７～９歳にすすめる300冊 No.１

書名
きかんしゃやえもん
アンディとらいおん
いたずらきかんしゃちゅうちゅう
１００まんびきのねこ
うさぎのみみはなぜながい
ねむりひめ：グリム童話
せいめいのれきし

著者
阿川弘之／文，岡部冬彦／絵
ドーハーティ／ぶん・え，むらおかはなこ／やく

出版社 発行年
1
岩波書店 1959
福音館書店 1961
2
バージニア・リー・バートン／ぶん え，むらおかはなこ／やく 福音館書店 1961
3
4
ワンダ・ガアグ／ぶん・え，いしいももこ／やく 福音館書店 1961
福音館書店 1962
5
北川 民次／作
グリム兄弟／原作，フェリクス・ホフマン／え，せたていじ／やく 福音館書店 1963
6
バージニア・リー・バートン／文・え，いしいももこ／やく 岩波書店 1964
7
8 ブレーメンのおんがくたい：グリム童話 グリム／原作，ハンス・フィッシャー／え，せたていじ／やく 福音館書店 1964
9 あおい目のこねこ
エゴン・マチーセン／さく・え，せたていじ／やく 福音館書店 1965
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん・え，いしい ももこ／やく 岩波書店 1965
10 ちいさいおうち
福音館書店 1966
11 ふしぎなたけのこ
松野正子／さく，瀬川康男／え
福音館書店 1966
12 ゆきむすめ
内田莉莎子／再話，佐藤忠良／画
福音館書店 1967
13 スーホの白い馬：モンゴル民話 大塚勇三／再話，赤羽末吉／画
福音館書店 1967
14 だいくとおにろく
松居直／再話，赤羽末吉／画
福音館書店 1967
15 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／さく・え
16 ちからたろう
いまえよしとも／ぶん，たしませいぞう／え
ポプラ社 1967
福音館書店 1967
17 八郎
斎藤隆介／作，滝平二郎／画
エドアルド・ペチシカ／ぶん，ズデネック・ミレル／え，うちだ りさこ／やく 福音館書店 1967
18 もぐらとずぼん
19 やまんばのにしき
まつたにみよこ／ぶん，せがわやすお／え
ポプラ社 1967
福音館書店 1968
20 じめんのうえとじめんのした アーマ=E=ウェバー／ぶん・え，藤枝澪子／やく
21 王さまと九人のきょうだい：中国の民話 君島久子／訳，赤羽末吉／絵
岩波書店 1969
マリア・テルリコフスカ／さく，うちだ りさこ／やく，ボフダン・ブテンコ／え 福音館書店 1969
22 しずくのぼうけん
23 スイミー：ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ／作，谷川俊太郎／訳
好学社 1969
福音館書店 1969
24 星座を見つけよう
H・A・レイ／文・絵，草下英明／訳
文化出版局 1971
25 どろんここぶた
アーノルド・ローベル／作，岸田衿子／訳
26 ふしぎなたいこ（改版）
石井桃子／ぶん，清水崑／え
岩波書店 1975
ジーン・ジオン／さく，マーガレット・ブロイ・グレアム／え，もりひさし／やく ペンギン社 1981
27 はちうえはぼくにまかせて
福音館書店 1992
28 プンクマインチャ：ネパール民話 大塚勇三／再話，秋野亥左牟／画
29 チムとゆうかんなせんちょうさん（新版） エドワード・アーディゾーニ／ぶん・え，せたていじ／やく 福音館書店 2001
30 エルマーのぼうけん（新版） ルース・スタイルス・ガネット／さく，わたなべしげお／やく 福音館書店 2002

