
全対象　分類別リスト

ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

1 幼年  小低
あかちゃんがうまれたらなるなるなん
になる？

スギヤマカナヨ／作 ポプラ社
¥1,100 978-4-591-10898-7 え

2 幼年 小低 小中
オオカミのおうさま きむらゆういち／ぶん 田島征三／え 偕成社

¥1,400 978-4-03-331640-6 え

3 小低  小中
おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作 さくまゆみこ／訳 あすなろ書房

¥1,500 978-4-7515-2521-0 え

4 幼年  小低
おなかのすいたばったのトト 得田之久／さく 福音館書店

¥800 978-4-8340-2402-9 え

5 小低  小中
おばあちゃんのえほうまき 野村たかあき／作・絵 佼成出版社

¥1,300 978-4-333-02419-3 え

6 幼年  小低　小中

かけるかな？むしムシ昆虫 しもだともみ／［作］ ＰＨＰ研究所
¥1,200 978-4-569-68957-9 え

7 小低  小中
皇帝にもらった花のたね デミ／作・絵 武本佳奈絵／訳 徳間書店

¥1,500 978-4-19-862727-0 え

8 幼年  小低　小中

ことり まどみちお／詩 南塚直子／絵 小峰書店
¥1,600 978-4-338-13504-7 え

9 幼年  小低　小中

しろくまちゃんのほっとけーき（てんじ
つきさわるえほん）

森比左志／著，わだよしおみ
／著，若山憲／著

こぐま社
¥1,200 978-4-7721-0195-0 え

10 幼年  小低
そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ／さく 小学館

¥838 978-4-09-726192-6 え

11 小低  小中
たべることはつながること パトリシア　ローバー／さく ホリー　ケラー／

え
ほそやあおい／や
く，くらたたかし／
やく

福音館書店
¥1,300 978-4-8340-2363-3 え

12 幼年  小低
チョコレートがおいしいわけ はんだのどか／作 アリス館

¥1,500 978-4-7520-0465-3 え

13 幼年  小低
とってもとってもあいたいの！ シムズ・タバック／作 木坂涼／訳 フレーベル館

¥1,300 978-4-577-03688-4 え
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14 幼年  小低
ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ／文 バーバラ・マクリ

ントック／絵
福本友美子／訳 ほるぷ出版

¥1,600 978-4-593-50507-4 え

15 幼年  小低
なみ スージー・リー／作 講談社

¥1,400 978-4-06-283035-5 え

16 幼年  小低
なんのぎょうれつ？ オームラトモコ／作 ポプラ社

¥1,100 978-4-591-11079-9 え

17 幼年  小低
ひみつだから！ ジョン・バーニンガム／ぶん・

え
福本友美子／やく 岩崎書店

¥1,600 978-4-265-06822-7 え

18 幼年 小低 小中
ひみつのカレーライス 井上荒野／作 田中清代／絵 アリス館

¥1,400 978-4-7520-0444-8 え

19 小中  小高
ピンクがすきってきめないで ナタリー・オンス／文 イリヤ・グリーン

／絵
ときありえ／訳 講談社

¥1,600 978-4-06-283041-6 え

20 幼年  小低
ふくろのなかにはなにがある？ ポール・ガルドン／再話・絵 こだまともこ／訳 ほるぷ出版

¥1,400 978-4-593-50509-8 え

21 幼年  小低
ふゆのようせいジャック・フロスト カズノ・コハラ／作 石津ちひろ／訳 光村教育図書

¥1,400 978-4-89572-802-7 え

22 幼年  小低　小中

ぼくだけのおにいちゃん 福田岩緒／［作］ 文研出版
¥1,300 978-4-580-82082-1 え

23 幼年  小低
ホットケーキできあがり！ エリック・カール／作 アーサー・ビナード

／訳
偕成社

¥1,400 978-4-03-348180-7 え

24 幼年  小低
ホーホー！きれいだな ティム・ホプグッド／作・絵 たがきょうこ／訳 徳間書店

¥1,400 978-4-19-862879-6 え

25 幼年  小低
まくらのせんにん　そこのあなたの巻 かがくいひろし／著 佼成出版社

¥1,300 978-4-333-02409-4 え

26 幼年  小低　小中

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし／作 ＢＬ出版
¥1,500 978-4-7764-0363-0 え

