
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
小中

いっしょだよ 小寺卓矢／写真・文 アリス館 1400 978-4-7520-0582-7 え

2
小低  小中
小高

いつもみていた
ジャネット・ウィンター
／作

まえざわあきえ／
訳

福音館書店 1400 978-4-8340-2701-3 え

3 小低  小中　おいっちにおいっちに トミー・デ・パオラ／作 みらいなな／訳 童話屋 1500 978-4-88747-114-6 え

4 幼年  小低　おでかけどうぶつえん
阿部浩志／ぶん，成
島悦雄／かんしゅう

北村直子／え 学研教育出版 1400 978-4-05-203549-4 え

5 幼年 おやゆびさん 風木一人／作 ひろかわさえこ／絵 鈴木出版 1100 978-4-7902-5232-0　え

6 小低  小中 かあさんふくろう
イーディス・サッ
チャー・ハード／作

クレメント・ハード／絵 おびかゆうこ／訳 偕成社 1100 978-4-03-202740-2 え

7 小中  小高 風をつかまえたウィリアム
ウィリアム・カムクワン
バ／文，ブライアン・
ミーラー／文

エリザベス・ズーノン
／絵

さくまゆみこ／訳 さ・え・ら書房 1400 978-4-378-04134-6 え

8 幼年  小低 まほうのコップ
藤田千枝／原案，長
谷川摂子／文

川島敏生／写真 福音館書店 800 978-4-8340-2747-1 え

9 小低  小中 りんご畑の１２か月 松本猛／文 中武ひでみつ／絵 講談社 1400 978-4-06-132517-3 え

10 小高  中学
世界を変えた！スティーブ・
ジョブズ

アマンダ・ジラー／文 星野真理／訳 小学館 1300 978-4-09-290530-6 289

名古屋市児童図書選定協議会　平成24年度選定図書年報（第605回～614回）平成24年6月～25年3月開催　対象図書998点内70冊選定

全対象　分類別リスト



11 小高  中学 とぶ！夢に向かって 佐藤真海／文 学研教育出版 1300 978-4-05-203555-5 289

12 小中  小高 みっくん、光のヴァイオリン こうやまのりお／文 佼成出版社 1500 978-4-333-02569-5 289

13
小中  小高
中学

災害救助犬レイラ 井上こみち／著 講談社 1200 978-4-06-217508-1 369

14 小高  中学 さがしています
アーサー・ビナード／
作

岡倉禎志／写真 童心社 1300 978-4-494-00750-9 369

15 小高  中学 最後の小学校 秋山忠嗣／著 講談社 1400 978-4-06-217526-5 371

16 小低  小中 かがくのふしぎひゃっか
なかのひろみ／文，
甲谷保和／監修

ひかりのくに 1300 978-4-564-00496-4 404

17 小中  小高 まるごと近所の生きもの
木村義志／監修，萩
原信介／監修

学研教育出版 2000 978-4-05-203541-8 460

18 小高 いきているひかり
モリー・バング／作，
ペニー・チザム／作

さくまゆみこ／訳 評論社 1400 978-4-566-00169-5 471

19 小高  中学
サンシャイン水族館リニュー