７～９歳にすすめる300冊 No.２

書名

著者

出版社 発行年
福音館書店 1963
1 あまがさ
やしまたろう／作
ジュリエット・キープス／ぶん・え，いしいももこ／やく 福音館書店 1964
2 ゆかいなかえる
ロバート・マックロスキー／ぶん・え，わたなべしげお／やく 福音館書店 1965
3 かもさんおとおり
マレーク・ベロニカ／ぶん・え，とくながやすもと／やく 福音館書店 1965
4 ラチとらいおん
福音館書店 1966
5 かさじぞう
瀬田貞二／再話，赤羽末吉／画
6 ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え，わたなべしげお／やく 福音館書店 1970
福音館書店 1970
7 はははのはなし
加古里子／ぶん・え
8 モチモチの木
斎藤隆介／作，滝平二郎／絵
岩崎書店 1971
福音館書店 1972
9 おしゃべりなたまごやき
寺村輝夫／作，長新太／画
10 ジャムつきパンとフランシス ラッセル・ホーバン／さく，リリアン・ホーバン／え，まつおかきょうこ／やく 好学社 1972
文化出版局 1972
11 ふたりはともだち
アーノルド・ローベル／作，三木卓／訳
12 からすのパンやさん
加古里子／絵と文
偕成社 1973
13 島ひきおに
梶山俊夫／絵，山下明生／文
偕成社 1973
学習研究社 1973
14 なぞなぞのすきな女の子
松岡享子／さく，大社玲子／え
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画，瀬田貞二／訳 福音館書店 1973
15 マドレーヌといぬ
16 海のおばけオーリー
マリー・ホール・エッツ／文とえ，石井桃子／やく 岩波書店 1974
17 おしいれのぼうけん
ふるたたるひ／さく，たばたせいいち／[画]
童心社 1974
レイモンド・ブリッグズ／さく・え，すがはらひろくに／やく 福音館書店 1974
18 さむがりやのサンタ
文化出版局 1974
19 へびのクリクター
トミー・ウンゲラー／作，中野完二／訳
20 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく，じんぐうてるお／やく 冨山房 1975
21 ジルベルトとかぜ
マリー・ホール・エッツ／作，たなべいすず／やく 冨山房 1975
22 ろくべえまってろよ
灰谷健次郎／作，長新太／絵
文研出版 1975
福音館書店 1976
23 かみひこうき
小林実／ぶん，林明子／え
24 １００万回生きたねこ
佐野洋子／作・絵
講談社 1977
福音館書店 1977
25 やっぱりおおかみ
ささきまき／さく・え
26 ガルドンのながぐつをはいたねこ [ペロー／原作]，ポール・ガルドン／さく，てらおかじゅん／やく ほるぷ出版 1978
27 キャベツくん
長新太／文・絵
文研出版 1980
福音館書店 1981
28 わたし
谷川俊太郎／ぶん，長新太／え
29 ピーターラビットのおはなし（新版） ビアトリクス・ポター／さく・え，いしいももこ／やく 福音館書店 1988
30 ポリーとはらぺこオオカミ（新装） キャサリン・ストー／作，掛川恭子／訳
岩波書店 1992

７～９歳にすすめる300冊 No.３

書名
著者
出版社 発行年
グリム／[原作]，エロール・ル・カイン／え，やがわすみこ／やく ほるぷ出版 1975
1 いばらひめ：グリム童話
2 いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル／作，まきたまつこ／やく 冨山房 1975
フレーベル館 1975
3 だってだってのおばあさん
さのようこ／作・絵
4 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]，せたていじ／やく 評論社 1975
シェル・シルヴァスタイン／さく・え，ほんだきんいちろう／やく 篠崎書林 1976
5 おおきな木
ジャニス・メイ・ユードリイ／さく，マーク・シーモント／え，さいおんじさちこ／やく 偕成社
6 木はいいなあ
1976
トミー・ウンゲラー／さく，たむらりゅういち／やく，あそうくみ／やく 評論社
7 ゼラルダと人喰い鬼
1977
福音館書店 1977
8 だいふくもち
田島征三／さく・え
福音館書店 1977
9 どうぶつえんのおいしゃさん 降矢洋子／さく，増井光子／監修
福音館書店 1977
10 やまなしもぎ
平野直／再話，太田大八／画
11 よあけ
ユリー・シュルヴィッツ／作・画，瀬田貞二／訳 福音館書店 1977
12 トリゴラス
長谷川集平／作
文研出版 1978
13 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー（新版） バージニア・リー・バートン／ぶん・え，いしいももこ／やく 福音館書店 1978
14 わゴムはどのくらいのびるかしら? マイク・サーラー／ぶん，ジェリー・ジョイナー／え，きしだえりこ／やく ほるぷ出版 1978
15 おかあさん おめでとう（くまの子ウーフの絵本１） 神沢利子／作，井上洋介／絵
ポプラ社 1979
福音館書店 1979
16 きょうはなんのひ？
瀬田貞二／作，林明子／絵
17 スプーンおばさんちいさくなる アルフ・プリョイセン／さく，ビョーン・ベルイ／え，おおつかゆうぞう／やく 偕成社 1979
福音館書店 1979
18 つるにょうぼう
矢川澄子／再話，赤羽末吉／画
19 にちよういち
西村繁男／作
童心社 1979
20 ロッタちゃんとクリスマスツリー アストリッド=リンドグレーン／作，イロン=ヴィークランド／絵，やまむろしずか／訳 偕成社 1979
福音館書店 1980
21 くわずにょうぼう
稲田和子／再話，赤羽末吉／画
福音館書店 1981
22 はるにれ
姉崎一馬／写真
福音館書店 1983
23 あな
谷川俊太郎／作，和田誠／画
24 のはらうたⅠ
くどうなおことのはらみんな／作
童話屋 1984
25 のはらうたⅡ
くどうなおことのはらみんな／作
童話屋 1985
26 のはらうたⅢ
くどうなおことのはらみんな／作
童話屋 1987
27 のはらうたⅣ
くどうなおことのはらみんな／作
童話屋 2000
福音館書店 1985
28 さんまいのおふだ：新潟の昔話 水沢謙一／再話，梶山俊夫／画
29 きっとみんなよろこぶよ！
ピーター・スピアー／[作]，松川真弓／やく
評論社 1987
福音館書店 1992
30 だいちゃんとうみ
太田大八／さく・え