27 幼年  小低　小中

むかしむかしとらとねこは… 大島英太郎／文・絵 福音館書店
¥1,300 978-4-8340-2440-1 え

28 幼年  小低
ようちえんにいきたいな アンバー・スチュアート／文 レイン・マーロウ

／絵
ささやまゆうこ／訳 徳間書店

¥1,500 978-4-19-862897-0 え

29 小中  小高
わたしの病院、犬がくるの 大塚敦子／写真・文，細谷亮

太／監修
岩崎書店

¥1,800 978-4-265-00631-1 え
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30 小中  小高
雪の結晶ノート マーク・カッシーノ／作，ジョ

ン・ネルソン／作
千葉茂樹／訳 あすなろ書房

¥1,200 978-4-7515-2530-2 451

31 小中
昭和のくらしがわかる事典 早川典子／監修，造事務所

／編集・構成
ＰＨＰ研究所

¥2,800 978-4-569-78026-9 210

32 小高  中学
ふつうの子にできるすごいこと ガース・サンデム／編著 颯田あきら／訳

和田穹男／監訳
めるくまーる

¥1,430 978-4-8397-0138-3 280

33 小高
ダーウィン アリス・Ｂ．マクギンティ／文 メアリー・アゼアリ

アン／絵
千葉茂樹／訳 ＢＬ出版

¥1,600 978-4-7764-0369-2 289

34 小高  中学
道は必ずどこかに続く 日野原重明／著 講談社

¥1,000 978-4-06-215350-8 289

35 小高  中学
リンカーン大統領のせいじつなことば ドリーン・ラパポート／文 カディア・ネルソ

ン／絵
もりうちすみこ／訳 国土社

¥1,500 978-4-337-06245-0 289

36 小高  中学
サンカクノニホン 伊勢華子／写真・文 ポプラ社

¥1,300 978-4-591-10749-2 291

37 小高  中学
席を立たなかったクローデット フィリップ・フース／作 渋谷弘子／訳 汐文社

¥1,400 978-4-8113-8680-5 316

38 小中  小高
地雷のない世界へ 大塚敦子／写真・文 講談社

¥1,600 978-4-06-215603-5 319

39 小中  小高
しごとば 鈴木のりたけ／作 ブロンズ新社

¥1,700 978-4-89309-461-2 366

40 中学
部活魂！ 岩波書店編集部／編 岩波書店

¥740 978-4-00-500633-5 375

41 小低
なぜ？どうして？かがくのお話　１年
生

大山光晴／総合監修，渡辺
利江／文，入沢宣幸／文，
甲斐望／文

学研教育出版
¥800 978-4-05-203145-8 404

42 小中  小高
月の大研究 県秀彦／監修 ＰＨＰ研究所

¥2,800 978-4-569-68975-3 446

43 小中  小高　中学

海は生きている 富山和子／著 講談社
¥1,400 978-4-06-215795-7 452

44 小中  小高
こちら「１１０番動物園」 今関信子／文 関口シュン／絵 佼成出版社

¥1,500 978-4-333-02377-6 480

45 小低  小中
ホネホネどうぶつえん 西沢真樹子／監修・解説，松

田素子／ぶん
大西成明／しゃし
ん

アリス館
¥1,500 978-4-7520-0450-9 481
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46 小高
赤とんぼ 新井裕／文・写真 農山漁村文化