アル大作戦

深光富士男／文 佼成出版社 1500 978-4-333-02555-8 480

20 小中  小高 身近なものの進化図鑑1 スタジオダンク／作 汐文社 2300 978-4-8113-8918-9 502

21 中学
小惑星探査機「はやぶさ」大
図鑑

川口淳一郎／監修，
松浦晋也／解説

池下章裕／ＣＧイラス
トレーション

偕成社 2800 978-4-03-533710-2 538

22 中学 ベートーヴェンの真実
ラッセル・マーティン／
作，リディア・ニブリー
／作

児玉敦子／訳 ＰＨＰ研究所 1400 978-4-569-78236-2 762



23 中学 いのちのヴァイオリン 中沢宗幸／著 ポプラ社 1200 978-4-591-13189-3 763

24 中学 和楽器事典 汐文社 3200 978-4-8113-8876-2 768

25 小高  中学 いっしょに走ろっ！ 星野恭子／著 大日本図書 1400 978-4-477-02634-3 780

26
小中  小高
中学

速く走るコツ大研究 征矢範子／監修 ＰＨＰ研究所 2800 978-4-569-78221-8 782

27
小中  小高
中学

しっぽとおっぽ 内田麟太郎／著 岩崎書店 1200 978-4-265-80207-4 911

28 小中  小高 地球パラダイス 工藤直子／詩 石井聖岳／絵 偕成社 1200 978-4-03-232410-5 911

29 小高 有松の庄九郎 中川なをみ／作 こしだミカ／絵 新日本出版社 1500 978-4-406-05651-9 913

30 小低 一さつのおくりもの 森山京／作 鴨下潤／絵 講談社 1100 978-4-06-198190-4 913

31 小高  中学 糸子の体重計 いとうみく／作 佐藤真紀子／絵 童心社 1400 978-4-494-01956-4 913

32 小中  小高
おいらはケネルキャットサス
ケ

中村文人／作 むかいながまさ／絵 佼成出版社 1300 978-4-333-02538-1 913

33 小高  中学 お父さん、牛になる 晴居彗星／作 ささめやゆき／画 福音館書店 1300 978-4-8340-2715-0 913

34 中学 オレたちの明日に向かって 八束澄子／［著］ ポプラ社 1400 978-4-591-13105-3 913

森重行敏／編著，洗足学園音楽大学現代邦楽研究所／監修



35 小低  小中
オレンジラインの電車にのっ
て

粕淵輝雄／げんさく，
天沼春樹／さく

山田和明／え 交通新聞社 1200 978-4-330-27612-0 913

36 中学 カントリー・ロード 阪口正博／作 網中いづる／絵 ＢＬ出版 1400 978-4-7764-0593-1 913

37 小中  小高 劇団６年２組 吉野万理子／作 宮尾和孝／絵 学研教育出版 1300 978-4-05-203559-3 913

38 小高  中学
古事記
ストーリーで楽しむ日本の古
典1

那須田淳／著 十々夜／絵 岩崎書店 1500 978-4-265-04981-3 913

39 小低 しまうまのたんじょうび トビイルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所 1100 978-4-569-78249-2 913

