
４３冊

No 書籍名 出版社

1 子リスのアール BL出版

2 十円玉の話 あかね書房

3 おんなじだあれ？ あかね書房

4 プレゼント、あけてみて！ あかね書房

5 ことりのみずあび あすなろ書房

6 星につたえて ｱﾘｽ館

7 ふぶきのみちはふしぎのみち ｱﾘｽ館

8 ぱぱんがパン！ ｱﾘｽ館

9 だいぶつさまおまつりですよ ｱﾘｽ館

10 あるくくま ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ

11 わたしたちのたねまき　たねをめぐるいのちたちのおはなし のら書店

12 しっぽ．しっぽ．しっぽっぽ． ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館

13 ねこはるすばん ほるぷ出版

14 エリック 河出書房新社

15 わたしのあくびみなかった？ 絵本塾出版

16 はねるのだいすき 絵本塾出版

17 ちょとつ 絵本塾出版

18 はにわくん 絵本塾出版

19 きたきつねとはるのいのち 絵本塾出版

20 ふうちゃんとミーのぼうけんのうた 絵本塾出版

21 さがりめのニャン！　ここはねこのまち 絵本塾出版

22 だあれかな 学研ﾌﾟﾗｽ

23 どんぐりむらのいちねんかん 学研ﾌﾟﾗｽ

24 いちばんしあわせなおくりもの 教育画劇

25 えくぼのかよちゃん 金の星社

26 ねぐせきょうだい 中西出版

27 もうねんね 童心社

28 なでなでももんちゃん 童心社

29 ねーずみねーずみどーこいきゃ？ 童心社

30 おにぎりくんがね… 童心社

31 とうもろこしくんがね‥ 童心社

32 １４ひきのさむいふゆ 童心社

33 となりのショセットさん 評論社

34 うちのネコがきらいです 評論社

35 おれ、ピートくいたい 評論社

36 わたしに手紙を書いて 評論社

37 きぼう 評論社

38 おともだちになってくれる？ 評論社

39 はははのはなし 福音館書店

40 もぐらとずぼん 福音館書店

41 くまのビーディーくん 偕成社

42 きょうはそらにまるいつき 偕成社

43 だいじ だいじ どーこだ？ 大泉書店

(公財)日教弘北海道支部令和４年度ブックパックリスト

Ａ　最近発行された絵本を中心にしたセット

A



２８冊

No 書籍名 出版社

1 鳥 講談社

2 大自然のふしぎ 講談社

3 は虫類・両生類 講談社

4 生きもののふしぎ　新訂版 講談社

5 植物 講談社

6 星と星座 講談社

7 動物　新訂版 講談社

8 危険生物　新訂版 講談社

9 恐竜　新訂版 講談社

10 魚　新訂版 講談社

11 まるみえ図鑑 講談社

12 深海の生きもの 講談社

13 古代文明のふしぎ 講談社

14 乗りもの 講談社

15 はじめてのずかんみぢかないきもの 講談社

16 水の中の生きもの 講談社

17 猛毒の生きもの 講談社

18 昆虫　新訂版 講談社

19 世界遺産 講談社

20 宇宙 講談社

21 はじめてのずかんきょうりゅう 講談社

22 科学のふしぎ 講談社

23 鉄道　新訂版 講談社

24 恐竜　２　最新研究 講談社

25 はじめてのずかんどうぶつ 講談社

26 大むかしの生きもの 講談社

27 人体のふしぎ　新訂版 講談社

28 オリンピックパラリンピック大図鑑 講談社

(公財)日教弘北海道支部令和４年度ブックパックリスト

Ｂ 小学校①　図鑑を中心にしたセット　　　　　

B



２５冊

No 書籍名 出版社

1 昆虫 学研ﾌﾟﾗｽ

2 動物 学研ﾌﾟﾗｽ

3 恐竜 学研ﾌﾟﾗｽ

4 宇宙 学研ﾌﾟﾗｽ

5 鳥 学研ﾌﾟﾗｽ

6 植物 学研ﾌﾟﾗｽ

7 魚 学研ﾌﾟﾗｽ

8 危険生物 学研ﾌﾟﾗｽ

9 人体 学研ﾌﾟﾗｽ

10 水の生き物 学研ﾌﾟﾗｽ

11 爬虫類・両生類 学研ﾌﾟﾗｽ

12 地球 学研ﾌﾟﾗｽ

13 鉄道 学研ﾌﾟﾗｽ

14 古生物 学研ﾌﾟﾗｽ

15 深海生物 学研ﾌﾟﾗｽ

16 星・星座 学研ﾌﾟﾗｽ

17 乗りもの 学研ﾌﾟﾗｽ

18 カブトムシ・クワガタムシ 学研ﾌﾟﾗｽ

19 ジャングルの生き物 学研ﾌﾟﾗｽ

20 イヌ・ネコ・ペット 学研ﾌﾟﾗｽ

21 生き物サバイバル 学研ﾌﾟﾗｽ

22 鉱物・岩石・化石 学研ﾌﾟﾗｽ

23 異常気象　天気のしくみ 学研ﾌﾟﾗｽ

24 外来生物 学研ﾌﾟﾗｽ

25 食べもの 学研ﾌﾟﾗｽ

Ｃ 小学校②　図鑑を中心にしたセット　　　　　　

