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あたらしいともだち トミー・ウンゲラー∥作 あすなろ書房 2008
アフリカの音 沢田　としき∥作 講談社 1996
雨をよぶ龍 秋山　とも子∥作 童心社 2009
あるきだした小さな木 ボルクマン∥作 偕成社 1969
イグアナくんのおじゃまな毎日 佐藤　多佳子∥作 偕成社 1997
いしになったかりうど 大塚　勇三∥再話　赤羽　末吉∥作 福音館書店 1974
イソップのお話 イソップ∥著　 河野　余一∥編訳 岩波書店 2000
いなばのしろうさぎ 赤羽  末吉∥絵　舟崎  克彦∥文 あかね書房 1995

いのちのおはなし 日野原重明∥文　 講談社 2007
ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン∥作 徳間書店 2007
大きな森の小さな家　 ワイルダー∥作 福音館書店 1979
大さい１年生と小さな２年生 古田　足日∥文　中山　正美∥絵 偕成社 1989
大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー∥作　トリップ∥画　西村　浩三∥訳 偕成社 1990
おかあさんのつうしんぼ 宮川　ひろ∥作 偕成社 1979
おとうさんがいっぱい 三田村　信行∥作 理論社 1997
おとなしいきょうりゅうとうるさいちょう ミヒャエル・エンデ∥作 ほるぷ出版 1987
親指姫　アンデルセンの童話１ 大塚　勇三∥訳 福音館書店 1992
かいじゅうになった女の子 末吉暁子∥文 偕成社 1975
かえるの平家ものがたり 日野　十成∥作　斎藤　隆夫∥絵 福音館書店 2002
かぼちゃスープ ヘレン・クーパー∥作 アスラン書房 2002
がんばれヘンリーくん ベバリィー・クリアリー∥作  L・ダーリング∥絵　松岡　享子∥訳 学習研究社 2007
きつねものがたり ラダ∥作　 福音館書店 1966
くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡　享子∥作 福音館書店 1981
くつなおしの店 アリソン・アトリー∥作　松野　正子∥訳 福音館書店 2000
くまのテディ・ロビンソン ロビンソン∥作 福音館書店 1979
黒ねこサンゴロウ1～5 竹下　文子∥文 偕成社 1994
黒ねこミケシュのぼうけん ヨゼフ・ラダ∥作　小野田　澄子∥訳 岩波書店 1991
こいぬのうんち ジョンセン∥文　スンガリ∥絵 平凡社 2000
子ねずみラルフのぼうけん ベバリー・クリアリー∥作　谷口 由美子∥訳 童話館出版 1996
子ブタシープピッグ ディック・キング＝スミス∥作　木原  悦子∥訳 評論社 1991
三月ひなのつき 石井　桃子∥作 福音館書店 1974
しずくの首飾り ジョーン・エイキン∥作　猪熊 葉子∥訳 岩波書店 1975
12の月たち マルシャーク∥再話　スタンレー∥絵 評論社 1986
宿題ひきうけ株式会社 古田　足日∥文　長野　ヒデ子∥文 理論社 2001
ジュディ・モードはごきげんななめ メーガン・マクドナルド∥作 小峰書店 2004
じんべえざめ 新宮　晋∥作 扶桑社 1991
せいめいのれきし バージニア・リー・バートン∥文　石井　桃子∥訳 岩波書店 1964
世界あちこちゆかいな家めぐり 小松　義夫∥文・写真 福音館書店 2004
セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治∥作 　茂田井　武∥絵 福音館書店 2001
１０００の風１０００のチェロ いせ　ひでこ∥作 偕成社 2000
そーくん ねじめ　正一∥作 佼成出版社 2000
それいけズッコケ三人組 那須　正幹∥作 ポプラ社 1978
タイムワープ三人組Ⅰ～Ⅵ ジョン・シェスカ∥作　幾島　幸子∥訳 岩波書店 1994
太陽へとぶ矢 ジェラルド・マクダーモット∥作 ほるぷ出版 1975
竜の子太郎 松谷　みよ子∥著 講談社 2006
小さい魔女 プロイスラー∥作　大塚　勇三∥訳 学習研究社 1965
小さなスプーンおばさん A・プリョイセン∥作 大塚　勇三∥訳 学習研究社 1978
小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン∥著 石渡　利康∥訳 評論社 2011
小さな山神スズナ姫 富安　陽子∥作 偕成社 1996
ちびっこカムのぼうけん 神沢　利子∥作 理論社 1979