40 小低 じゃんけんのすきな女の子 松岡享子／さく 大社玲子／え 学研教育出版 1100 978-4-05-203657-6 913

41 小高
世界一かわいげのない孫だ
けど…

荒井寛子／作 勝田文／絵 ポプラ社 1300 978-4-591-13029-2 913

42 小高  中学 空へのぼる 八束澄子／作 講談社 1300 978-4-06-283224-3 913

43 小高  中学 魂を追う者たち 広嶋玲子／著 講談社 1400 978-4-06-217807-5 913

44 小低  小中 ちょっとだけタイムスリップ 花田鳩子／作 福田岩緒／絵 ＰＨＰ研究所 1100 978-4-569-78246-1 913

45 小中  小高 ドラゴンのなみだ 佐々木ひとみ／作 吉田尚令／絵 学研教育出版 1300 978-4-05-203560-9 913



46 小高  中学 花実の咲くまで 堀口順子／作 みずうちさとみ／絵 小峰書店 1400 978-4-338-25007-8 913

47 小低 はやくはやく 飯野由希代／作 藤田ひおこ／絵 文研出版 1200 978-4-580-82137-8 913

48 小高  中学 １００回目のお引っ越し 後藤みわこ／著 講談社 1300 978-4-06-217745-0 913

49 小高  中学
平家物語
ストーリーで楽しむ日本の古
典４

石崎洋司／著 岡本正樹／絵 岩崎書店 1500 978-4-265-04984-4 913

50 小高 ヘンダワネのタネの物語 新藤悦子／作 丹地陽子／絵 ポプラ社 1300 978-4-591-13095-7 913

51 小中 ポテトサラダ 福明子／作 江頭路子／絵 学研教育出版 1300 978-4-05-203542-5 913

52 小低 やくそくだよ、ミュウ 小手鞠るい／作 たかすかずみ／絵 岩崎書店 1000 978-4-265-06295-9 913

53 小中  小高 夜明けの落語 みうらかれん／作 大島妙子／絵 講談社 1300 978-4-06-283223-6 913

54 小高  中学 夜の学校 田村理江／作 佐竹美保／絵 文研出版 1400 978-4-580-82188-0 913

55 小高  中学 よるの美容院 市川朔久子／著 講談社 1300 978-4-06-217686-6 913

56 小高  中学 林業少年 堀米薫／作 スカイエマ／絵 新日本出版社 1500 978-4-406-05666-3 913

57 小高 クマを追え！ブレット
田中純平／協力，あ
かいわしゅうご／文

北村人／絵
学研パブリッシ
ング

1200 978-4-05-203587-6 916



58 小低  小中 ゆれるシッポの子犬・きらら 今西乃子／著 浜田一男／写真 岩崎書店 1200 978-4-265-83011-4 916

59 小中
アンナのうちはいつもにぎや
か

アティヌーケ／作 ローレン・トビア／絵 永瀬比奈／訳 徳間書店 1300 978-4-19-863446-9 933

60 小中  小高 クリスマスのりんご
ルース・ソーヤー／ほ
か文，アリソン・アト
リー／ほか文

たかおゆうこ／絵
上条由美子／
編・訳

福音館書店 1500 978-4-8340-2748-8 933

61 小中 地獄坂へまっしぐら！ ルイス・サッカー／作 むかいながまさ／絵 はらるい／訳 文研出版 1200 978-4-580-82180-4 933

62 小高  中学 大地のランナー
ジェイムズ・リオーダ
ン／作

原田勝／訳 鈴木出版 1500 978-4-7902-3258-2 933

63 中学 ドレスを着た男子
デイヴィッド・ウォリア
ムズ／作

クェンティン・ブレイク
／画

鹿田昌美／訳 福音館書店 1500 978-4-8340-2682-5 933

64 小低
ねずみのオスカーとはるの
おくりもの

リリアン・ホーバン／
作

みはらいずみ／
訳

のら書店 1300 978-4-905015-09-3 933

65 中学 灰色の地平線のかなたに
ルータ・セペティス／
作

野沢佳織／訳 岩波書店 2100 978-4-00-115651-5　933

66 小中 ハンナの学校
グロリア・ウィーラン／
作

スギヤマカナヨ／絵 中家多惠子／訳 文研出版 1200 978-4-580-82161-3 933

67 小中 名犬ボニーはマルチーズ1 ベル・ムーニー／作 スギヤマカナヨ／絵 宮坂宏美／訳 徳間書店 1200 978-4-19-863428-5 933

68 小高 ぼくとヨシュと水色の空
ジーグリット・ツェー
フェルト／作

はたさわゆうこ／
訳

徳間書店 1500 978-4-19-863518-3 943

69 小低　小中 ライオンがいないどうぶつ園
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 978-4-19-863395-0 943