７～９歳にすすめる300冊 No.４

書名

著者
木下順二／文，清水崑／絵

出版社 発行年
1 かにむかし
岩波書店 1976
2 かえでがおか農場のいちねん アリス・プロベンセン／さく，マーティン・プロベンセン／さく，きしだえりこ／やく ほるぷ出版 1980
3 金のがちょうのほん：四つのむかしばなし レズリー・ブルック／文・画，瀬田貞二／訳，松瀬七織／訳 福音館書店 1980
ドナルド・ホール／ぶん，バーバラ・クーニー／え，もきかずこ／やく ほるぷ出版 1980
4 にぐるまひいて
5 ひろしまのピカ
丸木俊／え・文
小峰書店 1980
マイク=セイラー／さく，ロバート=グロスマン／え，いまえよしとも／やく 偕成社
6 ぼちぼちいこか
1980
シャーロット・ゾロトウ／さく，ハワード=ノッツ／え，まつおかきょうこ／やく 偕成社
7 かぜはどこへいくの
1981
サンリード 1981
8 しんすけくん
谷川俊太郎／作，大久保千広／写真
9 もものき なしのき プラムのき ジャネット・アールバーグ／さく，アラン・アールバーグ／さく，佐藤凉子／やく 評論社 1981
福音館書店 1982
10 イギリスとアイルランドの昔話 石井桃子／編・訳，J・D・バトン／画
11 火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・エリックソン／作，佐藤凉子／訳，ローレンス・ディ・フィオリ／画 評論社 1982
ジョアンナ・コール／文，ジェローム・ウェクスラー／写真，つぼいいくみ／訳 福音館書店 1982
12 こいぬがうまれるよ
福音館書店 1982
13 サンタクロースってほんとにいるの？ てるおかいつこ／文，すぎうらはんも／絵
福音館書店 1982
14 野の草花
古矢一穂／ぶん，高森登志夫／え
15 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ／作，林明子／絵
童心社 1982
16 ぼくはめいたんてい １ きえた犬のえ マージョリー・W・シャーマット／ぶん，マーク・シマント／え，光吉夏弥／やく 大日本図書 1982
福音館書店 1982
17 みず
長谷川摂子／文，英伸三／写真
18 あたしもびょうきになりたいな！ フランツ=ブランデンベルク／さく，アリキ=ブランデンベルク／え，ふくもとゆみこ／やく 偕成社 1983
福音館書店 1983
19 黒い島のひみつ（タンタンの冒険旅行１） エルジェ／作，川口恵子／訳
20 ねえ，どれがいい？
ジョン・バーニンガム／さく，まつかわまゆみ／やく 評論社 1983
21 ひとまねこざる（大型絵本） H.A.レイ／文,絵，光吉夏弥／訳
岩波書店 1983
リンドグレーン／作，ヴィークランド／絵，やまのうちきよこ／訳 偕成社
22 やかましむらのこどもの日
1983
23 雨，あめ
ピーター・スピアー／[作]
評論社 1984
あかね書房 1984
24 かあさんのいす
ベラ B.ウィリアムズ／作・絵，佐野洋子／訳
25 たんぽぽ
甲斐信枝／作・絵
金の星社 1984
福音館書店 1984
26 はじめてのキャンプ
林明子／さく・え
27 ワニのライルがやってきた
バーナード・ウェーバー／さく，小杉佐恵子／やく 大日本図書 1984
福音館書店 1987
28 すいかのたね
さとうわきこ／さく・え
29 ルピナスさん：小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー／さく，かけがわやすこ／やく ほるぷ出版 1987
30 ラン パン パン：インドみんわ マギー・ダフ／さいわ，ホセ・アルエゴ／え，アリアンヌ・ドウィ／え，山口文生／やく 評論社 1989