協会 ¥2,500 978-4-540-08232-0 486

47 小中  小高
ブ～ン！ 養老孟司／日本語版監修 仲瀬葉子／訳 フレーベル館

¥2,381 978-4-577-03676-1 486

48 小高  中学
身近な鳥の図鑑 平野伸明／著 ポプラ社

¥1,600 978-4-591-10767-6 488

49 小低  小中
かばががばー ひさかたチャイ

ルド ¥1,200 978-4-89325-057-5 489

50 小低  小中
葉っぱの工作図鑑 岩藤しおい／著 いかだ社

¥1,500 978-4-87051-262-7 750

51 小高
ああ保戸島国民学校 小林しげる／作 狩野富貴子／絵 文研出版

¥1,300 978-4-580-82064-7 913

52 小高  中学
あいたい 光丘真理／作 武田綾子／絵 文研出版

¥1,300 978-4-580-82065-4 913

53 中学
命をつなぐ２５０キロメートル 今関信子／作 おぼまこと／絵 童心社

¥1,500 978-4-494-01099-8 913

54 小低  小中
うそつきにかんぱい！ 宮川ひろ／作 小泉るみ子／絵 童心社

¥1,100 978-4-494-01943-4 913

55 小高  中学
風の靴 朽木祥／作 服部華奈子／挿

絵
講談社

¥1,600 978-4-06-214994-5 913

56 小低
カタカナダイボウケン 宮下すずか／さく みやざきひろか

ず／え
偕成社

¥1,200 978-4-03-313570-0 913

57 小高  中学
ガール！ガール！ガールズ！ 宮下恵茉／著 ポプラ社

¥1,300 978-4-591-10988-5 913

58 小高
時間割のむこうがわ 小浜ユリ／作 杉田比呂美／絵 ポプラ社

¥1,200 978-4-591-11276-2 913

59 小低  小中
しまうまのしごとさがし トビイルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所

¥1,100 978-4-569-78012-2 913

60 小高
太平のカメ日記 別司芳子／作 岡本順／絵 文研出版

¥1,300 978-4-580-82068-5 913

61 中学
たまごを持つように まはら三桃／著 講談社

¥1,400 978-4-06-215321-8 913
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62 小高
チームひとり 吉野万理子／作 宮尾和孝／絵 学研教育出版

¥1,300 978-4-05-203201-1 913

63 小中
とびらをあければ魔法の時間 朽木祥／作 高橋和枝／絵 ポプラ社

¥1,000 978-4-591-11041-6 913

64 小低  小中
はなこ八月七日にひろったこねこ なりゆきわかこ／作 垂石真子／絵 ポプラ社

¥900 978-4-591-10832-1 913

65 小中  小高
パパとミッポと海の１号室 田部智子／作 小倉正巳／絵 岩崎書店

¥1,300 978-4-265-05774-0 913

66 小低
ポロポロゆうびん 竹下文子／作 こばようこ／絵 あかね書房

¥1,100 978-4-251-07704-2 913

67 小低
むねとんとん さえぐさひろこ／作 松成真理子／絵 小峰書店

¥1,100 978-4-338-19218-7 913

68 小中
ゴハおじさんのゆかいなお話 デニス・ジョンソン‐デイ

ヴィーズ／再話
ハグ‐ハムディ・
モハンメッド・ファ
トゥーフほか／絵

千葉茂樹／訳 徳間書店
¥1,700 978-4-19-862898-7 929

69 中学
靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー／著 灰島かり／訳 小学館

¥1,500 978-4-09-290513-9 933

70 小高  中学
グリーンフィンガー ポール・メイ／作 シャーン・ベイ

リー／絵
横山和江／訳 さ・え・ら書房

¥1,700 978-4-378-01479-1 933

71 小高  中学
ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン／作 沢田としき／画 千葉茂樹／訳 ポプラ社

¥1,400 978-4-591-10985-4 933

72 小高
シャーロック・ホームズには負けない ピート・ジョンソン／作 津尾美智子／絵 岡本浜江／訳 文研出版

¥1,400 978-4-580-82067-8 933

73 中学
シュガー＆スパイス ジーン・ユーア／作 小林郁／絵 渋谷弘子／訳 フレーベル館

¥1,400 978-4-577-03675-4 933

74 小中  小高
たいせつな友だち モイヤ・シモンズ／作 後藤貴志／画 中井はるの／訳 くもん出版

¥1,300 978-4-7743-1653-6 933

75 小中  小高
楽しいスケート遠足 ヒルダ・ファン・ストックム／

作絵
ふなとよし子／訳 福音館書店

¥1,300 978-4-8340-2447-0 933

76 中学
マルベリーボーイズ ドナ・ジョー・ナポリ／作 相山夏奏／訳 偕成社

¥1,600 978-4-03-726770-4 933

77 小高
リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス／作 ジェイミー・ホーガ

ン／絵
永瀬比奈／訳 鈴木出版

¥1,400 978-4-7902-3224-7 933
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78 中学
ロジーナのあした カレン・クシュマン／作 野沢佳織／訳 徳間書店