70 小低  小中 あたしって、しあわせ！
ローセ・ラーゲルクラ
ンツ／作

エヴァ・エリクソン／絵 菱木晃子／訳 岩波書店 1500 978-4-00-115652-2 949



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

1
幼年  小低
小中

いっしょだよ 小寺卓矢／写真・文 アリス館 1400 978-4-7520-0582-7 え

2 幼年  小低　おでかけどうぶつえん
阿部浩志／ぶん，
成島悦雄／かん
しゅう

北村直子／え
学研教育
出版

1400 978-4-05-203549-4 え

3 幼年 おやゆびさん 風木一人／作 ひろかわさえこ／絵 鈴木出版 1100 978-4-7902-5232-0　え

4 幼年  小低 まほうのコップ
藤田千枝／原案，
長谷川摂子／文

川島敏生／写真 福音館書店 800 978-4-8340-2747-1 え

幼年向きリスト



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
幼年  小低
小中

いっしょだよ
小寺卓矢／写真・
文

アリス館 1400 978-4-7520-0582-7 え

2
小低  小中
小高

いつもみていた
ジャネット・ウィン
ター／作

まえざわあきえ／
訳

福音館書店 1400 978-4-8340-2701-3 え

3 小低  小中　おいっちにおいっちに
トミー・デ・パオラ／
作

みらいなな／訳 童話屋 1500 978-4-88747-114-6 え

4 幼年  小低　おでかけどうぶつえん
阿部浩志／ぶん，
成島悦雄／かん
しゅう

北村直子／え
学研教育
出版

1400 978-4-05-203549-4 え

5 小低  小中 かあさんふくろう
イーディス・サッ
チャー・ハード／作

クレメント・ハード／
絵

おびかゆうこ／訳 偕成社 1100 978-4-03-202740-2 え

6 小中  小高 風をつかまえたウィリアム
ウィリアム・カムクワ
ンバ／文，ブライア
ン・ミーラー／文

エリザベス・ズーノン
／絵

さくまゆみこ／訳
さ・え・ら書
房

1400 978-4-378-04134-6 え

7 幼年  小低 まほうのコップ
藤田千枝／原案，
長谷川摂子／文

川島敏生／写真 福音館書店 800 978-4-8340-2747-1 え

8 小低  小中 りんご畑の１２か月 松本猛／文 中武ひでみつ／絵 講談社 1400 978-4-06-132517-3 え

9 小高  中学
世界を変えた！スティーブ・
ジョブズ

アマンダ・ジラー／
文

星野真理／訳 小学館 1300 978-4-09-290530-6 289

10 小高  中学 とぶ！夢に向かって 佐藤真海／文
学研教育
出版

1300 978-4-05-203555-5 289

11 小中  小高 みっくん、光のヴァイオリン こうやまのりお／文 佼成出版社 1500 978-4-333-02569-5 289

小学生向きリスト



12
小中  小高
中学

災害救助犬レイラ 井上こみち／著 講談社 1200 978-4-06-217508-1 369

13 小高  中学 さがしています
アーサー・ビナード
／作

岡倉禎志／写真 童心社 1300 978-4-494-00750-9 369

14 小高  中学 最後の小学校 秋山忠嗣／著 講談社 1400 978-4-06-217526-5 371

15 小低  小中 かがくのふしぎひゃっか
なかのひろみ／文，
甲谷保和／監修

ひかりのくに 1300 978-4-564-00496-4 404

16 小中  小高 まるごと近所の生きもの
木村義志／監修，
萩原信介／監修

学研教育
出版

2000 978-4-05-203541-8 460

17 小高 いきているひかり
モリー・バング／
作，ペニー・チザム
／作

さくまゆみこ／訳 評論社 1400 978-4-566-00169-5 471

18 小高  中学
サンシャイン水族館リニュー
アル大作戦

深光富士男／文 佼成出版社 1500 978-4-333-02555-8 480

19 小中  小高 身近なものの進化図鑑1 スタジオダンク／作 汐文社 2300 978-4-8113-8918-9 502

20 小高  中学 いっしょに走ろっ！ 星野恭子／著 大日本図書 1400 978-4-477-02634-3 780

21
小中  小高
中学

速く走るコツ大研究 征矢範子／監修 ＰＨＰ研究所 2800 978-4-569-78221-8 782

22
小中  小高
中学

しっぽとおっぽ 内田麟太郎／著 岩崎書店 1200 978-4-265-80207-4 911

23 小中  小高 地球パラダイス 工藤直子／詩 石井聖岳／絵 偕成社 1200 978-4-03-232410-5 911

24 小高 有松の庄九郎 中川なをみ／作 こしだミカ／絵
新日本出
版社

1500 978-4-406-05651-9 913



25 小低 一さつのおくりもの 森山京／作 鴨下潤／絵 講談社 1100 978-4-06-198190-4 913

26 小高  中学 糸子の体重計 いとうみく／作 佐藤真紀子／絵 童心社 1400 978-4-494-01956-4 913

27 小中  小高 おいらはケネルキャットサスケ 中村文人／作 むかいながまさ／絵 佼成出版社 1300 978-4-333-02538-1 913

28 小高  中学 お父さん、牛になる 晴居彗星／作 ささめやゆき／画 福音館書店 1300 978-4-8340-2715-0 913

29 小低  小中
オレンジラインの電車にのっ
て

粕淵輝雄／げんさ
く，天沼春樹／さく

山田和明／え 交通新聞社 1200 978-4-330-27612-0 913

30 小中  小高 劇団６年２組 吉野万理子／作 宮尾和孝／絵
学研教育
出版

1300 978-4-05-203559-3 913

31 小高  中学
古事記
ストーリーで楽しむ日本の古
典1

那須田淳／著 十々夜／絵 岩崎書店 1500 978-4-265-04981-3 913

32 小低 しまうまのたんじょうび トビイルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所 1100 978-4-569-78249-2 913