７～９歳にすすめる300冊 No.５

書名
著者
出版社 発行年
ほるぷ出版 1985
1 おおきくなりすぎたくま
リンド・ワード／文・画，渡辺茂男／訳
ジョン・バーニンガム／さく，たにかわしゅんたろう／やく ほるぷ出版 1985
2 おじいちゃん
3 きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス／作，熊谷鉱司／訳，むかいながまさ／絵 金の星社 1985
4 言葉図鑑１ うごきのことば 五味太郎／監修・制作
偕成社 1985
たばたせいいち／共同制作，先天性四肢障害児父母の会／共同制作，のべあきこ／共同制作，しざわさよこ／共同制作 偕成社
5 さっちゃんのまほうのて
1985
6 アンジュール：ある犬の物語 ガブリエル・バンサン／作
BL出版 1986
7 恐竜たんけん図鑑
松岡達英／作，小畠郁生／監修
岩崎書店 1986
8 ことわざ絵本[Part1]
五味太郎／著
岩崎書店 1986
9 おまたせクッキー
パット=ハッチンス／さく，乾侑美子／やく
偕成社 1987
10 こねこのぴっち（大型絵本） ハンス・フィッシャー／文・絵，石井桃子／訳
岩波書店 1987
11 いつもちこくのおとこのこ：ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー ジョン・バーニンガム／さく，たにかわしゅんたろう／やく あかね書房 1988
福音館書店 1988
12 うまかたやまんば
おざわとしお／再話，赤羽末吉／画
福音館書店 1988
13 工作図鑑
木内勝／作，木内勝／絵，田中皓也／絵
14 とベバッタ
田島征三／作
偕成社 1988
セーラー出版 1988
15 ゆうかんなアイリーン
ウィリアム・スタイグ／作，おがわえつこ／訳
セーラー出版 1989
16 いやだいやだのスピンキー
ウィリアム・スタイグ／作，おがわえつこ／訳
福音館書店 1989
17 おばけのひっこし
さがらあつこ／文，沼野正子／絵
18 おめでとうのいちねんせい
糸井重里／詩，日比野克彦／絵
小学館 1989
ジェイン=ヨーレン／詩，くどうなおこ／訳，ジョン=ショーエンヘール／絵 偕成社
19 月夜のみみずく
1989
20 どうぶつのあしがたずかん
加藤由子／文，ヒサクニヒコ／絵，中川志郎／監修 岩崎書店 1989
あかね書房 1989
21 なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤洋／作，大沢幸子／絵
文化出版局 1989
22 ぼくの庭ができたよ
ゲルダ・ミューラー／作，ささきたづこ／訳
福音館書店 1989
23 ぼくらの地図旅行
那須正幹／ぶん，西村繁男／え
福音館書店 1989
24 よもぎだんご
さとうわきこ／さく
福音館書店 1990
25 ふゆめがっしょうだん
富成忠夫／写真，茂木透／写真，長新太／文
福音館書店 1990
26 めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子／作，ふりやなな／画
福音館書店 1994
27 きょだいな きょだいな
長谷川摂子／作，降矢なな／絵
28 バックルさんとめいけんグロリア ペギー・ラスマン／さく・え，ひがしはるみ／やく 徳間書店 1997
福音館書店 1997
29 ふしぎなナイフ
中村牧江／さく，林健造／さく，福田隆義／え
福音館書店 2000
30 とべ！ちいさいプロペラき
小風さち／作，山本忠敬／絵

