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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 どんぐり エドワード・ギブス／作 谷川俊太郎／訳 光村教育図書 ¥1,300 978-4-89572-871-3 え

2 幼年 ママ、あのね
福田幸広／写真，ゆう
きえつこ／文

岩崎書店 ¥850 978-4-265-83020-6 え

3 幼年  小低 クレヨンからのおねがい！
ドリュー・デイウォルト／
文

オリヴァー・ジェファーズ／絵木坂涼／訳 ほるぷ出版 ¥1,500 978-4-593-50562-3 え

4 幼年  小低 さがしえ１２つき なかざわくみこ／著 白泉社 ¥1,200 978-4-592-76178-5 え

5 幼年  小低 ゆきがくれたおくりもの
リチャード・カーティス／
文

レベッカ・コッブ／絵 ふしみみさを／訳 ポプラ社 ¥1,480 978-4-591-14100-7 え

6 幼年  小低 ぼく、おおきくなるからね！ くすのきしげのり／作
わたなべゆういち／
絵

鈴木出版 ¥1,200 978-4-7902-5285-6 え

7 小低 ルーシーといじめっこ
クレア・アレクサンダー
／さく

福本友美子／やく BL出版 ¥1,400 978-4-7764-0625-9 え

8 小低  小中 かしこくいきるしまりす 手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 ¥1,700 978-4-86484-048-4 え

9 小低  小中 なんでもあらう 鎌田歩／作 福音館書店 ¥1,200 978-4-8340-8094-0 え

10
小低　小中
小高

あめふりうります 平田昌広／文 野村たかあき／絵・原案 講談社 ¥1,400 978-4-06-132579-1 え

11 小中  小高
お父さんが教える図書館の使
いかた

赤木かん子／著 自由国民社 ¥1,400 978-4-426-11806-8 015
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12 小高 
平和学習に役立つ戦跡ガイド
１ ヒロシマ

平和学習に役立つ戦跡
ガイド編集委員会／編

汐文社 ¥2,500 978-4-8113-2082-3 210

13
小中　小高
中学

ガマ 豊田正義／著 講談社 ¥1,300 978-4-06-218962-0 219

14 小中　小高 ひがん花の赤いじゅうたん 宮内純子／著 小坂茂／絵 くもん出版 ¥1,300 978-4-7743-2262-9 289

15 小高  中学 ネルソン・マンデラ
パム・ポラック／著，メ
グ・ベルヴィソ／著

伊藤菜摘子／訳 ポプラ社 ¥1,200 978-4-591-13967-7 289

16 小高 最新★修学旅行の本  ［４］ 国土社編集部／編 国土社 ¥2,700 978-4-337-25744-3 291

17 小中  小高
かがくでなるほど！みぢかなふ
しぎ

佐々木昭弘／監修 西東社 ¥800 978-4-7916-2225-2 404

18
小中  小高
中学

星座神話と星空観察
沼澤茂美，脇屋奈々代
／著

誠文堂新光社 ¥2,200 978-4-416-11514-5 443

19 小低  小中 天気と星がわかるそらのえほん ぼここうぼう／え 学研教育出版 ¥1,500 978-4-05-204018-4 451

20 中学
日本気象協会気象予報の最前
線

深光富士男／文 佼成出版社 ¥1,500 978-4-333-02670-8 451

21 小高 海のひかり
モリー・バング／作，ペ
ニー・チザム／作

さくまゆみこ／訳 評論社 ¥1,400 978-4-566-00170-1 468

22 小中 どうぶつえんのみんなの１日
福田豊文／写真，なか
のひろみ／文

アリス館 ¥1,600 978-4-7520-0661-9 480

23 幼年  小低 どうぶつのあかちゃん
ひさかたチャイ

ルド ¥1,200 978-4-86549-021-3 480

24 幼年  小低 ここにいるよ！ナメクジ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 ¥1,200 978-4-591-13984-4 484
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25 小高  中学
動物のおじいさん、動物のおば
あさん

高岡昌江／文 すがわらけいこ／絵 学研教育出版 ¥1,400 978-4-05-203984-3 489

26 小高  中学 わたしたちはいのちの守人 岩貞るみこ／著 講談社 ¥1,200 978-4-06-287004-7 498

27 小中  小高 月へ行きたい 松岡徹／文・絵 福音館書店 ¥1,300 978-4-8340-8113-8 538

28 小高  中学 ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー／作 ふしみみさを／訳 BL出版 ¥1,700 978-4-7764-0632-7 626