¥1,400 978-4-19-862726-3 933

79 小低
しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー／作 ゲルハルト・ラー

ル／絵
たかはしふみこ／
訳

徳間書店
¥1,500 978-4-19-862857-4 943

80 小高
日曜日島のパパ ペッテル・リードベック／作 杉田比呂美／絵 菱木晃子／訳 岩波書店

¥1,600 978-4-00-115627-0 949

81 中学
みんながそろう日 ヨーケ・ファン・レーウェン／

作，マリカ・ブライン／作
野坂悦子／訳 鈴木出版

¥1,600 978-4-7902-3225-4 949

82 小低  小中
赤いぼうしのタルレーナ エリナ・カルヤライネン／作 クリステル・レン

ス／絵
稲垣美晴／訳 学研教育出版

¥1,300 978-4-05-203104-5 993

83 小低  小中
でておいで森のようせい エリナ・カルヤライネン／作 クリステル・レン

ス／絵
稲垣美晴／訳 学研教育出版

¥1,300 978-4-05-203105-2 993



幼年向きリスト
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1 幼年  小低
あかちゃんがうまれたらなるなるなん
になる？

スギヤマカナヨ／作 ポプラ社
¥1,100 978-4-591-10898-7 え

2 幼年  小低
おなかのすいたばったのトト 得田之久／さく 福音館書店

¥800 978-4-8340-2402-9 え

3 幼年  小低
そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ／さく 小学館

¥838 978-4-09-726192-6 え

4 幼年  小低
チョコレートがおいしいわけ はんだのどか／作 アリス館

¥1,500 978-4-7520-0465-3 え

5 幼年  小低
とってもとってもあいたいの！ シムズ・タバック／作 木坂涼／訳 フレーベル館

¥1,300 978-4-577-03688-4 え

6 幼年  小低
ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ／文 バーバラ・マクリ

ントック／絵
福本友美子／訳 ほるぷ出版

¥1,600 978-4-593-50507-4 え

7 幼年  小低
なみ スージー・リー／作 講談社

¥1,400 978-4-06-283035-5 え

8 幼年  小低
なんのぎょうれつ？ オームラトモコ／作 ポプラ社

¥1,100 978-4-591-11079-9 え

9 幼年  小低
ひみつだから！ ジョン・バーニンガム／ぶん・

え
福本友美子／やく 岩崎書店

¥1,600 978-4-265-06822-7 え

10 幼年  小低
ふくろのなかにはなにがある？ ポール・ガルドン／再話・絵 こだまともこ／訳 ほるぷ出版

¥1,400 978-4-593-50509-8 え

11 幼年  小低
ふゆのようせいジャック・フロスト カズノ・コハラ／作 石津ちひろ／訳 光村教育図書

¥1,400 978-4-89572-802-7 え

12 幼年  小低
ホットケーキできあがり！ エリック・カール／作 アーサー・ビナード

／訳
偕成社

¥1,400 978-4-03-348180-7 え

13 幼年  小低
ホーホー！きれいだな ティム・ホプグッド／作・絵 たがきょうこ／訳 徳間書店

¥1,400 978-4-19-862879-6 え

14 幼年  小低
まくらのせんにん　そこのあなたの巻 かがくいひろし／著 佼成出版社

¥1,300 978-4-333-02409-4 え

15 幼年  小低
ようちえんにいきたいな アンバー・スチュアート／文 レイン・マーロウ

／絵
ささやまゆうこ／訳 徳間書店

¥1,500 978-4-19-862897-0 え



ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

16 幼年 小低 小中
オオカミのおうさま きむらゆういち／ぶん 田島征三／え 偕成社

¥1,400 978-4-03-331640-6 え

17 幼年  小低　小中

かけるかな？むしムシ昆虫 しもだともみ／［作］ ＰＨＰ研究所
¥1,200 978-4-569-68957-9 え

18 幼年  小低　小中

ことり まどみちお／詩 南塚直子／絵 小峰書店
¥1,600 978-4-338-13504-7 え

19 幼年  小低　小中

しろくまちゃんのほっとけーき（てんじ
つきさわるえほん）

森比左志／著，わだよしおみ
／著，若山憲／著

こぐま社
¥1,200 978-4-7721-0195-0 え

20 幼年 小低 小中
ひみつのカレーライス 井上荒野／作 田中清代／絵 アリス館

¥1,400 978-4-7520-0444-8 え

21 幼年  小低　小中

ぼくだけのおにいちゃん 福田岩緒／［作］ 文研出版
¥1,300 978-4-580-82082-1 え

22 幼年  小低　小中

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし／作 ＢＬ出版
¥1,500 978-4-7764-0363-0 え