令和４年度ブックパックリスト

C

(公財)日教弘北海道支部



No 書籍名 出版社 冊数

1 三省堂　例解小学国語辞典　第７版 三省堂 23

No 書籍名 出版社 冊数

1 例解学習国語辞典　第十一版／ドラえもん版 小学館 23

No 書籍名 出版社 冊数

1 三省堂　例解小学漢字辞典　第６版 三省堂 23

No 書籍名 出版社 冊数

1 例解学習漢字辞典　第９版／ドラえもん版 小学館 23

Ｄ－４　小学校⑥　小学館の漢字辞典セット

D-1～D-4

令和４年度ブックパックリスト

Ｄ－1　小学校③　三省堂の国語辞典セット

Ｄ－２　小学校④　小学館の国語辞典セット

Ｄ－３　小学校⑤　三省堂の漢字辞典セット

(公財)日教弘北海道支部



No 書籍名 出版社 冊数

1 例解新国語辞典　第１０版 三省堂 20

No 書籍名 出版社 冊数

1 新選国語辞典　第１０版 小学館 20

(公財)日教弘北海道支部令和４年度ブックパックリスト

Ｅ－１　中学校①　三省堂の国語辞典セット

Ｅ－２　中学校②　小学館の国語辞典セット

E-1～E-2



No 書籍名 出版社

1 失敗図鑑 いろは出版

2 人間図鑑 いろは出版

3 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 いろは出版

4 世界はたくさん、人類はみな他人 かもがわ出版

5 青春サプリ。〔１〕　自分がここにいる理由 ﾎﾟﾌﾟﾗ社

6 青春サプリ。〔５〕　なりたい自分になれる ﾎﾟﾌﾟﾗ社

7 夜間中学へようこそ　物語の王国　２－８ 岩崎書店

8 ぼくらがつくった学校 佼成出版社

9 ハイパーレスキュー災害現場へ走れ！ 佼成出版社

10 日本気象協会気象予報の最前線 佼成出版社

11 ゲンバクとよばれた少年 講談社

12 命のものさし 合同出版

13 手をつなごうよ 彩流社

14 マンガレインボーＫｉｄｓ　知ってる？ＬＧＢＴの友だち 子どもの未来社

15 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた 汐文社

16 空飛ぶ微生物ハンター 汐文社

17 憎しみを乗り越えて　ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子 汐文社

18 １４歳のひろしま　ワタシゴト 汐文社

19 ハナコの愛したふたつの国 小学館

20 生き抜くための数学入門 新曜社

21 ふるさとって呼んでもいいですか　６歳で「移民」になった私の物語 大月書店

22 １０代のための座右の銘 大泉書店

23 １０代のための仕事図鑑 大泉書店

24 ボブが教えてくれたこと 辰巳出版

25 ほっかいどう百年物語　上巻 中西出版

26 ほっかいどう百年物語　下巻 中西出版

27 この顔と生きるということ 朝日新聞出版

28 バタフライ　１７歳のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐまで 朝日新聞出版

29 「走る図書館」が生まれた日 評論社

30 十歳のきみへ　九十五歳のわたしから 冨山房ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

31 南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる 平凡社

32 アイヌ民族２７の昔話 北海道新聞社

33 人間はだまされる　フェイクニュースを見分けるには 理論社

34 スカートはかなきゃダメですか？　 理論社

F　中学校③　ノンフィクションを中心にしたセット     ３４冊

令和４年度ブックパックリスト

F

(公財)日教弘北海道支部



１６冊

No 書籍名 出版社

1 恋するいきもの図鑑 カンゼン

2 歴史を変えた１００の大発見　生物　生命の謎に迫る旅 丸善出版

3 歴史を変えた１００の大発見　脳　心の謎に迫った偉人たち 丸善出版

4 デザインから世界が見える国旗大図鑑 岩崎書店

5 錯視の魔術 教育画劇

6 ロボット未来の部屋 玉川大学出版部

7 地球と生命のれきし 玉川大学出版部

8 ことばと心 玉川大学出版部

9 元号読本　「大化」から「令和」まで全２４８年号の読み物事典 創元社

10 もっと知りたい　アイヌの美術 東京美術

11 信じられない現実の大図鑑 東京書籍

12 信じられない現実の大図鑑　２ 東京書籍