７～９歳にすすめる300冊 No.６

書名
ジャイアント・ジャム・サンド
くんちゃんのはじめてのがっこう
雑草のくらし：あき地の五年間
冒険図鑑：野外で生活するために

著者

出版社 発行年
ジョン・ヴァーノン・ロード／ぶん え，安西徹雄／やく アリス館 1976
1
ペンギン社 1982
2
ドロシー・マリノ／さく，まさきるりこ／やく
福音館書店 1985
3
甲斐信枝／さく
福音館書店 1985
4
さとうち藍／文，松岡達英／絵
福音館書店 1988
5 ガラスめだまときんのつののヤギ：白ロシア民話 田中かな子／訳，スズキコージ／画
ハリエット・ジィーフェルト／ぶん，アニタ・ローベル／え，松川真弓／やく 評論社
6 アンナの赤いオーバー
1990
ジャネット・アルバーグ／作，アラン・アルバーグ／作，佐野洋子／訳 文化出版局 1990
7 １年生になりました！
8 子どもに語るグリムの昔話１ グリム／[著]，グリム／[著]，佐々梨代子／訳，野村泫／訳 こぐま社 1990
9 子どもに語るグリムの昔話２ グリム／[著]，グリム／[著]，佐々梨代子／訳，野村泫／訳 こぐま社 1991
10 子どもに語るグリムの昔話３ グリム／[著]，グリム／[著]，佐々梨代子／訳，野村泫／訳 こぐま社 1991
11 子どもに語るグリムの昔話４ グリム／[著]，グリム／[著]，佐々梨代子／訳，野村泫／訳 こぐま社 1992
12 子どもに語るグリムの昔話５ グリム／[著]，グリム／[著]，佐々梨代子／訳，野村泫／訳 こぐま社 1992
13 子どもに語るグリムの昔話６ グリム／[著]，グリム／[著]，佐々梨代子／訳，野村泫／訳 こぐま社 1993
福音館書店 1990
14 たねのずかん：とぶ・はじける・くっつく 高森登志夫／え，古矢一穂／ぶん
15 おさるはおさる
いとうひろし／作・絵
講談社 1991
16 オニの生活図鑑
ヒサクニヒコ／文・絵
国土社 1991
17 オバケちゃん
松谷みよ子／作，いとうひろし／絵
講談社 1991
福音館書店 1991
18 すんだことはすんだこと
ワンダ・ガアグ／再話・え，佐々木マキ／やく
19 ニニロのおとしもの
いとうひろし／さく
教育画劇 1991
20 ペンギンたんけんたい
斉藤洋／作，高畠純／絵
講談社 1991
21 おじさんのかさ
佐野洋子／作・絵
講談社 1992
福音館書店 1992
22 タンゲくん
片山健／[作]
リチャード・ウィルバー／さく，松岡享子／やく，大社玲子／え 福音館書店 1992
23 番ねずみのヤカちゃん
24 すずめのおくりもの
安房直子／作，菊池恭子／絵
講談社 1993
福音館書店 1993
25 正しい暮し方読本
五味太郎／作
26 ゆうかんなハリネズミマックス D.キング=スミス／作，金原瑞人／訳，津尾美智子／画 あかね書房 1994
27 ごきげんなすてご
いとうひろし／さく
徳間書店 1995
福音館書店 1995
28 だれだかわかるかい？：むしのかお 今森光彦／ぶん・写真
福音館書店 1995
29 まあちゃんのながいかみ
たかどのほうこ／さく
30 まほうつかいのでし：ゲーテのバラードによる ゲーテ／[原作]，上田真而子／文，斎藤隆夫／絵 福音館書店 1995