23 幼年  小低　小中

むかしむかしとらとねこは… 大島英太郎／文・絵 福音館書店
¥1,300 978-4-8340-2440-1 え



小学生向きリスト

ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

1 小低
カタカナダイボウケン 宮下すずか／さく みやざきひろか

ず／え
偕成社

¥1,200 978-4-03-313570-0 913

2 小低
しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー／作 ゲルハルト・ラー

ル／絵
たかはしふみこ／

訳

徳間書店
¥1,500 978-4-19-862857-4 943

3 小低
なぜ？どうして？かがくのお話　１年
生

大山光晴／総合監修，渡辺
利江／文，入沢宣幸／文，
甲斐望／文

学研教育出版
¥800 978-4-05-203145-8 404

4 小低
ポロポロゆうびん 竹下文子／作 こばようこ／絵 あかね書房

¥1,100 978-4-251-07704-2 913

5 小低
むねとんとん さえぐさひろこ／作 松成真理子／絵 小峰書店

¥1,100 978-4-338-19218-7 913

6 幼年  小低
あかちゃんがうまれたらなるなるなん
になる？

スギヤマカナヨ／作 ポプラ社
¥1,100 978-4-591-10898-7 え

7 幼年  小低
おなかのすいたばったのトト 得田之久／さく 福音館書店

¥800 978-4-8340-2402-9 え

8 幼年  小低
そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ／さく 小学館

¥838 978-4-09-726192-6 え

9 幼年  小低
チョコレートがおいしいわけ はんだのどか／作 アリス館

¥1,500 978-4-7520-0465-3 え

10 幼年  小低
とってもとってもあいたいの！ シムズ・タバック／作

木坂涼／訳
フレーベル館

¥1,300 978-4-577-03688-4 え

11 幼年  小低
ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ／文 バーバラ・マクリ

ントック／絵 福本友美子／訳
ほるぷ出版

¥1,600 978-4-593-50507-4 え

12 幼年  小低
なみ スージー・リー／作 講談社

¥1,400 978-4-06-283035-5 え

13 幼年  小低
なんのぎょうれつ？ オームラトモコ／作 ポプラ社

¥1,100 978-4-591-11079-9 え

14 幼年  小低
ひみつだから！ ジョン・バーニンガム／ぶん・

え 福本友美子／やく
岩崎書店

¥1,600 978-4-265-06822-7 え

15 幼年  小低
ふくろのなかにはなにがある？ ポール・ガルドン／再話・絵

こだまともこ／訳
ほるぷ出版

¥1,400 978-4-593-50509-8 え



ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

16 幼年  小低
ふゆのようせいジャック・フロスト カズノ・コハラ／作

石津ちひろ／訳
光村教育図書

¥1,400 978-4-89572-802-7 え

17 幼年  小低
ホットケーキできあがり！ エリック・カール／作

アーサー・ビナード
／訳

偕成社
¥1,400 978-4-03-348180-7 え

18 幼年  小低
ホーホー！きれいだな ティム・ホプグッド／作・絵

たがきょうこ／訳
徳間書店

¥1,400 978-4-19-862879-6 え

19 幼年  小低
まくらのせんにん　そこのあなたの巻 かがくいひろし／著 佼成出版社

¥1,300 978-4-333-02409-4 え

20 幼年  小低
ようちえんにいきたいな アンバー・スチュアート／文 レイン・マーロウ

／絵 ささやまゆうこ／訳
徳間書店

¥1,500 978-4-19-862897-0 え

21 幼年 小低 小中
オオカミのおうさま きむらゆういち／ぶん 田島征三／え 偕成社

¥1,400 978-4-03-331640-6 え

22 幼年  小低　小中

かけるかな？むしムシ昆虫 しもだともみ／［作］ ＰＨＰ研究所
¥1,200 978-4-569-68957-9 え

23 幼年  小低　小中

ことり まどみちお／詩 南塚直子／絵 小峰書店
¥1,600 978-4-338-13504-7 え

24 幼年  小低　小中

しろくまちゃんのほっとけーき（てんじ
つきさわるえほん）

森比左志／著，わだよしおみ
／著，若山憲／著

こぐま社
¥1,200 978-4-7721-0195-0 え

25 幼年 小低 小中
ひみつのカレーライス 井上荒野／作 田中清代／絵 アリス館

¥1,400 978-4-7520-0444-8 え

26 幼年  小低　小中

ぼくだけのおにいちゃん 福田岩緒／［作］ 文研出版
¥1,300 978-4-580-82082-1 え

27 幼年  小低　小中

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし／作 ＢＬ出版
¥1,500 978-4-7764-0363-0 え