33 小低 じゃんけんのすきな女の子 松岡享子／さく 大社玲子／え
学研教育
出版

1100 978-4-05-203657-6 913

34 小高
世界一かわいげのない孫だ
けど…

荒井寛子／作 勝田文／絵 ポプラ社 1300 978-4-591-13029-2 913

35 小高  中学 空へのぼる 八束澄子／作 講談社 1300 978-4-06-283224-3 913

36 小高  中学 魂を追う者たち 広嶋玲子／著 講談社 1400 978-4-06-217807-5 913



37 小低  小中 ちょっとだけタイムスリップ 花田鳩子／作 福田岩緒／絵 ＰＨＰ研究所 1100 978-4-569-78246-1 913

38 小中  小高 ドラゴンのなみだ 佐々木ひとみ／作 吉田尚令／絵
学研教育
出版

1300 978-4-05-203560-9 913

39 小高  中学 花実の咲くまで 堀口順子／作 みずうちさとみ／絵 小峰書店 1400 978-4-338-25007-8 913

40 小低 はやくはやく 飯野由希代／作 藤田ひおこ／絵 文研出版 1200 978-4-580-82137-8 913

41 小高  中学 １００回目のお引っ越し 後藤みわこ／著 講談社 1300 978-4-06-217745-0 913

42 小高  中学
平家物語
ストーリーで楽しむ日本の古
典４

石崎洋司／著 岡本正樹／絵 岩崎書店 1500 978-4-265-04984-4 913

43 小高 ヘンダワネのタネの物語 新藤悦子／作 丹地陽子／絵 ポプラ社 1300 978-4-591-13095-7 913

44 小中 ポテトサラダ 福明子／作 江頭路子／絵
学研教育
出版

1300 978-4-05-203542-5 913

45 小低 やくそくだよ、ミュウ 小手鞠るい／作 たかすかずみ／絵 岩崎書店 1000 978-4-265-06295-9 913

46 小中  小高 夜明けの落語 みうらかれん／作 大島妙子／絵 講談社 1300 978-4-06-283223-6 913

47 小高  中学 夜の学校 田村理江／作 佐竹美保／絵 文研出版 1400 978-4-580-82188-0 913

48 小高  中学 よるの美容院 市川朔久子／著 講談社 1300 978-4-06-217686-6 913

49 小高  中学 林業少年 堀米薫／作 スカイエマ／絵
新日本出
版社

1500 978-4-406-05666-3 913



50 小高 クマを追え！ブレット
田中純平／協力，
あかいわしゅうご／
文

北村人／絵
学研パブ
リッシング

1200 978-4-05-203587-6 916

51 小低  小中 ゆれるシッポの子犬・きらら 今西乃子／著 浜田一男／写真 岩崎書店 1200 978-4-265-83011-4 916

52 小中
アンナのうちはいつもにぎや
か

アティヌーケ／作 ローレン・トビア／絵 永瀬比奈／訳 徳間書店 1300 978-4-19-863446-9 933

53 小中  小高 クリスマスのりんご
ルース・ソーヤー／
ほか文，アリソン・ア
トリー／ほか文

たかおゆうこ／絵
上条由美子／
編・訳

福音館書店 1500 978-4-8340-2748-8 933

54 小中 地獄坂へまっしぐら！
ルイス・サッカー／
作

むかいながまさ／絵 はらるい／訳 文研出版 1200 978-4-580-82180-4 933

55 小高  中学 大地のランナー
ジェイムズ・リオーダ
ン／作

原田勝／訳 鈴木出版 1500 978-4-7902-3258-2 933

56 小低
ねずみのオスカーとはるのお
くりもの

リリアン・ホーバン
／作

みはらいずみ／
訳

のら書店 1300 978-4-905015-09-3 933

57 小中 ハンナの学校
グロリア・ウィーラン
／作

スギヤマカナヨ／絵 中家多惠子／訳 文研出版 1200 978-4-580-82161-3 933

58 小中 名犬ボニーはマルチーズ1 ベル・ムーニー／作 スギヤマカナヨ／絵 宮坂宏美／訳 徳間書店 1200 978-4-19-863428-5 933

59 小高 ぼくとヨシュと水色の空
ジーグリット・ツェー
フェルト／作

はたさわゆうこ／
訳

徳間書店 1500 978-4-19-863518-3 943

60 小低　小中 ライオンがいないどうぶつ園
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 978-4-19-863395-0 943