29
小中　小高
中学

いのちの花 綾野まさる／作 水沢そら／画 ハート出版 ¥1,300 978-4-89295-981-3 645

30 小中  小高 まるわかり！パラリンピック  ［１］
日本障がい者スポーツ
協会／監修

文研出版 ¥2,800 978-4-580-82249-8 780

31 小中  小高 言葉は大事だ！じてん　1 倉島節尚／著 荒賀賢二／絵 新日本出版社 ¥2,500 978-4-406-05826-1 809

32 小中  小高 言葉は大事だ！じてん 2 稲葉茂勝／著 荒賀賢二／絵 新日本出版社 ¥2,500 978-4-406-05827-8 809

33 小中　小高 あっぱれのはらうた くどうなおこ／詩・文 ほてはまたかし／絵 童話屋 ¥1,800 978-4-88747-121-4 911

34 小低  小中 ともだちはぶた 村上しいこ／作 田中六大／絵 WAVE出版 ¥1,100 978-4-87290-940-1 913

35 小低  小中 ふしぎなよるのおんがくかい 垣内磯子／作 小林ゆき子／絵 小峰書店 ¥1,100 978-4-338-19231-6 913

36 小低  小中 ぼくとお父さん 清水千恵／作 山本祐司／絵 文研出版 ¥1,200 978-4-580-82254-2 913

37 小中 先生、しゅくだいわすれました 山本悦子／作 佐藤真紀子／絵 童心社 ¥1,100 978-4-494-02041-6 913
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38 小中　小高 なんでそんなことするの？ 松田青子／作 ひろせべに／画 福音館書店 ¥1,300 978-4-8340-8088-9 913

39 小中　小高 あなたの夢におじゃまします 岡田貴久子／作 たんじあきこ／絵 ポプラ社 ¥1,300 978-4-591-14151-9 913

40 小中　小高 魔女バジルと魔法のつえ 茂市久美子／作 よしざわけいこ／絵 講談社 ¥1,300 978-4-06-195757-2 913

41 小中　小高 パオズになったおひなさま 佐和みずえ／著 宮尾和孝／絵 くもん出版 ¥1,200 978-4-7743-2267-4 913

42 小高 アヤカシさん 富安陽子／作 野見山響子／画 福音館書店 ¥1,400 978-4-8340-8127-5 913

43 小高 カッチン いずみたかひろ／作 津田櫓冬／絵 小峰書店 ¥1,500 978-4-338-25015-3 913

44 小高　中学 なりたい二人 令丈ヒロ子／作 PHP研究所 ¥1,300 978-4-569-78401-4 913

45 小高　中学 クラスメイツ　前期 森絵都／著 偕成社 ¥1,300 978-4-03-814410-3 913

46 小高　中学 クラスメイツ　後期 森絵都／著 偕成社 ¥1,300 978-4-03-814420-2 913

47 小高  中学 空へ いとうみく／作 小峰書店 ¥1,500 978-4-338-28702-9 913

48 中学 クリオネのしっぽ 長崎夏海／著 佐藤真紀子／絵 講談社 ¥1,300 978-4-06-218848-7 913

49 小中　小高 ツリークライミングはぼくの夢 あんずゆき／文 佼成出版社 ¥1,500 978-4-333-02662-3 916

50 小高  中学 ぼくが見た太平洋戦争 宗田理／著 PHP研究所 ¥1,150 978-4-569-78414-4 916



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

51 小中
ミリー・モリー・マンデーとともだ
ち

ジョイス・Ｌ．ブリスリー
／さく

菊池恭子／え 上條由美子／やく 福音館書店 ¥1,400 978-4-8340-8117-6 933

52 小高　中学 戦場のオレンジ
エリザベス・レアード／
作

石谷尚子／訳 評論社 ¥1,300 978-4-566-02420-5 933

53 小高　中学 ゾウがとおる村 ニコラ・デイビス／文 アナベル・ライト／画 もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 ¥1,300 978-4-378-01514-9 933

54 小高  中学 夏の魔法
ジーン・バーズオール／
作

代田亜香子／訳 小峰書店 ¥1,600 978-4-338-28701-2 933

55 小高  中学 はじまりのとき タィン＝ハ・ライ／作 代田亜香子／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7902-3288-9 933

