
2017 年度 （平成 2９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 かあちゃん かつやかおり／作 福音館書店 800 913 
絵 おとえほん エルヴェ・テュレ／作 ポプラ社 1300 953 
絵 いえすみねずみ ジョン・バーニンガム／作   ＢＬ出版 1500 933 
絵 ちがうちがう accototo／作 大日本図書 1300 913 
絵 かわいいおとうさん 山崎ナオコーラ／文 こぐま社 1200 913 
 

☆小学校・低学年 

写 いろいろはっぱ 小寺卓矢／写真・文 アリス館 1400 400 
絵 詩って なあに？ ミーシャ・アーチャー／作 ＢＬ出版 1500 933 
絵 森のパンダ 唐 亜明／文 講談社 1500 726 
絵 ななめねこ まちをゆく ジェイソン・カーター・イートン／文 マイクロマガジン社 1600  
絵 めざめる 阿部海太／作 あかね書房 1500 913 
絵 天女かあさん ペク・ヒナ／作 ブロンズ新社 1400  
知 いのちはめぐる 嶋田泰子／文 童心社 1600 480 
絵 チャーリーとシャーロットときんいろのカナリア チャールズ・キーピング／作 ロクリン社 1600  
絵 クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド／作 ポプラ社 1400 933 
絵 ぼくのおおきさ 殿内真帆／作・絵 フレーベル館 1200 913 
 

☆小学校・中学年 

 あくまで悪魔のアクマント 山口 理／作 偕成社 1200 913 
知 宇宙からのことば 毛利 衛／文 学研プラス 1800 440 
絵 夢の川 マーク・マーティン／作 六耀社 1500  
  ふしぎな銀の木  スリランカの昔話 シビル・ウエッタシンハ／再話・絵 福音館書店 1400 929 
 夢金  古典落語「夢金」より 立川談春／文 あかね書房 1500 913 
 にちようびは名探偵 杉山 亮／作 偕成社 1000  
 写実主義って、なんだろう？ ケイト・リッグス／編 六耀社 1800  
 さらわれたチンパンジー ジェス・フレンチ／著 汐文社 1500  
 チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる ジェニファー・サームズ／作 廣済堂あかつき 1800 933 
 発明家になった女の子マッテイ エミリーアーノルド・マッカリー／作 光村教育図書 1400  
 
 
 

 



☆小学校・高学年 

 図書館を心から愛した男 アンドリュー・ラーセン／文 六耀社 1500 933 
 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向健一／著 ポプラ社 1200 916 
 イクバル 命をかけて闘った少年の夢 キアーラ・ロッサーニ／文 西村書店 2200 970 
 冬眠のひみつ 近藤宣昭／監修 ＰＨＰ研究所 3000 481 
 子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧圭吾／監修 オークラ出版 2000  
 つくえの下のとおい国 石井睦美／著 講談社 1400 913 
 光をくれた犬たち 盲導犬の一生 今西乃子／著 金の星社 1400 916 
 まっすぐな地平線 森島いずみ／著 偕成社 1200 913 
 みつけて！アートたんてい ブルック・Ｄ・エヴァンス／著 東京書籍 1900  
 幽霊ランナー 岡田 潤／作 金の星社 1300 913 
 
☆中学校 

 奮闘する たすく まはら三桃／著 講談社 1400 913 
 太陽ときみの声 川端裕人／作 朝日学生新聞社 1200 913 
 こんとんじいちゃんの裏庭 村上しいこ／作 小学館 1400  
 わたしがいどんだ戦い 1939 年 キンバリー・B・ブラッドリー／作 評論社 1600 933 
 さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー／著 偕成社 1700 933 
伝 Ｍｒ．トルネード 

航空事故を激減させた気象学者 藤田哲也 

佐々木健一／著 小学館 1250  

 八月の光  失われた声に耳をすませて 朽木 祥／作 小学館 1400  
知 ネコ博士が語る宇宙のふしぎ ドミニク・ウォーリマン／文 徳間書店 2300 440 
知 美術ってなあに？ スージー・ホッジ／著 河出書房新社 1900  
 わたしのクマ研究 小池伸介／著 さ・え・ら書房 1300 481 
 
☆高等学校 

 北海タイムス物語 増田俊也／著 新潮社 1700  
 あとは野となれ 大和撫子 宮内悠介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1600  
 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎／著 光文社  921  
 おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン／著 新潮社 1800  
 十五歳の戦争  

陸軍幼年学校「最後の生徒」 

西村京太郎／著 集英社 760  

 
※ 知・・・知識の本  絵・・・絵本                             ※ 分類は作品に記載されているもの 
                                ※ 価格は税抜きの本体価格 
 
 
 

●「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。 


