
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 アヒルだってば！ウサギでしょ！
エイミー・クローズ・ローゼン
タール／さく，トム・リヒテンヘ
ルド／さく

いまえよしとも／
やく

サンマーク出
版

1400 978-4-7631-9961-4 え

2 小低 いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン／作 木坂涼／訳 偕成社 1200 978-4-03-348220-0 え

3
小低  小中
小高

きょうそうってなあに？
ジェイミー・リー・カーティス／
ぶん

ローラ・コーネル
／え

いけがみあきこ／
やく

バベルプレス 1600 978-4-89449-097-0 え

4 小低  小中 シルム キム・ジャンソン／作 イ・スンヒョン／絵 ホン・カズミ／訳 岩崎書店 1500 978-4-265-85006-8 え

5 幼年  小低 はらぺこさん やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 900 978-4-8340-2617-7 え

6 幼年  小低 びっくりまつぼっくり 多田多恵子／ぶん 堀川理万子／え 福音館書店 800 978-4-8340-2581-1 え

7 小高 フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ／文
ジョン・オブライエ
ン／絵

渋谷弘子／訳 さ・え・ら書房 1500 978-4-378-04126-1 え

8 小中  小高 ふたりのサンドウィッチ
ラーニア・アル・アブドッラー
／さく，ケリー・ディプキオ／
ぶん

トリシャ・トゥサ／
え

ＴＯブックス 1200 978-4-904376-40-9 え

9 小低  小中 プルガサリ キム・ジュンチョル／再話 イ・ヒョンジン／絵 ピョン・キジャ／訳 岩崎書店 1500 978-4-265-85007-5 え

10 幼年  小低 ブロントリーナ ジェイムズ・ハウ／ぶん
ランディ・セシル
／え

長野由紀／やく 新書館 1400 978-4-403-33047-6 え

11 幼年  小低 まいにちまいにちたんじょうび 正高もとこ／作・絵 偕成社 1000 978-4-03-331890-5 え

12 小中  小高
マグナス・マクシマス、なんでもはかり
ます

キャスリーン・Ｔ．ペリー／文
Ｓ．Ｄ．シンドラー
／絵

福本友美子／訳 光村教育図書 1400 978-4-89572-812-6 え

13 幼年  小低 まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ／さく
たにかわしゅんた
ろう／やく

ポプラ社 1300 978-4-591-11760-6 え

14 小中  小高 むこうがわのあのこ ジャクリーン・ウッドソン／文
Ｅ．Ｂ．ルイス／
絵

さくまゆみこ／訳 光村教育図書 1500 978-4-89572-818-8 え
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15 幼年  小低 もちもちおもち 庄司三智子／著 岩崎書店 1300 978-4-265-07044-2 え

16 小中  小高 よめたよ、リトル先生 ダグラス・ウッド／作 ジム・バーク／絵 品川裕香／訳 岩崎書店 1600 978-4-265-06827-2 え

17 幼年  小低 ライオンとねずみ
イソップ／［原作］，ジェリー・
ピンクニー／作

さくまゆみこ／訳 光村教育図書 1500 978-4-89572-809-6 え

18 小低  小中 みんながつかうたてものだから サジヒロミ／文・絵 偕成社 1000 978-4-03-318150-9 369

19 小高  中学 あさひやま動物記　1 小菅正夫／作
秋草愛／絵，今
津秀邦／写真

角川書店 640 978-4-04-631101-6 480

20 幼年  小低 ころころパンダ
ひさかたチャイ
ルド

1400 978-4-89325-058-2 489

21 小高 小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅
佐藤真澄／著，渡辺勝巳／
監修

汐文社 1400 978-4-8113-8732-1 538

22 小高  中学 なおこ、宇宙飛行士になる 山崎直子／作 松井晴美／絵 角川書店 620 978-4-04-631114-6 538

23 小中  小高 小学生のキッチンでかんたんクラフト 学研教育出版 900 978-4-05-203300-1 750

24 小高 赤い髪のミウ 末吉暁子／著 平沢朋子／画 講談社 1400 978-4-06-216378-1 913

25 小中 アヤカシ薬局閉店セ～ル 伊藤充子／作 いづのかじ／絵 偕成社 1000 978-4-03-501110-1 913

26 小低 いいことがありました もりやまみやこ／作 ひがしあきこ／絵 偕成社 1200 978-4-03-313590-8 913

27 小低  小中 かばた医院のひみつ 中島和子／作 秋里信子／絵 金の星社 1200 978-4-323-07186-2 913

28 小中  小高 奇跡の犬コスモスにありがとう 中山聖子／作 渡辺あきお／絵 角川学芸出版 1600 978-4-04-653404-0 913

29 小高 クルーの空 熊谷千世子／作 宮尾和孝／絵 文研出版 1300 978-4-580-82111-8 913

30 中学 獣の奏者　Ⅲ探求編 上橋菜穂子／著 講談社 1600 978-4-06-215632-5 913

31 中学 獣の奏者　Ⅳ完結編 上橋菜穂子／著 講談社 1600 978-4-06-215633-2 913
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32 小高 さすらい猫ノアの伝説 重松清／著 杉田比呂美／絵 講談社 1300 978-4-06-216291-3 913