56 小高  中学 サマセット四姉妹の大冒険
レズリー・Ｍ．Ｍ．ブルー
ム／作

中島梨絵／絵 尾高薫／訳 ほるぷ出版 ¥1,600 978-4-593-53491-3 933

57 小高  中学 わたしの心のなか
シャロン・Ｍ．ドレイパー
／作

横山和江／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7902-3294-0 933

58 中学 ブロード街の１２日間
デボラ・ホプキンソン／
著

千葉茂樹／訳 あすなろ書房 ¥1,500 978-4-7515-2480-0 933
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1 幼年 どんぐり エドワード・ギブス／作 谷川俊太郎／訳 光村教育図書 ¥1,300 978-4-89572-871-3 え

2 幼年 ママ、あのね
福田幸広／写真，ゆう
きえつこ／文

岩崎書店 ¥850 978-4-265-83020-6 え

3 幼年  小低 クレヨンからのおねがい！
ドリュー・デイウォルト／
文

オリヴァー・ジェファーズ／絵木坂涼／訳 ほるぷ出版 ¥1,500 978-4-593-50562-3 え

4 幼年  小低 さがしえ１２つき なかざわくみこ／著 白泉社 ¥1,200 978-4-592-76178-5 え

5 幼年  小低 ゆきがくれたおくりもの
リチャード・カーティス／
文

レベッカ・コッブ／絵 ふしみみさを／訳 ポプラ社 ¥1,480 978-4-591-14100-7 え

6 幼年  小低 ぼく、おおきくなるからね！ くすのきしげのり／作
わたなべゆういち／
絵

鈴木出版 ¥1,200 978-4-7902-5285-6 え

7 幼年  小低 どうぶつのあかちゃん
ひさかたチャイ

ルド ¥1,200 978-4-86549-021-3 480

8 幼年  小低 ここにいるよ！ナメクジ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 ¥1,200 978-4-591-13984-4 484

幼年向きリスト
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1 幼年  小低 クレヨンからのおねがい！
ドリュー・デイウォルト
／文

オリヴァー・ジェファーズ／絵木坂涼／訳 ほるぷ出版 ¥1,500 978-4-593-50562-3 え

2 幼年  小低 さがしえ１２つき なかざわくみこ／著 白泉社 ¥1,200 978-4-592-76178-5 え

3 幼年  小低 ゆきがくれたおくりもの
リチャード・カーティス
／文

レベッカ・コッブ／絵 ふしみみさを／訳 ポプラ社 ¥1,480 978-4-591-14100-7 え

4 幼年  小低 ぼく、おおきくなるからね！ くすのきしげのり／作
わたなべゆういち／
絵

鈴木出版 ¥1,200 978-4-7902-5285-6 え

5 小低 ルーシーといじめっこ
クレア・アレクサンダー
／さく

福本友美子／やく BL出版 ¥1,400 978-4-7764-0625-9 え

6 小低  小中 かしこくいきるしまりす 手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 ¥1,700 978-4-86484-048-4 え

