
平成17年度選定図書年報（第528回～538回）　平成17年5月～18年3月　（対象図書2,149点内　選定図書109点）

全対象リスト

対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 ISBN
名古屋市

図書館分類

幼年　小低　小中　小高　中学
あかちゃんてね 星川ひろ子・星川治雄/

著 小学館 ¥1,500
4-09-726041-3

え

幼年  小低
あそびましょ もりやまみやこ/さく ミヤハラヨウコ/え

草炎社 ¥1,200
4-88264-230-1

え

小低  小中
ウィリアムのこねこ ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･ﾌﾗｯｸ/ぶん・

え
まさきるりこ/やく

新風舎 ¥1,300
4-7974-6279-5

え

幼年  小低
うちのきんぎょ 谷口國博/文 村上康成/絵

世界文化社 ¥952
4-418-05716-1

え

幼年  小低
おーいみえるかい 五味太郎/作

教育画劇 ¥1,000
4-7746-0677-4

え

幼年  小低
おとうさん 中村徹/作 せべまさゆき/絵

佼成出版社 ¥1,300
4-333-02188-ｘ

え

小低  小中
からすのはてな？ からさわこういち/さく たにうちつねお/え

福音館書店 ¥1,000
4-8340-2144-0

え

小低  小中
じいじのさくら山 松成真理子/著

白泉社 ¥1,300
4-592-76105-7

え

小中  小高
せかいでいちばんつよい国 ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ﾏｯｷｰ/作 なかがわちひろ/

訳 光村教育図書 ¥1,500
4-89572-644-4

え

幼年  小低
それは ひ・み・つ ｴﾘｯｸ･ﾊﾞﾄｩｰ/作 石津ちひろ/訳

講談社 ¥1,500
4-06-262606-3

え

小高  中学
鯛 桂三枝/文 黒田征太郎/絵

アートン ¥1,500
4-86193017-0

え

幼年
だっこ　だっこ　ねぇだっこ 長新太/さく

ポプラ社 ¥850
4-591-08585-6

え

幼年  小低
どうぶつにふくをきせてはいけません ジュディ・バレット/文 ロン・バレット/画 ふしみみさを/訳

朔北社 ¥1,200
4-86085-029-7

え

幼年  小低
ともだちのたまご さえぐさひろこ/文 石井勉/絵

童心社 ¥1,300
4-494-00745-5

え

小低  小中　小高
どんなかんじかなあ 中山千夏/ぶん 和田誠/え

自由国民社 ¥1,500
4-426-87506-4

え

幼年  小低
ねずみくんとかくれんぼ なかえよしを/作 上野紀子/絵

ポプラ社 ¥1,000
4-591-08797-2

え

小中  小高
のら犬 新美南吉/作 鶴田陽子/絵

大日本図書 ¥1,700
4-477-01840-1

え

小低  小中
ぼくのかわいくないいもうと 浜田桂子/作

ポプラ社 ¥1,200
4-591-08807-3

え
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幼年  小低
ぼくんちカレーライス つちだのぶこ/作

佼成出版社 ¥1,300
4-333-02155-3

え

幼年  小低
ぽんぽん 内田麟太郎/作 畑中純/絵

鈴木出版 ¥1,000
4-7902-5133-0

え

小中  小高　中学
魔術師アブドゥル・ガサツィの庭園 C.V.ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ/絵と

