
書　名 著者名 出版社 出版年

赤毛のアン L・Ｍ・モンゴメリ∥作　村岡　花子∥訳 ポプラ社 2004

赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ∥著 福音館書店 1982

あしながおじさん ウエブスター∥著　恩地　三保子∥訳 偕成社 1985

イギリスとアイルランドの昔話 石井　桃子∥編訳 福音館書店 1981

イクバルの闘い　世界一勇気ある少年 ダダモ∥作　荒瀬　ゆみこ∥訳 鈴木出版 2004

ウィロビーチェースのおおかみ ジョーン・エイケン∥作　大橋　喜恵∥訳 冨山房 1975

うそつきの天才 ウルフ・スタルク∥著 小峰書店 1996

エーミールと探偵たち ケストナー∥作　高橋 健二∥訳 岩波書店 1962

絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄∥文 福音館書店 1994

オオカミ王ロボ シートン∥作・絵　今泉　吉晴∥訳 童心社 2009

おじいさんのランプ 新美　南吉∥作 小峰書店 2004

オズの魔法使い バウム∥作　渡辺　茂男∥訳 福音館書店 1990

おばけ桃の冒険 ロアルド・ダール∥作　田村　隆一∥訳　N・E・バーカート∥絵 評論社 1979

折り鶴の子どもたち 那須　正幹∥作　高田　三郎∥絵 ＰＨＰ研究所 1984

おれがあいつであいつがおれで 山中 　恒∥作 理論社 1998

お姫さまとゴブリンの物語 マクドナルド∥作　脇　明子∥訳 岩波書店 1985

かじかびょうぶ 川崎　大治∥文　太田　大八∥絵 童心社 1975

片耳の大シカ　椋鳩十動物童話集第１巻 椋　鳩十∥作 小峰書店 1990

火曜日のごちそうはヒキガエル エリクソン作　フィオリ∥絵　佐藤 凉子∥訳 評論社 2008

海底二万里 上・下 ジュール・ヴェルヌ∥作　私市 保彦∥訳 岩波書店 2005

風の又三郎 宮沢　賢治∥作 岩波書店 2000

からすたろう やしまたろう∥作 偕成社 1979

川のいのち 立松　和平∥文 横松　桃子∥絵 くもん出版 2002

木かげの家の小人たち いぬい　とみこ∥作 福音館書店 1973

きまぐれロボット 星　新一∥作 和田　誠∥絵 理論社 1999

キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二∥著 講談社 1998

吸血鬼の花よめ　ブルガリアの昔話 八百板　洋子∥編訳 福音館書店 1996

ギリシア神話 斉藤　洋∥文 佐竹　美保∥絵 理論社 2009

霧のむこうのふしぎな旅 柏葉　幸子∥作 講談社 1995

銀河鉄道の夜 宮沢　賢治∥作 岩波書店 2000

グリムの昔話１～３ グリム∥著 童話館出版 2000

こころを育てる魔法の言葉 中井　俊巳∥文 汐文社 2010

サウンド・オブ・ミュージック マリア・フォン・トラップ∥著谷口　由美子∥訳 文渓堂 1997

三月ひなのつき 石井　桃子∥作 福音館書店 1963

シャーロットのおくりもの E・B・ホワイト∥作　G・ウィリアムス∥挿絵　鈴木　哲子∥訳 あすなろ書房 2001

シャカ 油野　誠一∥作 福音館書店 2005

13ケ月と13週と13日と満月の夜 アレックス・シアラー∥著　金原　瑞人∥訳 求龍堂 2003

生物の消えた島 田川　日出夫∥文　松岡　達英∥絵 福音館書店 1987
大力 ワーニャの冒険 プロイスラー∥作　 大塚　勇三∥訳 瑞雲舎 2003

宝島 スティーヴンソン∥作 坂井　晴彦∥訳　　　　 福音館書店 1997

たたかいの人　田中正造 大石　真∥著 フレーベル館 2002

たのしい川べ ケネス・グレーアム∥作 岩波書店 1963

たのしいムーミン一家 ヤンソン∥作 山室　静∥訳　 講談社 1990

だれも知らない小さな国1～5 佐藤　さとる∥作 村上　勉∥絵　 講談社 1985

月神の統べる森で たつみや　章∥作 講談社 1998

ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム∥作 岩田欣ニ・神宮輝夫∥訳 岩波書店 1979

つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子∥作 講談社 1998

年とったばあやのお話かご エリナー・ファージョン∥作 岩波書店 1970

飛ぶ教室 E・ケストナー∥作 高橋　健二∥訳 岩波書店 1980

とぶ船 H・ルイス∥作 石井　桃子∥訳 岩波書店 1966

小学校高学年の本 １００選    米子市立図書館



トムソーヤの冒険　上・下 トウェイン∥作 石井　桃子∥訳 岩波書店 2001

ともだちは緑のにおい 工藤　直子∥作 理論社 2008

ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ジョン・ロフティング∥作　井伏　鱒二∥訳 岩波書店 1986

