
平成 24 年度 冬休みにおすすめする本  

選  定    北海道学校図書館協会 
選定協力   札幌市学校図書館協議会 

 
※ 書   名 著 者 名 出版社 価格 分類

 
☆幼児 

絵 凸凹ぼしものがたり あんびるやすこ/作・絵 ひさかたチャイルド 1260 913 
絵 オムライス ヘイ！ 武田美穂/作 ほるぷ出版 1155 913 
 おひさまさんさんおはようさん なかじまかおり/さく 岩崎書店 893 913 
 まほうのコップ 藤田千枝/原案 長谷川摂子/文 川島敏夫/写真 福音館書店 840 913 
 ぴたっと ヤモちゃん 石井聖岳/作 小学館 1365  
 
☆小学校・低学年 

絵 ニニのゆめのたび アニタ・ローベル/さく 評論社 1365 933
絵 おねえちゃんって、もうたいへん！ いとうみく/作 つじむらゆみこ/絵 岩崎書店 1050 91 3
絵 わたしのいちばん あのこの 1 ばん ｱﾘｿﾝ･ｳｫﾙﾁ/作  ﾊﾞﾄﾘｽ･ﾊﾞｰﾄﾝ/絵 ポプラ社 1365 933
絵 だいすきだよ ぼくのともだち ﾏﾗｷｰ･ﾄﾞｲﾙ/ぶん ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ/え 評論社 1470 933
絵 ぼくのママはうんてんし おおともやすお／さく 福音館書店 1365 360
絵 こわがらなくていいんだよ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ/さく R･ﾜｲｽｶﾞｰﾄﾞ/え 長崎出版 1575  
 おかあさんの手 まはら三桃/作 講談社 1155 913
絵 カーリーさんの庭 ｼﾞｪｲﾝ･ｶﾄﾗｰ/作  ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｶﾗｽ/絵 ポプラ社 1365 933
絵 よろしくともだち 内田麟太郎/作 降矢なな/絵 偕成社 1050 726
絵 とびだせにひきのこぐま 手島圭三郎/絵・文 絵本塾出版 1785 913
 
☆小学校・中学年 

絵 羅生門 日野多香子/文  早川純子/絵 金の星社 1365  
 まいごになった子どものクジラ 越智隆治/写真と文 小学館 1365 489
絵 おおきなゾウとちいさなゾウ たしろちさと/作・絵 教育画劇 1365 913
絵 イソップ物語 １３のおはなし イソップ/原作 いまいあやの/文・絵 BL 出版 1575  
 津波をこえたひまわりさん 今関信子/文 佼成出版社 1575 916
 ゆうれい回転ずし本日オープン！ 佐川芳絵/作 講談社 1470 913
 ポテトサラダ 福明子/作 学研教育出版 1365 913
知 厨房図鑑 のぞいてみよう！  与古田松市/写真 学研教育出版 1680 670
絵 わたしが山おくにすんでいたころ ｼﾝｼｱ･ﾗｲｱﾝﾄ/文  ﾀﾞｲｱﾝ･ｸﾞｯﾄﾞ/絵 ゴブリン書房 1470 933
絵 アナベルとふしぎなけいと ﾏｯｸ･ﾊﾞｰﾈｯﾄ/文  ｼﾞｮﾝ･ｸﾗｯｾﾝ/絵 あすなろ書房 1365 933
 
 
 

 



 

☆小学校・高学年 

 こおり  たくさんのふしぎ傑作集  前野紀一/文 斉藤俊行/絵 福音館書店 1365 400
絵 うわさごと 梅田俊作/文・絵 汐文社 1575  
  ぼくのプールサイド 今井恭子/作 学研教育出版 1260 913
 オジロワシ 北国からの動物記  竹田津実/文・写真 アリス館 1470 480
 願いがかなうふしぎな日記 本田有明/著 PHP 研究所 1365 913
 名前をうばわれた少女 わたしはエファじゃない ジョアン・M・ウルフ/作 フレーベル館 1470 933
 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 1575 916
 ぼくは、いつでもぼくだった。 いっこく堂/著 くもん出版 1260 913
 お父ちゃんの音や！ 大野圭子/作 文研出版 1365 913
 ホッキョクグマの赤ちゃんを育てる！ 高橋うらら/著 ポプラ社 1260  
 
☆中学校 

 八月の光 朽木祥/作 偕成社 1050 913
 100 回目のお引っ越し 後藤みわこ/著 講談社 1365 913
 ぼくたちの骨 樫崎茜/著 講談社 1470 913
 捨て犬・未来 命のメッセージ 今西乃子/著 浜田一男/写真 岩崎書店 1365 916
 いっしょに走ろっ！ 夢につながる、はじめの一歩 星野恭子/著 大日本図書 1470 916
 イクバルと仲間たち 児童労働にたちむかった人々 スーザン・クークリン/著 小峰書店 1680 936
 グッバイマイフレンド 福田隆浩/著 講談社 1365 913
 食を考える 佐藤洋一郎/著 福音館書店 1260  
 介助犬を育てる少女たち 大塚敦子/著 講談社 1365 916
 おまけ鳥 飯田朋子/著 新日本出版社 1575 913
 
☆高等学校 

 山形ガールズ農場 女子から始める農業改革 菜穂子/著 角川書店 1500  
 バイバイ・フォギーデイ 熊谷達也/著 講談社 1680  
 窓の向こうのガーシュウイン 宮下奈都/著 集英社 1470  
 ゼロ！ こぎゃんかわいか動物がなぜ死なねばならんと？ 片野ゆか/著 集英社 1470  
 赤猫異聞 浅田次郎/著 新潮社 1575  
                                ※知…知識の本  絵…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、「月の選定リスト」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。 

 

                     