文
村上春樹/訳

あすなろ書房 ¥1,500
4-7515-2280-9

え

幼年  小低
まてまてー! 宮西達也/作・絵

金の星社 ¥1,100
4-323-03216-1

え

幼年
まてまてまて こばやしえみこ/案 ましませつこ/絵

こぐま社 ¥900
4-7721-0179-9

え

小低  小中
やさいのせなか きうちかつ/さく・え

福音館書店 ¥1,000
4-8340-2109-2

え

幼年  小低
ゆうひのしずく あまんきみこ/文 しのとおすみこ/え

小峰書店 ¥1,300
4-338-18015-3

え

幼年
ゆめのきかんしゃおいかけろ ﾄｼ･ﾏｻﾋﾛ/さく・え

PHP研究所 ¥1,200
4-569-68547-1

え

小低  小中
4こうねんのぼく ひぐちともこ/さく・え

草炎社 ¥1,200
4-88264-232-8

え

中学
考える読書　第50回中学・高校・勤労
青少年の部

全国学校図書館協議会
/編 毎日新聞社 ¥3,000

4-620-52046-2
019

小高
考える読書　第50回小学校高学年の
部

全国学校図書館協議会
/編 毎日新聞社 ¥1,800

4-620-52045-4
019

小中
考える読書　第50回小学校中学年の
部

全国学校図書館協議会
/編 毎日新聞社 ¥1,800

4-620-52044-6
019

小低
考える読書　第50回小学校低学年の
部

全国学校図書館協議会
/編 毎日新聞社 ¥1,800

4-620-52043-8
019

小中  小高　中学
朝日ジュニア百科年鑑 2005

朝日新聞社 ¥2,700
4-02-220806-6

059

中学
１０代のうちに考えておくこと 香山リカ/著

岩波書店 ¥740
4-00-500505-5

159

小高  中学
ちょっとお金持ちになってみたい人、
全員集合！

斎藤孝/著
PHP研究所 ¥952

4-569-64150-4
160

小高  中学
イチロー　果てしなき夢 義田貴士/著

学習研究社 ¥1,100
4-05-202314-5

289

小高  中学
戦争が終わっても 高橋邦典/写真・文

ポプラ社 ¥1,300
4-591-08778-6

302

小高  中学
国境なき医師団とは 国境なき医師団日本/

監修　早乙女勝元+山
本耕 編 梅津ちお

大月書店 ¥1,800
4-272-40551-9

329

小中
「いや！」というよ！ 嶋﨑政男/監修 すみもとななみ/絵

あかね書房 ¥1,400
4-251-07093-7

367

小中
ぜったいについていかないよ！ 嶋﨑政男/監修 すみもとななみ/絵

あかね書房 ¥1,400
4-251-04091-0

368
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小中  小高
災害･状況別　防災絵事典 山村武彦/監修

PHP研究所 ¥2,800
4-569-68562-5

369

小中
ひとりでがまんしないよ！ 嶋﨑政男/監修 すみもとななみ/絵

あかね書房 ¥1,400
4-251-04092-9

371

中学
世にも美しい数学入門 藤原正彦/小川洋子/著

筑摩書房 ¥760
4-480-68711-4

410

小低  小中
もってみよう 松橋利光/写真と文

小学館 ¥1,200
4-09-727771-5

480

小中  小高
クモ 今森光彦/文・写真

アリス館 ¥1,400
4-7520-0303-1

485

小低  小中
虫たちのふしぎ 新開孝/写真・文

福音館書店 ¥1,600
4-8340-2090-8

486

小低  小中

むしのうんこ 伊丹市昆虫館/編　角
正美雪/こうせい・ぶん 柏書房 ¥1,400

4-7601-2677-5
486

小中  小高
日本食の大研究 ＰＨＰ研究所/編

ＰＨＰ研究所 ¥2,800
4-569-68580-3

596

小中  小高　中学
絵くんとことばくん 天野祐吉/作 大槻あかね/絵

福音館書店 ¥1,300
4-8340-2136-ｘ

727

幼年  小低　小中
はっぱ 水野政雄/作

小学館 ¥1,400
4-09-727821-5

786

中学
短編小説を読もう 阿刀田高/著

岩波書店 ¥780
4-00-500524-1

902

小高  中学
世界のなぞかけ昔話 ③ やっとわかっ
たぞ!

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼｬﾉﾝ/文 ﾋﾟｰﾀｰ･ｼｽ/絵 福本友美子/訳
晶文社 ¥1,500

4-7949-2657-ｘ
908

小高  中学
世界のなぞかけ昔話　①　どうしてか
わかる?　②あたまをひねろう!

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼｬﾉﾝ/文 ﾋﾟｰﾀｰ･ｼｽ/絵 福本友美子/訳
晶文社 ¥1,500

4-7949-2655-3
908

小高  中学
世界のなぞかけ昔話　②　あたまをひ
ねろう!

ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼｬﾉﾝ/文 ﾋﾟｰﾀｰ･ｼｽ/絵 福本友美子/訳
晶文社 ¥1,500