       小学校中学年の本 １００選   米子市立図書館　



ちびドラゴンのおくりもの コルシュノフ∥さく 国土社 1989
チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー∥作 石井　桃子∥訳 童心社 1979
チャンティクリアときつね バーバラ・クーニー∥作 ほるぷ出版 1978
長くつ下のピッピ リンドグレーン∥作 岩波書店 1990
チョコレート戦争 大石　真∥作 理論社 1979
チロヌップのきつね たかはしひろゆき∥作 金の星社 1972
つるにょうぼう 矢川　澄子∥再話  赤羽　末吉∥絵 福音館書店 1979
とべバッタ 田島　征三∥作 偕成社 1984
ともだち 谷川　俊太郎∥作 和田　誠∥絵 玉川大学出版部 2002
ともだちつれてよろしいですか ベニ・モントレソール∥絵 富山房 1974
どんぐりと山ねこ 宮沢　賢治∥作 岩崎書店 2004
なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子∥作　 大社　玲子∥絵 学習研究社 1978
猫は生きている 早乙女　勝元∥作 理論社 1973
ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン∥作 福音館書店 1977
はせがわくんきらいや 長谷川　集平∥作 すばる書房 1982
ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス∥作　宇野　和美∥訳 あすなろ書房 2006
1つぶのおこめ デミ∥作  さくま　ゆみこ∥訳 光村教育図書 2009
火のくつと風のサンダル ウルズラ＝ウエルフェル∥作　関　楠生∥訳 童話館出版 1997
１００万回生きたねこ 佐野　洋子∥作 講談社 1982
びりっかすの神さま 岡田　淳∥作 偕成社 1988
フェアリー・レルム1～10 エミリー・ロッダ∥著 岡田　好惠∥訳 童心社 2005
ふしぎな500のぼうし スース∥作 偕成社 1981
ふしぎな木の実の料理法 岡田　淳∥作 理論社 1994
ふしぎふしぎ２００ ふしぎ新聞社∥編 福音館書店 2001
ぼくは王さま 寺村　輝夫∥作  和田　誠∥絵 理論社 1998
魔女がいっぱい ロアルド・ダール∥作 清水達也・鶴見敏∥共訳　 評論社 1987

魔女のたまご マデライン・エドモンドソン∥作　掛川恭子∥訳 あかね書房 1978
またたびトラベル 茂市　久美子∥作 学習研究社 2004
まつげの海のひこうせん 山下　明生∥作 杉浦　範茂∥絵 偕成社 1983
みどりいろの童話集　ラング世界童話全集１ アンドルー・ラング∥作 偕成社 1977
ミリー･モリー・マンデーのおはなし ジョイス・Ｌ・ﾌﾞﾘスリー∥作　上条　由美子∥訳 福音館書店 1991
冥界伝説たかむらの井戸 たつみや　章∥作　広瀬　弦∥絵 あかね書房 2003
目をさませトラゴロウ 小沢　正∥作 理論社 2000
モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日∥作 あかね書房 1968
ものいうほね ウイリアム・スタイグ∥作 評論社 1979
ものぐさトミー ベーン・デュボア∥作 松岡　享子∥訳 岩波書店 1977
もりのえほん 安野　光雅∥作 福音館書店 1977
やかまし村の子どもたち リンドグレーン∥作 大塚　勇三∥訳 岩波書店 2006
屋根うらべやにきた魚 山下　明生∥作 太田　大八∥挿絵　 岩波書店 2001
山の上の火 クーランダー・レスロー∥文　渡辺　茂男∥訳 岩波書店 1978
山のクリスマス ベーメルマン∥作 岩波書店 1953
ゆかいなホーマーくん ロバート・マックロスキー∥作　石井　桃子∥訳 岩波書店 2000
ゆきこんこん物語 さねとう　あきら∥作 井上　洋介∥絵 理論社 1972
雪だるまのひみつ ルース・エインズワース∥作　河本　祥子∥訳　 岩波書店 1991
雪にきえた足あと ルーシー・Ｊ・ブレドソー∥作 文研出版 2002
ラモーナとおかあさん ベﾊﾞリイ・ｸﾘアリー∥作　松岡　享子∥訳 学習研究社 2001
ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋∥作 講談社 1987
ロバのシルベスターとまほうのこいし ウィリアム・スタイグ∥作 評論社 1976
わかもとの知恵 筒井　康隆∥著 金の星社 2001
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ∥作 評論社 1986

　とびらをひらいて 本の世界を楽しもう！


