
平成 24年度

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 くまくんと６ぴきのしろいねずみ クリス・ウォーメル 徳間書店 1575  

絵 ねむるまえに アルバート・ラム／作 

ディビット・マクフェイル／絵 

主婦の友社 1365 

 

933 

絵 とんとんとんだれですか はやし ますみ 岩崎書店 1365 913 

絵 かくかくかっくん 新井 洋行 学研教育出版 924 726 

知 あかちゃんかたつむりのおうち いとう せつこ／ぶん 福音館書店 924 913 

 

☆小学校・低学年 

 ゆきひらの話 安房 直子／作 田中 清代／絵 偕成社 1260 913 

絵 ローラのすてきな耳 エルフィ・ネイセ／作 

エリーネ・ファンリンデハウゼ／絵 

朝日学生新聞社 1050  

絵 さよならなんてだいきらい レベッカ・ドーティー ほるぷ出版社 1470 933 

絵 さんすううちゅうじんあらわる！ かわばた ひろと／作 

高畠 邦生／絵 

講談社 1470 726 

絵 としょかんねこデューイ ヴィッキー・マイロン・ブレッ

ト・ウィタ／文 

スティーヴ・ジェイムズ／絵 

文化出版局 1575 726 

絵 またあえたね デヴィッド・エズラ・ジュタイン／さく ポプラ社 1365 933 

絵 はやくはやく 飯野 由希代／作 

藤田 ひおこ／絵 

文研出版 1260 913 

 いっしょだよ 小寺 卓矢／写真・文 アリス館 1470 400 

 おひさまのおへんじシール 茂市 久美子／作 講談社 1155 913 

絵 おかあちゃんがつくったる 長谷川 義史 講談社 1575 726 

 

☆小学校・中学年 

 えりも砂漠を昆布の森に 川嶋 康男 絵本塾出版 1785 519 

 おんなじ！おんなじ！でも、ちょっとちがう！ ジェニー・スー・コステキショー 光村教育図書 1575 933 

 おなかがギュルン 長崎 夏海 新日本出版社 1470 913 

絵  奇跡の一本松―大津波をのりこえて― なかだ えり 汐文社 1890  

 けんかにかんぱい！ 宮川 ひろ／作 小泉 るみ子／絵 童心社 1155 913 

絵 ちこく姫 よしなが こうたく 長崎出版 1575  



 希望のキャンプ～ふくしまキッズ夏季林間学校～ 田口 ランディ／文 汐文社 1680  

知 しごとば:東京スカイツリー 鈴木 のりたけ／作 ブロンズ新社 1890  

知 トンネルをほる ライアン・アン・ハンター ほるぷ出版 1365  

 あしたもきっとチョウ日和 高田 桂子／作 亀岡 亜希子／絵 文渓堂 1365 913 

 

☆小学校・高学年 

 なまえことば えじてん 鈴木 アツコ／絵 学研教育出版 1575  

 小学生のためのことわざをおぼえる辞典 五味 太郎／絵 旺文社 1050  

  トモダチックリの守り人 吉富 多美 金の星社 1260 913 

 駄菓子屋のヒゲおじさんと考える「こども哲学」塾 小川 仁志 PHP研究所 1365 104 

 盗まれたおとぎ話 少年冒険家トム １ イアン・ベック 静山社 1470 933 

 スティーブ・ジョブズ パム・ポラック&メグ・ベルヴィソ ポプラ社 1260 289 

 お父さん牛になる 晴居 彗星 福音館書店 1365 913 

 負けない！挑戦することは楽しいこと クルム伊達 公子 ポプラ社 1260 916 

 パパはバードマン ディビッド・アーモンド フレーベル館 1470 933 

 がんばっぺ！アクアマリンふくしま 中村 庸夫 フレーベル館 1260  

 

☆中学校 

 心のおくりびと 東日本大震災 復元納棺師 今西 乃子／著  

浜田 一男／写真 

金の星社 1365 916 

 花実の咲くまで 堀口 順子 小峰書店 1470 913 

 東京スカイツリーの秘密 瀧井 宏臣 講談社 1260 916 

 鷹のように帆をあげて まはら 三桃 講談社 1470 913 

 まぼろしのノーベル賞 山極勝三郎の生涯 神田 愛子 国土社 1575 289 

 地球の声に耳をすませて 大木 聖子 くもん出版 1470 453 

 身近な魚のものがたり  

イワシ・サンマ・アジ・サバのふしぎ 

小泉 光久 くもん出版 1365 916 

 お父さんのバイオリン ほしお さなえ 徳間書店 1575 910 

 魔法の泉の道 リンダ・スー・パーク あすなろ書房 1365 933 

 戦火の馬 マイル・モーパーゴ 評論社 1365 930 

 

☆高等学校 

 笑えよ 工藤 水生 メディアファクトリー 1050  

 楽園のカンヴァス 浜田 ハマ 新潮社 1680  

 飼い喰い ～三匹の豚とわたし～ 内澤 旬子 岩波書店 1995  

 くちびるに歌を 中田 永一 小学館 1575  

 正倉院あぜくら通信 杉本 一樹 淡交社 1995  

                                       ※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 

 

●「夏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、北海道学校図書館ホームページをご覧ください。                     