7 小低  小中 なんでもあらう 鎌田歩／作 福音館書店 ¥1,200 978-4-8340-8094-0 え

8
小低　小中
小高

あめふりうります 平田昌広／文 野村たかあき／絵・原案 講談社 ¥1,400 978-4-06-132579-1 え

9 小中  小高
お父さんが教える図書館の使
いかた

赤木かん子／著 自由国民社 ¥1,400 978-4-426-11806-8 015

10 小高 
平和学習に役立つ戦跡ガイド
１ ヒロシマ

平和学習に役立つ戦
跡ガイド編集委員会
／編

汐文社 ¥2,500 978-4-8113-2082-3 210

11
小中　小高
中学

ガマ 豊田正義／著 講談社 ¥1,300 978-4-06-218962-0 219

12 小中　小高 ひがん花の赤いじゅうたん 宮内純子／著 小坂茂／絵 くもん出版 ¥1,300 978-4-7743-2262-9 289

13 小高  中学 ネルソン・マンデラ
パム・ポラック／著，メ
グ・ベルヴィソ／著

伊藤菜摘子／訳 ポプラ社 ¥1,200 978-4-591-13967-7 289

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

14 小高 最新★修学旅行の本  ［４］ 国土社編集部／編 国土社 ¥2,700 978-4-337-25744-3 291

15 小中  小高
かがくでなるほど！みぢかなふ
しぎ

佐々木昭弘／監修 西東社 ¥800 978-4-7916-2225-2 404

16
小中  小高
中学

星座神話と星空観察
沼澤茂美，脇屋奈々
代／著

誠文堂新光社 ¥2,200 978-4-416-11514-5 443

17 小低  小中 天気と星がわかるそらのえほん ぼここうぼう／え 学研教育出版 ¥1,500 978-4-05-204018-4 451

18 小高 海のひかり
モリー・バング／作，
ペニー・チザム／作

さくまゆみこ／訳 評論社 ¥1,400 978-4-566-00170-1 468

19 小中 どうぶつえんのみんなの１日
福田豊文／写真，な
かのひろみ／文

アリス館 ¥1,600 978-4-7520-0661-9 480

20 幼年  小低 どうぶつのあかちゃん
ひさかたチャイ

ルド ¥1,200 978-4-86549-021-3 480

21 幼年  小低 ここにいるよ！ナメクジ
皆越ようせい／写真・
文

ポプラ社 ¥1,200 978-4-591-13984-4 484

22 小高  中学
動物のおじいさん、動物のおば
あさん

高岡昌江／文 すがわらけいこ／絵 学研教育出版 ¥1,400 978-4-05-203984-3 489

23 小高  中学 わたしたちはいのちの守人 岩貞るみこ／著 講談社 ¥1,200 978-4-06-287004-7 498

24 小中  小高 月へ行きたい 松岡徹／文・絵 福音館書店 ¥1,300 978-4-8340-8113-8 538

25 小高  中学 ソフィーのやさいばたけ
ゲルダ・ミューラー／
作

ふしみみさを／訳 BL出版 ¥1,700 978-4-7764-0632-7 626

26
小中　小高
中学

いのちの花 綾野まさる／作 水沢そら／画 ハート出版 ¥1,300 978-4-89295-981-3 645

27 小中  小高 まるわかり！パラリンピック  ［１］
日本障がい者スポー
ツ協会／監修

文研出版 ¥2,800 978-4-580-82249-8 780



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

28 小中  小高 言葉は大事だ！じてん　1 倉島節尚／著 荒賀賢二／絵 新日本出版社 ¥2,500 978-4-406-05826-1 809

29 小中  小高 言葉は大事だ！じてん 2 稲葉茂勝／著 荒賀賢二／絵 新日本出版社 ¥2,500 978-4-406-05827-8 809

30 小中　小高 あっぱれのはらうた くどうなおこ／詩・文 ほてはまたかし／絵 童話屋 ¥1,800 978-4-88747-121-4 911

31 小低  小中 ともだちはぶた 村上しいこ／作 田中六大／絵 WAVE出版 ¥1,100 978-4-87290-940-1 913

32 小低  小中 ふしぎなよるのおんがくかい 垣内磯子／作 小林ゆき子／絵 小峰書店 ¥1,100 978-4-338-19231-6 913

33 小低  小中 ぼくとお父さん 清水千恵／作 山本祐司／絵 文研出版 ¥1,200 978-4-580-82254-2 913

34 小中 先生、しゅくだいわすれました 山本悦子／作 佐藤真紀子／絵 童心社 ¥1,100 978-4-494-02041-6 913

35 小中　小高 なんでそんなことするの？ 松田青子／作 ひろせべに／画 福音館書店 ¥1,300 978-4-8340-8088-9 913

36 小中　小高 あなたの夢におじゃまします 岡田貴久子／作 たんじあきこ／絵 ポプラ社 ¥1,300 978-4-591-14151-9 913

37 小中　小高 魔女バジルと魔法のつえ 茂市久美子／作 よしざわけいこ／絵 講談社 ¥1,300 978-4-06-195757-2 913

38 小中　小高 パオズになったおひなさま 佐和みずえ／著 宮尾和孝／絵 くもん出版 ¥1,200 978-4-7743-2267-4 913

39 小高 アヤカシさん 富安陽子／作 野見山響子／画 福音館書店 ¥1,400 978-4-8340-8127-5 913

40 小高 カッチン いずみたかひろ／作 津田櫓冬／絵 小峰書店 ¥1,500 978-4-338-25015-3 913

41 小高　中学 なりたい二人 令丈ヒロ子／作 PHP研究所 ¥1,300 978-4-569-78401-4 913
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42 小高　中学 クラスメイツ　前期 森絵都／著 偕成社 ¥1,300 978-4-03-814410-3 913