夏の庭 湯本　香樹実∥作 徳間書店 2001

なめとこ山の熊 宮沢　賢治∥作 リブロポート 2003

西風のくれた鍵 アリソン・アトリー∥作 岩波書店 2001

二分間の冒険 岡田　淳∥作 偕成社 1985

日本の神話 松谷みよ子∥著 のら書房 2001

人形の家 ルーマー・ゴッデン∥作　堀内　誠一∥絵　瀬田　貞二∥訳 岩波書店 1967

ネギをうえた人　朝鮮民話選 金　素雲∥編 岩波書店 1953

野口英世 浜野　卓也∥著 ポプラ社 1998

ノルウェーの昔話 アスビョルンセン∥作 福音館書店 2003

ハイジ シュピーリ∥作 矢川　澄子∥訳 福音館書店 1974

走れやすほにっぽん縦断地雷教室 上泰　歩∥著 国土社 2005

ハッピーノート 草野　たき∥作 福音館書店 2012

ひとりでいらっしゃい 斉藤　洋∥著 偕成社 1994

百まいのドレス エリノア・エスティーズ∥作 岩波書店 2006

ファーブル昆虫記 ファーブル∥著 奥本　大三郎∥訳 集英社 1996

ふしぎなオルガン レアンダー∥作 岩波書店 1987

ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル∥作 生野　幸吉∥訳　 福音館書店 1979

ふたつめのほんと パトリシア・マクラクラン∥作　夏目道子∥訳 福武書店 1992

ふたりのイーダ 松谷  みよ子∥著 司  修∥絵 講談社 2006

ふたりのロッテ E・ケストナー∥作 高橋　健二∥訳 岩波書店 1980

ヘレン・ケラー　伝記世界を変えた人々１４ マクドナルド∥著　山田　恵子∥訳 偕成社 1994

冒険者たち　ガンバと十五ひきの仲間 斎藤　惇夫∥作  薮内　正幸∥絵 岩波書店 1982

ほっぺん先生と帰らずの沼 舟崎　克彦∥作 岩波書店 2001

マザー・テレサ　かぎりない愛の奉仕 沖　守弘∥著 くもん出版 2002

魔女ジェニファとわたし カニグズ・バーグ∥作 松永　ふみ子∥訳 岩波書店 1989

魔女の宅急便　1～6 角野　栄子∥作 林　明子∥画 福音館書店 1985

マヤの一生 椋　鳩十∥作 ポプラ社 1980

真夜中の鐘がなるとき プロイスラー∥作 佐々木　田鶴子∥訳 小峰書店 2003

みどりのゆび ドリュオン∥作 岩波書店 1965

ムジナ探偵局1～7 富安　陽子∥作 童心社 2007
ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン∥作 講談社 1990

名探偵カッレくん リンドグレーン∥作 岩波書店 1965

盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾∥文　秋元　良平∥写真 文藝春秋 2001

茂吉のねこ 松谷みよ子∥著 偕成社 1976

モグラはかせの地震たんけん 松岡　達英∥作 ポプラ社 2006

モモ ミヒャエル・エンデ∥作 大島　かおり∥訳 岩波書店 1976

森のお店やさん 林原　玉枝∥作 アリス館 1998

森は生きている 富山　和子∥著 講談社 1994

やぎと少年 アイザック・シンガー∥作 岩波書店 2003

床下の小人たち メアリー・ノートン∥作 林　容吉∥訳 岩波書店 1969

ライオンと魔女　ナルニア国ものがたり１ C・S・ルイス∥作 瀬田  貞二∥訳 岩波書店 1980

ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ∥作　さくま　ゆみこ∥訳 あすなろ書房 2000

ロシアの昔話 アファナーシエフ∥再話 福音館書店 2002

ロビンソンクルーソー D・デフォー∥作 坂井　晴彦∥訳 福音館書店 2003

わたしたちのトビアス セシリア・スベドべり∥編　山内　清子∥訳 偕成社 1978

わたしと小鳥とすずと 金子　みすゞ∥詩 JULA出版 1984

わらしべ長者　日本民話選 木下　順二∥作 岩波書店 2000

本との出会い　世界が広がる！自分が深まる！


