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＊  書書書書            名名名名    著著著著    者者者者    名名名名    出版社出版社出版社出版社    定価定価定価定価    分類分類分類分類    

☆幼児の部☆幼児の部☆幼児の部☆幼児の部    

絵 ぞうさんのおとしあな 高畠純 ポプラ社 1,365 913 

絵 おたすけこびとのまいごさがし なかがわちひろ／文 

コヨセ・ジュンジ／絵 

徳間書店 1,575 913 

 

絵 おばあちゃんのこもりうた 西本鶏介／作  長野ヒデ子／絵 ひさかたチャイルド 1,260 913 

絵 ラーメンちゃん 長谷川義史 絵本館 1,260 913 

絵 でてくるぞ でてくるぞ あきびんご くもん出版 1,050  

    

☆☆☆☆小学校・低学年の部小学校・低学年の部小学校・低学年の部小学校・低学年の部    

絵 一年
いちねん

一組
い ち く み

 ミウの絵日記 吉田純子／作 ＰＨＰ研究所 1,155 913 

絵 ひとりぼっちのかえる 興安／作  三木卓／文 こぐま社 1,470  

絵 へちまのへーたろー 二宮由紀子／作 スドウピウ／絵 教育画劇 1,365  

絵 ロージーのモンスターたいじ フィリップ・ヴェヒター／作 ひさかたチャイルド 1,575 943 

絵 くまのオットーとえほんのおうち ケイティ・クレミンソン／作 岩崎書店 1,365 930 

絵 野球場の一日 いわた慎一郎 講談社 1,470 726 

知 なぜ？どうして？ 

科学なぞとき物語 

大山光晴／監修 学研教育出版 840 408 

絵 てるちゃんのかお 藤井輝明／文  亀澤裕也／絵 金の星社 1,365 913 

絵 のはらのおへや みやこしあきこ ポプラ社 1,365 913 

絵 わたしはあかねこ サトシン／作  西村敏雄／絵 文渓堂 1,365 913 

    

☆小学校・中学年の部☆小学校・中学年の部☆小学校・中学年の部☆小学校・中学年の部    

絵 そのこ 谷川俊太郎／詩  塚元やすし／絵 晶文社 1,575  

絵 二コとねずみのすてきなせかい マンフレート・マイ／作   

ヨッヘン・シュートゥーアマン／絵 

フレーベル館 1,280 940 

 オランウータンに会いに行く 横塚眞巳人 偕成社 1,470 489 

知 わたしのひかり モリー・バング／作 評論社 1,470 933 

知 昆虫としたしむ 12 か月 今森光彦 アリス館 1,680 470 

 おかえり盲導犬ビーン 井上こみち 佼成出版社 1,365 913 

 親子のための地震イツモノート 地震イツモプロジェクト ポプラ社 1,260 369 

絵 サウスポー ジュディス・ヴィオースト／作   

はたこうしろう／絵 

文渓社 1,575  

 ペットショップはぼくにおまかせ ヒルケ・ローゼンボーム／作   徳間書店 1,470 943 

写 ちいさな鳥の地球たび 藤原幸一／写真・文 岩崎書店 1,470  

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    



☆小学校・高学年の部☆小学校・高学年の部☆小学校・高学年の部☆小学校・高学年の部    

 小道の神さま 竹内もと代 アリス館 1,470 913 

絵 ワンガリ・マータイさんと 

ケニアの木々 

ドナ・ジョー・ナポリ／作   

カディール・ネルソン／絵 

すずき出版 1,995 933 

 リターン！ 山口理 文研出版 1,365 913 

 チョコレートと青い空 堀米薫 そうえん社 997 913 

 津波ものがたり 山下文男 童心社 1,500 452.5 

 「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈蓉子 ポプラ社 1,365 913 

 緑のトンネルをぬけて 岸史子 岩崎書店 1,260 913 

 レンタルロボット 滝井幸代 学研マーケティング 1,260 913 

 ぼくらは闘牛小学生！ 堀米薫 佼成出版社 1,575 916 

 カメレオンのレオン 

つぎつぎとへんなこと 

岡田淳 偕成社 1,050 913 

 

☆中学校の部☆中学校の部☆中学校の部☆中学校の部    

 みんなで見守る世界遺産白神山地 齊藤宗勝 アリス館 1,470 468 

 ソーラーカーで未来を走る 木村英樹 くもん出版 1,470 530 

 隠れ家 アンネ・フランクと過した少年 シャロン・ドガー 岩崎書店 1,575 933 

 クラーケンの島 エヴァ・イボットソン 偕成社 1,575 933 

 私は海人
うみんちゅ

写真家 古谷千佳子 岩崎書店 1,365 916 

 日本のもと 米 服部幸應／監修 講談社 1,470 610 

 命と地球をはぐくむ「鉄」物語 

鉄は魔法つかい 

畠山重篤 小学館 1,365  

 エリザベス女王のお針子 ケイト・ベニントン 徳間書店 1,680 933 

 ぼくはアニマルトレーナー 宮沢厚 ポプラ社 1,300 916 

 戦争を取材する 

子どもたちは何を体験したのか 

山本美香 講談社 1,260 916 

 

☆高等学校の部☆高等学校の部☆高等学校の部☆高等学校の部    

 ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 

原子力を受け入れた日本 

田口ランディ 筑摩書房 

ちくまプリマー新書 

798  

 すごい実験！ 多田将 イースト・プレス 1,680  

 困っているひと 大野更紗 ポプラ社 1,470  

 うなドン 青山潤 講談社 1,680  

 空打ちブルース 升川純子 講談社 1,365  

＊知＝知識の本   絵＝絵本   写＝写真絵本 

＊分類は作品に記載されているものを載せました 

 

    

●●●●「冬休みにおすすめする本」は「月のリスト」をもとに選定しています。「冬休みにおすすめする本」は「月のリスト」をもとに選定しています。「冬休みにおすすめする本」は「月のリスト」をもとに選定しています。「冬休みにおすすめする本」は「月のリスト」をもとに選定しています。    

詳しくは、北海道学校図書館協会ホームページをご覧ください。詳しくは、北海道学校図書館協会ホームページをご覧ください。詳しくは、北海道学校図書館協会ホームページをご覧ください。詳しくは、北海道学校図書館協会ホームページをご覧ください。    

http://www.http://www.http://www.http://www.hokkaidohokkaidohokkaidohokkaido----sla.jpsla.jpsla.jpsla.jp////    