７～９歳にすすめる300冊 No.７

書名
著者
出版社 発行年
福音館書店 1990
1 かぞえうたのほん
岸田衿子／作，スズキコージ／え
2 歯いしゃのチュー先生
ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ，うつみまお／やく 評論社 1991
3 みにくいシュレック
ウィリアム・スタイグ／文と絵，おがわえつこ／訳 セーラー出版 1991
4 ミリー・モリー・マンデーのおはなし ジョイス・L・ブリスリー／さく，上条由美子／やく，菊池恭子／え 福音館書店 1991
5 やまのかいしゃ
スズキコージ／さく，かたやまけん／え
架空社 1991
ジャック・ガントス／さく,，ニコール・ルーベル／え，いしいももこ／やく 童話館
6 あくたれラルフ
1994
7 あらしのよるに
木村裕一／作，あべ弘士／絵
講談社 1994
バーバラ・ボットナー／ぶん，ペギー・ラスマン／え，ひがしはるみ／やく 徳間書店 1994
8 いじわるブッチー
福音館書店 1994
9 今森光彦世界昆虫記
今森光彦／著
福音館書店 1994
10 おっきょちゃんとかっぱ
長谷川摂子／文，降矢奈々／絵
シビル・ウェッタシンハ／さく，まつおかきょうこ／やく 福音館書店 1994
11 きつねのホイティ
福音館書店 1994
12 ノラネコの研究
伊沢雅子／文，平出衛／絵
福音館書店 1994
13 まじょのかんづめ
佐々木マキ／さく
福音館書店 1994
14 みんなのかお
さとうあきら／写真，とだきょうこ／文
ヘレン・V・グリフィス／作，ジェイムズ・スティーブンソン／絵，今村葦子／訳 あすなろ書房 1995
15 おじいさんのハーモニカ
ウルフ・スタルク／作，アンナ・ヘグルンド／絵，菱木晃子／訳 ほるぷ出版 1995
16 おじいちゃんの口笛
17 おばけパーティ
ジャック・デュケノワ／さく，おおさわあきら／やく ほるぷ出版 1995
福音館書店 1995
18 海中記
小林安雅／著
実業之日本社 1995
19 こども世界の民話 上
内田莉莎子／[ほか]著
実業之日本社 1995
20 こども世界の民話 下
内田莉莎子／[ほか]著
21 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ／編，飯野和好／絵
冨山房 1995
22 せかいいちうつくしいぼくの村 小林豊／作・絵
ポプラ社 1995
23 どうぶつえんガイド
あべ弘士／さく・え，なかのまさたか／デザイン 福音館書店 1995
福音館書店 1995
24 人間
加古里子／ぶん え
25 のはらひめ：おひめさま城のひみつ なかがわちひろ／作
徳間書店 1995
福音館書店 1998
26 トマトのひみつ
山口進／文・写真
27 わらのうし：ウクライナの昔話 内田莉莎子／文，ワレンチン・ゴルディチューク／絵 福音館書店 1998
福音館書店 1999
28 まがればまがりみち
井上洋介／さく
福音館書店 1999
29 飛行機の歴史
山本忠敬／著
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／作，メアリー・アゼアリアン／絵，千葉茂樹／訳 ＢＬ出版
30 雪の写真家ベントレー
1999