43 小高　中学 クラスメイツ　後期 森絵都／著 偕成社 ¥1,300 978-4-03-814420-2 913

44 小高  中学 空へ いとうみく／作 小峰書店 ¥1,500 978-4-338-28702-9 913

45 小中　小高 ツリークライミングはぼくの夢 あんずゆき／文 佼成出版社 ¥1,500 978-4-333-02662-3 916

46 小高  中学 ぼくが見た太平洋戦争 宗田理／著 PHP研究所 ¥1,150 978-4-569-78414-4 916

47 小中
ミリー・モリー・マンデーとともだ
ち

ジョイス・Ｌ．ブリスリー
／さく

菊池恭子／え 上條由美子／やく 福音館書店 ¥1,400 978-4-8340-8117-6 933

48 小高　中学 戦場のオレンジ
エリザベス・レアード／
作

石谷尚子／訳 評論社 ¥1,300 978-4-566-02420-5 933

49 小高　中学 ゾウがとおる村 ニコラ・デイビス／文 アナベル・ライト／画 もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 ¥1,300 978-4-378-01514-9 933

50 小高  中学 夏の魔法
ジーン・バーズオール
／作

代田亜香子／訳 小峰書店 ¥1,600 978-4-338-28701-2 933

51 小高  中学 はじまりのとき タィン＝ハ・ライ／作 代田亜香子／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7902-3288-9 933

52 小高  中学 サマセット四姉妹の大冒険
レズリー・Ｍ．Ｍ．ブ
ルーム／作

中島梨絵／絵 尾高薫／訳 ほるぷ出版 ¥1,600 978-4-593-53491-3 933

53 小高  中学 わたしの心のなか
シャロン・Ｍ．ドレイ
パー／作

横山和江／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7902-3294-0 933
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1
小中　小高
中学

ガマ 豊田正義／著 講談社 ¥1,300 978-4-06-218962-0 219

2 小高  中学 ネルソン・マンデラ
パム・ポラック／著，メ
グ・ベルヴィソ／著

伊藤菜摘子／訳 ポプラ社 ¥1,200 978-4-591-13967-7 289

3
小中  小高
中学

星座神話と星空観察
沼澤茂美，脇屋奈々代
／著

誠文堂新光社 ¥2,200 978-4-416-11514-5 443

4 中学
日本気象協会気象予報の最前
線

深光富士男／文 佼成出版社 ¥1,500 978-4-333-02670-8 451

5 小高  中学
動物のおじいさん、動物のおば
あさん

高岡昌江／文 すがわらけいこ／絵 学研教育出版 ¥1,400 978-4-05-203984-3 489

6 小高  中学 わたしたちはいのちの守人 岩貞るみこ／著 講談社 ¥1,200 978-4-06-287004-7 498

7 小高  中学 ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー／作 ふしみみさを／訳 BL出版 ¥1,700 978-4-7764-0632-7 626

8
小中　小高
中学

いのちの花 綾野まさる／作 水沢そら／画 ハート出版 ¥1,300 978-4-89295-981-3 645

9 小高　中学 なりたい二人 令丈ヒロ子／作 PHP研究所 ¥1,300 978-4-569-78401-4 913

10 小高　中学 クラスメイツ　前期 森絵都／著 偕成社 ¥1,300 978-4-03-814410-3 913

11 小高　中学 クラスメイツ　後期 森絵都／著 偕成社 ¥1,300 978-4-03-814420-2 913

12 小高  中学 空へ いとうみく／作 小峰書店 ¥1,500 978-4-338-28702-9 913

13 中学 クリオネのしっぽ 長崎夏海／著 佐藤真紀子／絵 講談社 ¥1,300 978-4-06-218848-7 913

中学生向きリスト
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14 小高  中学 ぼくが見た太平洋戦争 宗田理／著 PHP研究所 ¥1,150 978-4-569-78414-4 916

15 小高　中学 戦場のオレンジ
エリザベス・レアード／
作

石谷尚子／訳 評論社 ¥1,300 978-4-566-02420-5 933

16 小高　中学 ゾウがとおる村 ニコラ・デイビス／文 アナベル・ライト／画 もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 ¥1,300 978-4-378-01514-9 933

17 小高  中学 夏の魔法
ジーン・バーズオール／
作

代田亜香子／訳 小峰書店 ¥1,600 978-4-338-28701-2 933

18 小高  中学 はじまりのとき タィン＝ハ・ライ／作 代田亜香子／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7902-3288-9 933

19 小高  中学 サマセット四姉妹の大冒険
レズリー・Ｍ．Ｍ．ブルー
ム／作

中島梨絵／絵 尾高薫／訳 ほるぷ出版 ¥1,600 978-4-593-53491-3 933

20 小高  中学 わたしの心のなか
シャロン・Ｍ．ドレイパー
／作

横山和江／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7902-3294-0 933

21 中学 ブロード街の１２日間
デボラ・ホプキンソン／
著

千葉茂樹／訳 あすなろ書房 ¥1,500 978-4-7515-2480-0 933