61 小低  小中 あたしって、しあわせ！
ローセ・ラーゲルク
ランツ／作

エヴァ・エリクソン／
絵

菱木晃子／訳 岩波書店 1500 978-4-00-115652-2 949



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

1 小高  中学
世界を変えた！スティーブ・
ジョブズ

アマンダ・ジラー／文 星野真理／訳 小学館 1300 978-4-09-290530-6 289

2 小高  中学 とぶ！夢に向かって 佐藤真海／文
学研教育
出版

1300 978-4-05-203555-5 289

3
小中  小高
中学

災害救助犬レイラ 井上こみち／著 講談社 1200 978-4-06-217508-1 369

4 小高  中学 さがしています
アーサー・ビナード
／作

岡倉禎志／写真 童心社 1300 978-4-494-00750-9 369

5 小高  中学 最後の小学校 秋山忠嗣／著 講談社 1400 978-4-06-217526-5 371

6 小高  中学
サンシャイン水族館リニュー
アル大作戦

深光富士男／文 佼成出版社 1500 978-4-333-02555-8 480

7 中学
小惑星探査機「はやぶさ」大
図鑑

川口淳一郎／監
修，松浦晋也／解
説

池下章裕／ＣＧイラストレーション 偕成社 2800 978-4-03-533710-2 538

8 中学 ベートーヴェンの真実
ラッセル・マーティン
／作，リディア・ニブ
リー／作

児玉敦子／訳 ＰＨＰ研究所 1400 978-4-569-78236-2 762

9 中学 いのちのヴァイオリン 中沢宗幸／著 ポプラ社 1200 978-4-591-13189-3 763

10 中学 和楽器事典 汐文社 3200 978-4-8113-8876-2 768

中学生向きリスト

森重行敏／編著，洗足学園音楽大学現代邦楽研究所／監
修



11 小高  中学 いっしょに走ろっ！ 星野恭子／著 大日本図書 1400 978-4-477-02634-3 780

12
小中  小高
中学

速く走るコツ大研究 征矢範子／監修 ＰＨＰ研究所 2800 978-4-569-78221-8 782

13
小中  小高
中学

しっぽとおっぽ 内田麟太郎／著 岩崎書店 1200 978-4-265-80207-4 911

14 小高  中学 糸子の体重計 いとうみく／作 佐藤真紀子／絵 童心社 1400 978-4-494-01956-4 913

15 小高  中学 お父さん、牛になる 晴居彗星／作 ささめやゆき／画 福音館書店 1300 978-4-8340-2715-0 913

16 中学 オレたちの明日に向かって 八束澄子／［著］ ポプラ社 1400 978-4-591-13105-3 913

17 中学 カントリー・ロード 阪口正博／作 網中いづる／絵 ＢＬ出版 1400 978-4-7764-0593-1 913

18 小高  中学
古事記
ストーリーで楽しむ日本の古
典1

那須田淳／著 十々夜／絵 岩崎書店 1500 978-4-265-04981-3 913

19 小高  中学 空へのぼる 八束澄子／作 講談社 1300 978-4-06-283224-3 913

20 小高  中学 魂を追う者たち 広嶋玲子／著 講談社 1400 978-4-06-217807-5 913

21 小高  中学 花実の咲くまで 堀口順子／作 みずうちさとみ／絵 小峰書店 1400 978-4-338-25007-8 913

22 小高  中学 １００回目のお引っ越し 後藤みわこ／著 講談社 1300 978-4-06-217745-0 913



23 小高  中学
平家物語
ストーリーで楽しむ日本の古
典４

石崎洋司／著 岡本正樹／絵 岩崎書店 1500 978-4-265-04984-4 913

24 小高  中学 夜の学校 田村理江／作 佐竹美保／絵 文研出版 1400 978-4-580-82188-0 913

25 小高  中学 よるの美容院 市川朔久子／著 講談社 1300 978-4-06-217686-6 913

26 小高  中学 林業少年 堀米薫／作 スカイエマ／絵
新日本出
版社

1500 978-4-406-05666-3 913

27 小高  中学 大地のランナー ジェイムズ・リオーダン／作 原田勝／訳 鈴木出版 1500 978-4-7902-3258-2 933

28 中学 ドレスを着た男子
デイヴィッド・ウォリ
アムズ／作

クェンティン・ブレイ
ク／画

鹿田昌美／訳 福音館書店 1500 978-4-8340-2682-5 933

29 中学 灰色の地平線のかなたに ルータ・セペティス／作 野沢佳織／訳 岩波書店 2100 978-4-00-115651-5　933