７～９歳にすすめる300冊 No.８

書名
やさいのおなか
うごいちゃだめ！
おねしょの名人
おもちゃ屋のクィロー
牛乳パックの実験
どうぶつはやくちあいうえお

著者

出版社 発行年
福音館書店 1984
1
きうちかつ／さく・え
エリカ・シルヴァマン／ぶん，S.D.シンドラー／え，せなあいこ／やく アスラン書房 1996
2
福音館書店 1996
3
山田真／著，柳生弦一郎／著
ジェームズ・サーバー／さく，上条由美子／やく，飯野和好／え 福音館書店 1996
4
さ・え・ら書房 1996
5
科学読物研究会／編，藤田ひおこ／絵
6
きしだえりこ／作，かたやまけん／絵
のら書店 1996
7 ベーロチカとタマーロチカのおはなし L・パンテレーエフ／さく，内田莉莎子／やく，浜田洋子／え 福音館書店 1996
ウルフ・スタルク／作，アンナ・ヘグルンド／絵，菱木晃子／訳 ほるぷ出版 1997
8 おねえちゃんは天使
ジョアンナ・ガルドン／再話，ポール・ガルドン／絵，代田昇／訳 ほるぷ出版 1997
9 しりっぽおばけ
10 なぞなぞライオン
佐々木マキ／作
理論社 1997
福音館書店 1997
11 野鳥記
平野伸明／著
福音館書店 1998
12 おじいさんならできる
フィービ・ギルマン／作・絵，芦田ルリ／訳
13 おばけの飼いかた育てかた
ジェラルド・ホークスリー／作・絵，渡辺順子／訳 文溪堂 1998
エルサ・ベスコフ／さく，菱木晃子／やく，ささめやゆき／え 福音館書店 1998
14 おもちゃ屋へいったトムテ
15 ともだちや
内田麟太郎／作，降矢なな／絵
偕成社 1998
東京子ども図書館 1998
16 なまくらトック（愛蔵版おはなしのろうそく２） 東京子ども図書館／編，大社玲子／絵
17 にんきもののねがい
森絵都／文，武田美穂／絵
童心社 1998
福音館書店 1998
18 ねこが見た話
たかどのほうこ／作，瓜南直子／絵
ジェフ・ブラウン／文，トミー・ウンゲラー／絵，さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 1998
19 ぺちゃんこスタンレー
20 みしのたくかにと
松岡享子／作，大社玲子／絵
こぐま社 1998
あかね書房 1998
21 みどりの船
クェンティン・ブレイク／作，千葉茂樹／訳
22 あくび
中川ひろたか／文，飯野和好／絵
文溪堂 1999
23 がたごとがたごと
内田麟太郎／文，西村繁男／絵
童心社 1999
あすなろ書房 1999
24 視覚ミステリーえほん
ウォルター・ウィック／作，林田康一／訳
大日本図書 1999
25 すえっこメリーメリー
ジョーン・ロビンソン／作・絵，松野正子／訳
福音館書店 1999
26 ねぎぼうずのあさたろう その1 飯野和好／作
エリナー・クライマー／文，ロバート・クァッケンブッシュ／絵，阿部公子／訳 こぐま社 1999
27 ねこのホレイショ
サラ・スチュワート／文，デイビッド・スモール／絵，福本友美子／訳 アスラン書房 1999
28 リディアのガーデニング
福音館書店 2000
29 おへそのひみつ
やぎゅうげんいちろう／さく
福音館書店 2000
30 かさぶたくん
やぎゅうげんいちろう／さく

７～９歳にすすめる300冊 No.９

書名
著者
出版社 発行年
1 へんてこもりにいこうよ
たかどのほうこ／作・絵
偕成社 1995
7 木の実とともだち：みつける・たべる・つくる 松岡達英／構成，下田智美／絵と文
偕成社 1996
童話館出版 1996
2 きれいずきティッチ
パット・ハッチンス／さく，星川菜津代／やく
3 サルビルサ
スズキコージ／作
架空社 1996
4 ダチョウのくびはなぜながい？：アフリカのむかしばなし ヴァーナ・アーダマ／文，マーシャ・ブラウン／絵，まつおかきょうこ／訳 冨山房 1996
5 バムとケロのさむいあさ
島田ゆか／作 絵
文渓堂 1996
あかね書房 1996
6 ピエロくん
クェンティン・ブレイク／作
H.A.レイ／え，マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく，ふくもとゆみこ／やく 偕成社
8 いぬおことわり！
1997
福音館書店 1997
9 きつねにょうぼう
長谷川摂子／再話，片山健／絵
10 ペニーさん
マリー・ホール・エッツ／作・絵，松岡享子／訳 徳間書店 1997
11 まねっこルビー
ペギー・ラスマン／作・絵，ひがしはるみ／訳
徳間書店 1997
12 あのときすきになったよ
薫くみこ／さく，飯野和好／え
教育画劇 1998
13 きつねのスケート
ゆもとかずみ／文，ほりかわりまこ／絵
徳間書店 1998
マーガレット・マーヒー／文，ヘレン・クレイグ／絵，たなかかおるこ／訳 徳間書店 1998
14 ジャムおじゃま
福音館書店 1998
15 とんだトロップ
小野かおる／文・絵
16 のにっき：野日記
近藤薫美子／著
アリス館 1998
17 ぼくにはしっぽがあったらしい なかがわちひろ／作・絵
理論社 1998
あかね書房 1998
18 ほんとにほんとにほしいもの ベラ B.ウィリアムズ／作絵，佐野洋子／訳
セーラー出版 1998
19 マンヒのいえ
クォン ユンドク／絵と文，みせけい／訳
福音館書店 1999
20 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま ヨンギョン／ぶん・え，かみやにじ／やく
ルース・エインズワース／作，荒このみ／訳，山内ふじ江／絵 福音館書店 1999
24 黒ねこのおきゃくさま
ビリケン出版 1999
21 さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高順也／ぶん，荒井良二／え
あすなろ書房 1999
22 スニッピーとスナッピー
ワンダ・ガアグ／ぶん え，さくまゆみこ／やく
福音館書店 1999
23 つきよのおんがくかい
山下洋輔／文，柚木沙弥郎／絵
25 森のサクランボつみ大会
二宮由紀子／作，あべ弘士／絵
文渓堂 1999
26 キングの最高の日
ウルフ・スタルク／作，遠藤美紀／訳，江川智穂／絵 偕成社 2000
27 くまって，いいにおい
ゆもとかずみ／文，ほりかわりまこ／絵
徳間書店 2000
イングリ・ドーレア／作，エドガー・ドーレア／作，いつじあけみ／訳 福音館書店 2000
28 トロールのばけものどり
29 のはらクラブのこどもたち
たかどのほうこ／作
理論社 2000
セーラー出版 2000
30 ピッツァぼうや
ウィリアム・スタイグ／作，木坂涼／訳