28 幼年  小低　小中

むかしむかしとらとねこは… 大島英太郎／文・絵 福音館書店
¥1,300 978-4-8340-2440-1 え

29 小低  小中
赤いぼうしのタルレーナ エリナ・カルヤライネン／作 クリステル・レン

ス／絵 稲垣美晴／訳
学研教育出版

¥1,300 978-4-05-203104-5 993

30 小低  小中
うそつきにかんぱい！ 宮川ひろ／作 小泉るみ子／絵 童心社

¥1,100 978-4-494-01943-4 913

31 小低  小中
おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作

さくまゆみこ／訳
あすなろ書房

¥1,500 978-4-7515-2521-0 え



ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

32 小低  小中
おばあちゃんのえほうまき 野村たかあき／作・絵 佼成出版社

¥1,300 978-4-333-02419-3 え

33 小低  小中
かばががばー ひさかたチャイ

ルド ¥1,200 978-4-89325-057-5 489

34 小低  小中
皇帝にもらった花のたね デミ／作・絵

武本佳奈絵／訳
徳間書店

¥1,500 978-4-19-862727-0 え

35 小低  小中
しまうまのしごとさがし トビイルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所

¥1,100 978-4-569-78012-2 913

36 小低  小中
たべることはつながること パトリシア　ローバー／さく ホリー　ケラー／

え
ほそやあおい／や
く，くらたたかし／

やく

福音館書店
¥1,300 978-4-8340-2363-3 え

37 小低  小中
でておいで森のようせい エリナ・カルヤライネン／作 クリステル・レン

ス／絵 稲垣美晴／訳
学研教育出版

¥1,300 978-4-05-203105-2 993

38 小低  小中
葉っぱの工作図鑑 岩藤しおい／著 いかだ社

¥1,500 978-4-87051-262-7 750

39 小低  小中
はなこ八月七日にひろったこねこ なりゆきわかこ／作 垂石真子／絵 ポプラ社

¥900 978-4-591-10832-1 913

40 小低  小中
ホネホネどうぶつえん 西沢真樹子／監修・解説，松

田素子／ぶん
大西成明／しゃし
ん

アリス館
¥1,500 978-4-7520-0450-9 481

41 小中
ゴハおじさんのゆかいなお話 デニス・ジョンソン‐デイ

ヴィーズ／再話
ハグ‐ハムディ・
モハンメッド・ファ
トゥーフほか／絵

千葉茂樹／訳
徳間書店

¥1,700 978-4-19-862898-7 929

42 小中
昭和のくらしがわかる事典 川典子／監修，造事務所／

編集・構成
ＰＨＰ研究所

¥2,800 978-4-569-78026-9 210

43 小中
とびらをあければ魔法の時間 朽木祥／作 高橋和枝／絵 ポプラ社

¥1,000 978-4-591-11041-6 913

44 小中  小高
こちら「１１０番動物園」 今関信子／文 関口シュン／絵 佼成出版社

¥1,500 978-4-333-02377-6 480

45 小中  小高
しごとば 鈴木のりたけ／作 ブロンズ新社

¥1,700 978-4-89309-461-2 366

46 小中  小高
地雷のない世界へ 大塚敦子／写真・文 講談社

¥1,600 978-4-06-215603-5 319

47 小中  小高
たいせつな友だち モイヤ・シモンズ／作 後藤貴志／画

中井はるの／訳
くもん出版

¥1,300 978-4-7743-1653-6 ¥933



ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

48 小中  小高
楽しいスケート遠足 ヒルダ・ファン・ストックム／

作絵 ふなとよし子／訳
福音館書店

¥1,300 978-4-8340-2447-0 933

49 小中  小高
月の大研究 県秀彦／監修 ＰＨＰ研究所