4-7949-2656-1
908

中学
いまぼくに　谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎/著　水内

喜久雄/選・著 理論社 ¥1,400
4-652-03847-ｘ

911

小高  中学
こんなにたしかに　まど・みちお詩集 まどみちお/著　水内喜

久雄/選・著 理論社 ¥1,400
4-652-03848-8

911

小高  中学
たいせつな一日　岸田衿子詩集 岸田衿子/著　水内喜

久雄/選・著 理論社 ¥1,400
4-652-03849-6

911

小中
あ・い・つ 中川なをみ/作 舟橋全ニ/絵

新日本出版社 ¥1,400
4-406-03242-8

913

小高
うそつき大ちゃん 阿部夏丸/著 村上豊/装画・挿絵

ポプラ社 ¥1,300
4-591-08720-4

913

中学
ウラナリ、北へ 板橋雅弘/著 玉越博幸/画

講談社 ¥950
4-06-269360-7

913

3/6



対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 ISBN
名古屋市

図書館分類

小低
おかあさんにおみやげ つちだよしはる/作絵

あかね書房 ¥900
4-251-04026-0

913

中学
かはたれ 朽木祥/作 山内ふじ江/画

福音館書店 ¥1,500
4-8340-2148-3

913

中学
ぎぶそん 伊藤たかみ/著

ポプラ社 ¥1,300
4-591-08663-1

913

小高
きりんゆらゆら 吉田道子/作 大高郁子/画

くもん出版 ¥1,100
4-7743-1089-1

913

小低
くまざわくんのたからもの きたやまようこ/作

あかね書房 ¥1,100
4-251-00794-8

913

小高  中学
砂漠の国からフォフォー 中川なをみ/作 舟橋全二/画

くもん出版 ¥1,400
4-7743-0881-1

913

中学
ジョナさん 片川優子/著

講談社 ¥1,300
4-06-213076-9

913

小中
スミレさんの白い馬 依田逸夫/作 末崎茂樹/絵

ひくまの出版 ¥1,300
4-89317-333-2

913

小高  中学
蒼路の旅人 上橋菜穂子/作 佐竹美保/絵

偕成社 ¥1,500
4-03-540310-5

913

小中  小高
つるばら村のはちみつ屋さん 茂市久美子/作 柿田ゆかり/絵

講談社 ¥1,400
4-06-195704-ｘ

913

小低
ともだちいっぱい 工藤直子/作 長新太/絵

文渓堂 ¥1,500
4-89423-428-9

913

小低  小中
七つのぽけっと あまんきみこ/さく 佐野洋子/え

理論社 ¥1,200
4-652-03110-6

913

小高
菜の子先生は大いそがし！ 富安陽子/作 YUJI/画

福音館書店 ¥1,400
4-8340-2043-6

913

中学
なまくら 吉橋通夫/著

講談社 ¥950
4-06-269354-2

913

小高  中学
走れ、セナ！ 香坂直/著

講談社 ¥1,300
4-06-213142-0

913

小高  中学
八月のすきまに 辛島萌/作 狩野ふきこ/絵

新日本出版社 ¥1,500
4-406-03202-9

913

中学
ハチミツドロップス 草野たき/著

講談社 ¥1,300
4-06-212999-ｘ

913

小低
ビーズのてんとうむし 最上一平/作 山本祐司/絵

童心社 ¥1,000
4-494-00557-6

913

中学
風神秘抄 荻原規子/作

徳間書店 ¥2,500
4-19-862016-4

913

小中
ベッシーによろしく 花形みつる/作 山西ゲンイチ/絵

学習研究社 ¥1,200
4-05-202471-0

913

中学
勉強ができなくても恥ずかしくない　1・
2・3

橋本治/著
筑摩書房 ¥680

4-480-68706-8
913
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中学
勉強ができなくても恥ずかしくない　2 橋本治/著

筑摩書房 ¥680
4-480-68707-6

913

中学
勉強ができなくても恥ずかしくない　3 橋本治/著

筑摩書房 ¥680
4-480-68708-4*

913

小低
ペンギンたくはいびん 斉藤洋/作 高畠純/絵

講談社 ¥1,200
4-06-198160-9

913

中学
目玉の学校 赤瀬川原平/著

筑摩書房 ¥700
4-480-68723-8

914

小高  中学
いしぶみ 広島テレビ放送/編

ポプラ社 ¥1,200
4-591-08732-8

916

小高  中学
悲しい下駄 ｸｫﾝｼﾞｮﾝｾﾝ/作 高田勲/画 ﾋﾟｮﾝｷｼﾞｬ/訳

岩崎書店 ¥1,500
4-265-82002-6

929

中学
心の国境 デボラ・オメル/著 ヨナ・マフ/挿絵 母袋夏生/訳

日本図書ｾﾝﾀｰ ¥2,200
4-8205-9846-5

929

小高  中学
シュクラーン　ぼくの友だち ドリット・オルガッド/作 樋口範子/訳

鈴木出版 ¥1,500
4-7902-3162-3

929

中学
あの空の下で ﾌﾗﾝｼｽｺ･ﾋﾒﾈｽ/作 千葉茂樹/訳

小峰書店 ¥1,600
4-338-14414-9

933

小高
嵐の中のシリウス Ｊ．Ｈ．ハーロウ/作 津尾美智子/絵 長滝谷富貴子/

訳 文研出版 ¥1,300
4-580-81508-4

933

小高  中学
おりの中の秘密 ｼﾞｰﾝ･ｳｨﾘｽ/著 千葉茂樹/訳

あすなろ書房 ¥1,200
4-7515-2196-9

933

小高  中学
おわりから始まる物語 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｷｯﾄﾞ/作 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾍﾞｲﾘｰ/絵 松居ｽｰｻﾞﾝ/訳