13 スーパービジュアル再現消えた巨大生物 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社

14 食物アレルギーキャラクター図鑑 日本図書ｾﾝﾀｰ

15 感染症キャラクター図鑑 日本図書ｾﾝﾀｰ

16 人体キャラクター図鑑 日本図書ｾﾝﾀｰ

G

(公財)日教弘北海道支部令和４年度ブックパックリスト

G　中学校④　図鑑を中心にしたセット



１２冊

No 書籍名 出版社

1 伊能図探検 河出書房新社

2 料理の科学大図鑑 河出書房新社

3 第２次世界大戦全史 河出書房新社

4 世界の神話と英雄大図鑑 河出書房新社

5 日本のデザイン１９４５－ 河出書房新社

6 古墳のなぞがわかる本 岩崎書店

7 楽しいオーケストラ図鑑 小学館

8 ビジュアル大事典　農業と人間 農山漁村文化協会

9 きもの文様図鑑 平凡社

10 図説台湾の歴史　増補版 平凡社

11 海の世界地図 丸善出版

12 人権の世界地図 丸善出版

H

H　高校①　図鑑を中心にしたセット　　　　

令和４年度ブックパックリスト (公財)日教弘北海道支部



No 書籍名 出版社

1 語られなかったアメリカ史　１ あすなろ書房

2 語られなかったアメリカ史　２ あすなろ書房

3 語られなかったアメリカ史　３ あすなろ書房

4 生きのびるための「失敗」入門 河出書房新社

5 グラフィック伝記　フレディ・マーキュリー 岩崎書店

6 グレタと立ち上がろう　気候変動の世界を救うための１８章 岩崎書店

7 ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル 岩崎書店

8 命の意味命のしるし 講談社

9 親愛なるナイチンゲール様 合同出版

10 憎しみを乗り越えて　ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子 汐文社

11 ふぞろいなキューリと地上の卵 寿郎社

12 伝え守る　アイヌ三世代の物語 少年写真新聞社

13 実録噺「東京大空襲夜話」 新日本出版社

14 原爆孤児　「しあわせのうた」が聞える 新日本出版社

15 身体（ことば）と言葉（からだ）　舞台に立つために 新曜社

16 性格を科学する心理学のはなし 新曜社

17 おばあちゃんが、ぼけた。 新曜社

18 ２０５０年の地球を予測する　科学でわかる環境の未来 筑摩書房

19 ほっかいどう百年物語　上巻 中西出版

20 ほっかいどう百年物語　下巻 中西出版

21 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 朝日出版社

22 その苦しみは続かない　盲目の先生命の授業 朝日新聞出版

23 バタフライ　１７歳のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐまで 朝日新聞出版

24 この顔と生きるということ 朝日新聞出版

25 オリンピックの輝き 東京書籍

26 義足のアスリート山本篤 東洋館出版社

27 新版　絵はがきにされた少年 柏艪舎

28 八甲田雪中行軍１２０年目の真実 冨山房ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

29 ルポ「命の選別」　誰が弱者を切り捨てるのか？ 文藝春秋

30 南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる 平凡社

31 イチから分かる北方領土 北海道新聞社

32 サチコさんのドレス 北海道新聞社

33 北海道遺産完全ガイド 北海道新聞社

34 アイヌからみた北海道１５０年 北海道大学出版会

35 「一万円選書」でつながる架け橋 竹書房

I

I　高校②　ノンフィクションを中心にしたセット　　  ３５冊

令和４年度ブックパックリスト (公財)日教弘北海道支部



３５冊

No 書籍名 出版社

1 昨日星を探した言い訳 KADOKAWA

2 壁を乗り越える論語塾 PHP研究所

3 鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール PHP研究所

4 オンライン面接成功のテクニック ｺｽﾐｯｸ出版

5 ネッシーはいることにする ｺﾞﾌﾞﾘﾝ書房

6 神さまの貨物 ﾎﾟﾌﾟﾗ社

7 音楽家の伝記：はじめに読む１冊　クララ・シューマン ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ出版部