¥2,800 978-4-569-68975-3 446

50 小中  小高
パパとミッポと海の１号室 田部智子／作 小倉正巳／絵 岩崎書店

¥1,300 978-4-265-05774-0 913

51 小中  小高
ピンクがすきってきめないで ナタリー・オンス／文 イリヤ・グリーン

／絵 ときありえ／訳
講談社

¥1,600 978-4-06-283041-6 え

52 小中  小高
ブ～ン！ 養老孟司／日本語版監修

仲瀬葉子／訳
フレーベル館

¥2,381 978-4-577-03676-1 486

53 小中  小高
雪の結晶ノート マーク・カッシーノ／作，ジョ

ン・ネルソン／作 千葉茂樹／訳
あすなろ書房

¥1,200 978-4-7515-2530-2 451

54 小中  小高
わたしの病院、犬がくるの 大塚敦子／写真・文，細谷亮

太／監修
岩崎書店

¥1,800 978-4-265-00631-1 え

55 小中  小高　中学

海は生きている 富山和子／著 講談社
¥1,400 978-4-06-215795-7 452

56 小高
ああ保戸島国民学校 小林しげる／作 狩野富貴子／絵 文研出版

¥1,300 978-4-580-82064-7 913

57 小高
赤とんぼ 新井裕／文・写真 農山漁村文化

協会 ¥2,500 978-4-540-08232-0 486

58 小高
時間割のむこうがわ 小浜ユリ／作 杉田比呂美／絵 ポプラ社

¥1,200 978-4-591-11276-2 913

59 小高
シャーロック・ホームズには負けない ピート・ジョンソン／作 津尾美智子／絵

岡本浜江／訳
文研出版

¥1,400 978-4-580-82067-8 933

60 小高
太平のカメ日記 別司芳子／作 岡本順／絵 文研出版

¥1,300 978-4-580-82068-5 913

61 小高
ダーウィン アリス・Ｂ．マクギンティ／文 メアリー・アゼアリ

アン／絵 千葉茂樹／訳
ＢＬ出版

¥1,600 978-4-7764-0369-2 289

62 小高
チームひとり 吉野万理子／作 宮尾和孝／絵 学研教育出版

¥1,300 978-4-05-203201-1 913

63 小高
日曜日島のパパ ペッテル・リードベック／作 杉田比呂美／絵

菱木晃子／訳
岩波書店

¥1,600 978-4-00-115627-0 949



ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

64 小高
リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス／作 ジェイミー・ホーガ

ン／絵 永瀬比奈／訳
鈴木出版

¥1,400 978-4-7902-3224-7 933

65 小高  中学
あいたい 光丘真理／作 武田綾子／絵 文研出版

¥1,300 978-4-580-82065-4 913

66 小高  中学
風の靴 朽木祥／作 服部華奈子／挿

絵
講談社

¥1,600 978-4-06-214994-5 913

67 小高  中学
ガール！ガール！ガールズ！ 宮下恵茉／著 ポプラ社

¥1,300 978-4-591-10988-5 913

68 小高  中学
グリーンフィンガー ポール・メイ／作 シャーン・ベイ

リー／絵 横山和江／訳
さ・え・ら書房

¥1,700 978-4-378-01479-1 933

69 小高  中学
サンカクノニホン 伊勢華子／写真・文 ポプラ社

¥1,300 978-4-591-10749-2 291

70 小高  中学
ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン／作 沢田としき／画

千葉茂樹／訳
ポプラ社

¥1,400 978-4-591-10985-4 933

71 小高  中学
席を立たなかったクローデット フィリップ・フース／作

渋谷弘子／訳
汐文社

¥1,400 978-4-8113-8680-5 316

72 小高  中学
ふつうの子にできるすごいこと ガース・サンデム／編著

颯田あきら／訳
和田穹男／監訳

めるくまーる
¥1,430 978-4-8397-0138-3 280