ポプラ社 ¥1,300
4-591-08950-9

933

小中
金魚はあわのおふろに入らない!? ﾄﾘｰﾅ･ｳｨｰﾌﾞ/作 しまだしほ/絵 宮坂宏美/訳

ポプラ社 ¥1,000
4-591-08722-0

933

小高
こんにちはアグネス先生 Ｋ．ヒル/作 朝倉めぐみ/絵 宮木陽子/訳

あかね書房 ¥1,300
4-251-04191-7

933

中学
少年は戦場へ旅立った ｹﾞｲﾘｰ･ﾎﾟｰﾙｾﾝ/著 林田康一/訳

あすなろ書房 ¥1,200
4-7515-2197-7

933

小高  中学
戦争孤児ロンくんの涙 アンドレア＝ウォーレン

/著
もりうちすみこ/
訳 汐文社 ¥1,300

4-8113-8079-7
933

小高  中学
ピアノ調律師 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン/

作・絵
末盛千枝子/訳

すえもりﾌﾞｯｸｽ ¥1,800
4-915777-36-7

933

中学
ヴィッキー・エンジェル ｼﾞｬｸﾘｰﾝ･ｳｨﾙｿﾝ/作 ﾆｯｸ･ｼｬﾗｯﾄ/画 尾高薫/訳

理論社 ¥1,200
4-652-07751-3

933

中学
星の歌を聞きながら ﾃｨﾑ･ﾎﾞｳﾗｰ/著 伊勢英子/絵 入江真佐子/訳

早川書房 ¥1,900
4-15-250030-1

933

小中
真夜中のまほう フィリス・アークル/文 エクルズ・ウィリア

ムズ/絵
飯田佳奈絵/訳

ＢＬ出版 ¥1,300
4-7764-0163-0

933

中学
メープルヒルの奇跡 ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ･ｿﾚﾝｾﾝ/著 山内絵里香/訳

ほるぷ出版 ¥1,300
4-593-53385-6

933
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小高  中学
ユーウツなつうしんぼ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ｸﾚﾒﾝﾂ/作 田中奈津子/訳

講談社 ¥1,100
4-06-212837-3

933

小中  小高
ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー/作 アラン・ティーグリー

ン/絵
松岡享子/訳

学習研究社 ¥1,200
4-05-201406-5

933

中学
レディ・パイレーツ セリア・リーズ/著 亀井よし子/訳

理論社 ¥1,900
4-652-07754-8

933

小中  小高
ワンホットペンギン J.ﾘｯｸｽ/作 むかいながまさ/絵 若林千鶴/訳

文研出版 ¥1,200
4-580-81543-2

933

小中  小高
友だちになろうよ、バウマンおじさん ﾋﾟｰﾄ･ｽﾐｽ/作 ﾌｪﾙﾄﾊｳｽ/絵 佐々木田鶴子/

訳 あかね書房 ¥1,300
4-251-04152-6

943

小高  中学
はばたけ！ザーラ ｺﾘｰﾈ･ﾅﾗﾆｨ/作 ﾄﾑ･ｽｺｰﾝｵｰﾍ/絵 野坂悦子/訳

鈴木出版 ¥1,400
4-7902-3152-6

949

中学
ジュリエッタ荘の幽霊 ﾍﾞｱﾄﾘｰﾁｪ･ｿﾘﾅｽ･ﾄﾞﾝｷﾞ

/作
ｴﾏﾇｴｰﾗ･ﾌﾞｯｿﾗｰﾃｨ
/絵

長野徹/訳
小峰書店 ¥1,500

4-338-17422-6
973

小低
ぼくだってできるさ！ ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ･ﾍﾟﾁｼｶ/さく ﾍﾚﾅ･ｽﾞﾏﾄﾘｰｺﾊﾞｰ/

え
むらかみけんた/
やく 冨山房ｲﾝﾀｰﾅｼ ¥1,500

4-902385-17-1
989
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