8 音楽家の伝記：はじめに読む１冊　バッハ ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ出版部

9 音楽家の伝記：はじめに読む１冊　ベートーヴェン ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ出版部

10 １０代で知っておきたい「同意」の話　ＹＥＳ、ＮＯを自分で決める１２のヒント 河出書房新社

11 推し、燃ゆ 河出書房新社

12 ５分後に恋の結末　①　友情と恋愛を両立させる３つのルール 学研ﾌﾟﾗｽ

13 ５分後に恋の結末　②　解けない謎と放課後の密談 学研ﾌﾟﾗｽ

14 アンチ 岩波書店

15 隣人ヒトラー　あるユダヤ人少年の回想 岩波書店

16 呼吸器の子 現代書館

17 感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓国・北朝鮮Ｑ＆Ａ 講談社

18 逆ソクラテス 集英社

19 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 集英社

20 窓をあけて、私の詩をきいて 出版ﾜｰｸｽ

21 毎朝ちがう風景があった 新日本出版社

22 オリシャ戦記　ＰＡＲＴ１　血と骨の子 静山社

23 羊の告解 静山社

24 わたしがわたしであるために 辰巳出版

25 いなかのほんね 中西出版

26 ほっかいどう百年物語　上巻 中西出版

27 ほっかいどう百年物語　下巻 中西出版

28 定価のない本 東京創元社

29 世界のはての少年 東京創元社

30 お父さんが教える１３歳からの金融入門 日本経済新聞出版社

31 １４歳からの精神医学　心の病気ってなんだろう 日本評論社

32 「牛が消えた村」で種をまく　「までい」な村の仲間とともに 農山漁村文化協会

33 夢見る帝国図書館 文藝春秋

34 ジョージと秘密のメリッサ 偕成社

35 「一万円選書」でつながる架け橋 竹書房

J

(公財)日教弘北海道支部

J　高校③　おすすめ本のセット　　　　　　　　　

令和４年度ブックパックリスト



１８冊

No 書籍名 出版社

1 エリック・カールの大きな絵本セット　全5巻 三善

①Very Hungry Caterpillar　はらぺこあおむし

②Brown Bear ,Brown Bear ,What Do You See?　くまさんくまさんなにみてるの？

③Polar Bear,Polar Bear,What Do You Hear?　しろくまくんなにがきこえるの？

④Panda Bear,Panda Bear,What Do You See?　パンダくんパンダくんなにみているの？

⑤From Head to Toe　できるかな？あたまからつまさきまで

2 話題の絵本を英語で読もう１ヨシタケシンスケの絵本 全4巻　小学低学年～中学校 岩崎書店

①It might be an apple　りんごかもしれない

②Can I build another me?　ぼくのにせものをつくるには

③What happens next?　このあとどうしちゃおう

④Still stuck　もうぬげない

3 世界への窓を開けよう 全4巻　小学低学年～中学校 岩崎書店

①Children just like me　写真で知ろう　世界の子どもたち

②Maps　マップス　新・世界図絵

③Timeline　タイムライン　地球の歴史をめぐる旅へ

④「和」の行事えほん　英語版

4 英語読書は名作ではじめるステップ１ 全5巻　小学低学年～中学校（単語150～250語） 岩崎書店

①Clever Rabbit and the wolves　かしこいうさぎとおおかみ

②The genie in the bottle　魔法のビンの精

③King donkey ears　王様の耳はロバの耳

④Stone soup　石のスープ

⑤Brer Rabbit and the Blackberry Bush　ブレアラビットとブラックベリーの茂み

K

(公財)日教弘北海道支部

Ｋ　小・中学校　英語の本棚セット　　

令和４年度ブックパックリスト



１８巻

No 書籍名 出版社

1 総合百科事典ポプラディア　第３版　 ポプラ社

令和４年度ブックパックリスト (公財)日教弘北海道支部

L　百科事典のセット　　　　　　　　　

L