73 小高  中学
身近な鳥の図鑑 平野伸明／著 ポプラ社

¥1,600 978-4-591-10767-6 488

74 小高  中学
道は必ずどこかに続く 日野原重明／著 講談社

¥1,000 978-4-06-215350-8 289

75 小高  中学
リンカーン大統領のせいじつなことば ドリーン・ラパポート／文 カディア・ネルソ

ン／絵 もりうちすみこ／訳
国土社

¥1,500 978-4-337-06245-0 289



中学生向きリスト

ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

1 小中  小高　中学

海は生きている 富山和子／著 講談社
¥1,400 978-4-06-215795-7 452

2 小高  中学
あいたい 光丘真理／作 武田綾子／絵 文研出版

¥1,300 978-4-580-82065-4 913

3 小高  中学
風の靴 朽木祥／作 服部華奈子／挿

絵
講談社

¥1,600 978-4-06-214994-5 913

4 小高  中学
ガール！ガール！ガールズ！ 宮下恵茉／著 ポプラ社

¥1,300 978-4-591-10988-5 913

5 小高  中学
グリーンフィンガー ポール・メイ／作 シャーン・ベイ

リー／絵 横山和江／訳
さ・え・ら書房

¥1,700 978-4-378-01479-1 933

6 小高  中学
サンカクノニホン 伊勢華子／写真・文 ポプラ社

¥1,300 978-4-591-10749-2 291

7 小高  中学
ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン／作 沢田としき／画

千葉茂樹／訳
ポプラ社

¥1,400 978-4-591-10985-4 933

8 小高  中学
席を立たなかったクローデット フィリップ・フース／作

渋谷弘子／訳
汐文社

¥1,400 978-4-8113-8680-5 316

9 小高  中学
ふつうの子にできるすごいこと ガース・サンデム／編著

颯田あきら／訳
和田穹男／監訳

めるくまーる
¥1,430 978-4-8397-0138-3 280

10 小高  中学
身近な鳥の図鑑 平野伸明／著 ポプラ社

¥1,600 978-4-591-10767-6 488

11 小高  中学
道は必ずどこかに続く 日野原重明／著 講談社

¥1,000 978-4-06-215350-8 289

12 小高  中学
リンカーン大統領のせいじつなことば ドリーン・ラパポート／文 カディア・ネルソ

ン／絵 もりうちすみこ／訳
国土社

¥1,500 978-4-337-06245-0 289

13 中学
命をつなぐ２５０キロメートル 今関信子／作 おぼまこと／絵 童心社

¥1,500 978-4-494-01099-8 913

14 中学
靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー／著

灰島かり／訳
小学館

¥1,500 978-4-09-290513-9 ¥933

15 中学
シュガー＆スパイス ジーン・ユーア／作 小林郁／絵

渋谷弘子／訳
フレーベル館

¥1,400 978-4-577-03675-4 933



ﾁｪｯｸ欄 番号 対象 書名 著者 画家 訳者 出版者 本体価格 備考　ＩＳＢＮ
名古屋市

図書館分類

16 中学
たまごを持つように まはら三桃／著 講談社

¥1,400 978-4-06-215321-8 913

17 中学
部活魂！ 岩波書店編集部／編 岩波書店

¥740 978-4-00-500633-5 ¥375

18 中学
マルベリーボーイズ ドナ・ジョー・ナポリ／作

相山夏奏／訳
偕成社

¥1,600 978-4-03-726770-4 933

19 中学
みんながそろう日 ヨーケ・ファン・レーウェン／

作，マリカ・ブライン／作 野坂悦子／訳
鈴木出版

¥1,600 978-4-7902-3225-4 949

20 中学
ロジーナのあした カレン・クシュマン／作

野沢佳織／訳
徳間書店

¥1,400 978-4-19-862726-3 933