７～９歳にすすめる300冊 No.10

書名
著者
出版社 発行年
ロジャー・デュボアザン／え，ルイーズ・ファティオ／ぶん，むらおかはなこ／やく 福音館書店 1964
1 ごきげんならいおん
福音館書店 1973
2 ことばあそびうた
谷川俊太郎／詩，瀬川康男／絵
3 すてきな三にんぐみ
トミー=アンゲラー／さく，いまえよしとも／やく 偕成社 1977
童心社 1978
4 じごくのそうべえ：桂米朝・上方落語・地獄八景より 田島征彦／作
サンリード 1979
5 これはのみのぴこ
谷川俊太郎／作，和田誠／絵
福音館書店 1986
6 木の本
高森登志夫／え，萩原信介／ぶん
7 ことわざ絵本 Part2
五味太郎／著
岩崎書店 1987
福音館書店 1988
8 地面の下のいきもの
松岡達英／え，大野正男／ぶん
9 ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム／えとぶん，久山太市／やく 評論社 1988
福音館書店 1989
10 ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします 佐々木マキ／[著]
シャーロット・ハック／文，アニタ・ローベル／絵，松井るり子／訳 セーラー出版 1991
11 毛皮ひめ
クレヨンハウス 1997
12 くろずみ小太郎旅日記 その２ おろち退治の巻 飯野和好／[作]
13 時計つくりのジョニー
エドワード・アーディゾーニ／作，あべきみこ／訳 こぐま社 1998
福音館書店 1999
14 クマよ
星野道夫／文・写真
マーガレット・マーヒー／文，ヘレン・オクセンバリー／絵，こやまなおこ／訳 徳間書店 2000
15 うちのペットはドラゴン
大日本図書 2000
16 おおきいツリー ちいさいツリー ロバート・バリー／さく，光吉夏弥／やく
17 カッパのぬけがら
なかがわちひろ／作
理論社 2000
18 かようびのよる
デヴィッド・ウィーズナー／作・絵，当麻ゆか／訳 徳間書店 2000
アリスン・アトリー／さく，松野正子／やく，こみねゆら／え 福音館書店 2000
19 くつなおしの店
20 どうぶつニュースの時間
あべ弘士／作
理論社 2000
21 ハーモニカのめいじんレンティル ロバート・マックロスキー／ぶんとえ，まさきるりこ／やく 国土社 2000
22 ペチューニアごようじん
ロジャー・デュボワザン／作，まつおかきょうこ／訳 冨山房 2000
23 ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木マキ／作
絵本館 2000
24 おすのつぼにすんでいたおばあさん ルーマー・ゴッデン／文，なかがわちひろ／訳・絵 徳間書店 2001
リブリオ出版 2001
25 しまふくろうのみずうみ
手島圭三郎／絵・文
リブリオ出版 2001
26 はじめてのかり
吉田遠志／絵と文
27 モグラのもんだいモグラのもんく かこさとし／作
小峰書店 2001
28 ルラルさんのにわ
いとうひろし／作
ポプラ社 2001
29 マンホールからこんにちは
いとうひろし／さく
徳間書店 2002