33 小中 シュークリーム星のオヒメサマ 高山栄子／作 かまたいくよ／絵 佼成出版社 1300 978-4-333-02462-9 913

34 小中  小高 ゾウのいない動物園 岩貞るみこ／作
真斗／絵，田丸
瑞穂／写真

講談社 580 978-4-06-285163-3 913

35 小高  中学 ピアチェーレ にしがきようこ／作 北見葉胡／画 小峰書店 1400 978-4-338-25002-3 913

36 小高 ひぐれのラッパ 安房直子／作 ＭＩＣＡＯ／画 福音館書店 1400 978-4-8340-2578-1 913

37 小高  中学 秘密のスイーツ はやしまりこ／作 いくえみ綾／え ポプラ社 1200 978-4-591-12204-4 913

38 小低 ふしぎなのらネコ くさのたき／作
つじむらあゆこ／
絵

金の星社 1100 978-4-323-07177-0 913

39 小低 みてても、いい？ 礒みゆき／作
はたこうしろう／
絵

ポプラ社 900 978-4-591-12199-3 913

40 小中  小高 ヤマトシジミの食卓 吉田道子／作 大野八生／画 くもん出版 1200 978-4-7743-1748-9 913

41 小低 ゆずゆずきいろ 楠章子／作 石井勉／絵 ポプラ社 900 978-4-591-12110-8 913

42 中学 竜の木の約束 浜野京子／作 丹地陽子／絵 あかね書房 1300 978-4-251-07301-3 913

43 小高  中学 竜の座卓 朝比奈蓉子／作 金沢まりこ／絵 偕成社 1200 978-4-03-727120-6 913

44 中学 リリース 草野たき／著 ポプラ社 1300 978-4-591-11734-7 913

45 小中  小高 氷の海を追ってきたクロ 井上こみち／文
ミヤハラヨウコ／
絵

学研教育出版 1200 978-4-05-203281-3 916

46 小中  小高 思い出のマーシュフィールド ラルフ・フレッチャー／作
スギヤマカナヨ／
絵

はらるい／訳 文研出版 1300 978-4-580-82091-3 933

47 小中  小高 オリバー、世界を変える！ クラウディア・ミルズ／作 菅野博子／絵 渋谷弘子／訳 さ・え・ら書房 1200 978-4-378-01487-6 933

48 小高  中学 クロティの秘密の日記
パトリシア・Ｃ．マキサック／
作

門内幸恵／画 宮木陽子／訳 くもん出版 1500 978-4-7743-1886-8 933
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49 中学 サリーの帰る家 エリザベス・オハラ／作 吉実恵／画 もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 1700 978-4-378-01485-2 933

50 小中 デイジーのおおさわぎ動物園 ケス・グレイ／作
ニック・シャラット
／絵、ギャリー・
パーソンズ／絵

吉上恭太／訳 小峰書店 1300 978-4-338-25102-0 933

51 小中  小高 ドラゴンが教室にやってきた！ ジューン・カウンスル／作 いたやさとし／絵 こだまともこ／訳 日本標準 1500 978-4-8208-0447-5 933

52 小中 ドラゴンとみんなの新学期！ ジューン・カウンスル／作 いたやさとし／絵 こだまともこ／訳 日本標準 1500 978-4-8208-0470-3 933

53 小中  小高 なんでももってる（？）男の子 イアン・ホワイブラウ／作
すぎはらともこ／
絵

石垣賀子／訳 徳間書店 1300 978-4-19-862947-2 933

54 中学 ピーティ ベン・マイケルセン／作 千葉茂樹／訳 鈴木出版 1500 978-4-7902-3232-2 933

55 小高  中学 モーツァルトはおことわり マイケル・モーパーゴ／作
マイケル・フォア
マン／絵

さくまゆみこ／訳 岩崎書店 1400 978-4-265-82025-2 933

56 小高 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ／作 牧野鈴子／絵 渋谷弘子／訳 文研出版 1300 978-4-580-82112-5 933

57 小高 わたしの犬、ラッキー ダイアン・メイコック／作 佐藤真紀子／絵 若林千鶴／訳 あすなろ書房 1300 978-4-7515-2473-2 933

58 中学 わたしは、わたし ジャクリーン・ウッドソン／作 さくまゆみこ／訳 鈴木出版 1400 978-4-7902-3233-9 933

59 中学 ヒトラー・ユーゲントの若者たち Ｓ．Ｃ．バートレッティ／著 林田康一／訳 あすなろ書房 1300 978-4-7515-2217-2 936

60 小低  小中 空からきたひつじ フレート・ロドリアン／作
ヴェルナー・クレ
ムケ／絵

たかはしふみこ／
訳

徳間書店 1600 978-4-19-862931-1 943

61 中学 小さな可能性 マルヨライン・ホフ／著 野坂悦子／訳 小学館 1300 978-4-09-290537-5 949

62 小中 おじいちゃんとケーキをつくろう マリサ・ロペス＝ソリア／作
つちだよしはる／
絵

宇野和美／訳 日本標準 1400 978-4-8208-0446-8 963


