
２０１５年６月のリスト（幼児の部） 

                 北海道学校図書館協会・札幌市学校図書館協議会 

順位 ◆ 書    名 著 者 名 出版社 定 価 発行月 分類 

１ 

絵 セイウチくんをさがせ！！ スティーヴン サベッジさく 評論社 1400+税 2015.4月 933 

言葉のない絵本。シンプルでわかりやすい。セイウチくんをみつけて喜ぶ子どもたちのじまん気な姿がめにうかぶ

ようです。 

２ 

絵 そよそよとかぜがふいている 長 新太 さく 復刊ドットコム 1800+税 2015.4月  

長新太の復刊本。ネコなのにペッタンペッタン歩きます。なんでかなあ。なんでかなあ。何度読みかえしても面白

い。 

３ 

絵 やさいぺたぺたかくれんぼ 作 松田 奈那子 アリス館 1100+税 2015.5月 913 

食卓に出てきそうなお野菜のすてられてしまいそうな端の方のスタンプがいっぱい！！大人も一緒に楽しめそう

です。 

４ 

絵 いしゃがよい さくら せかい さく 福音館書店 800+税 2015.5月 913 

パンダのファンファンを育てることになったエンさん。独特な画風が時の流れをとても感じさせる、心あたたまる

お話です。 

５ 

絵 えいっ  
さく 三木 卓 

え 高畠 純 
理論社 1200+税 2015.5月 913 

くまの子のお父さんとすごすある一日の話。なんと、お父さんはまほうのことばを知っていた？！いいなぁ・・・。

さてくまの子は・・・。 

６ 

絵 いもうとガイドブック  
ポーラ・メトカーフ文 

スザンヌ・バートン絵 
少年写真新聞社 1500+税 2015.6月 726 

ちいさないもうとと、一緒にすごすためのコツが満載のこのガイドブック。兄弟姉妹のやさしい姿を思い浮かべる

エピソードがたくさん。 

７ 

絵 りんこちゃんのへんしん はやま めぐみ 絵本塾出版 1300+税 2015.5月 913 

いつでも何でも変身できるりんこちゃんたち。でもあれれ？変身したらみんなが追いかけてきた！子どもの豊かな

想像力を表した一冊。 

◆ 知･･･知識の本 絵･･･絵本 詩･･･詩集 伝･･･伝記 写･･･写真集 北･･･北海道の本 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１５年６月のリスト（小学校低学年の部） 

北海道学校図書館協会・札幌市学校図書館協議会 

順位 ◆ 書    名 著 者 名 出版社 定 価 発行月 分類 

１ 

絵 やぎのしずかのしんみりしたいちにち 田島 征三 偕成社 1300+税 2015.5月 726 

「やぎのしずか絵本」最新作。ともだちのナマズが〈しんみりするうた〉といううたをうたってくれました。しん

みりするってなんだろうとしずかはいっしょうけんめい考えるのでした。 

２ 

絵 はなす 
文 竹内 敏晴 

絵と文 長谷川 集平 
復刊ドットコム 2200+税 2015.4月  

「五感のえほん」の一冊。「はなす」という場面をいくつも見せてくれます。「はなす」ことのすてきなところも教えてく

れます。〈五感のえほん〉とは、1983年「ブリタニカ絵本館ピコモス」として訪問販売のみで発売された絵本シリーズが新たな装丁でよみがえったシリーズ。 

３ 
絵 ともだちになろう さく ミース・ファン・ハウト 西村書店 1200+税 2015.5月 993 

ともだちができたときの子どものドキドキしたきもちがストレートに伝わります。挿絵がすばらしく心に残る本。 

４ 

絵 
ぴょんぴょんむし 

ちいさなまゆのだいぼうけん 

さく 谷本 雄治 

え 近藤 薫美子 
岩崎書店 1600+税 2015.5月 913 

身近な野原にいる虫たちの世界を魅力的に描きます。お話の中心「ぴょんぴょんむし」はキンケノミゾウムシのま

ゆ。ぴょんぴょんはねるまゆにびっくりです。 

５ 
絵 

あーと 

いってよあー 

小野寺 悦子 ぶん 

堀川 理万子 え 
福音館書店 800+税 2015.5月 993 

「あー」と声に出すことで様々なひびきや声に対する興味を引き出してくれます。 

６ 
絵 おでかけすいぞくかん 

文 阿部 浩志 

え 北村 尚子 
学研教育出版 1400+税 2015.5月 480 

すいぞくかんにいる生き物、特にめずらしいなかまを集めています。わかりやすい絵と説明で楽しめます。 

７ 

絵 ま、いっか！ 
作＝サトシン 

絵＝ドーリー 
えほんの杜 1400+税 2015.5月 913 

ダイジョーブ！終わりよければすべて良し。行き当たりバッタリで、テキトーさんが今日も行く！（帯より）不思

議と元気がわいてくる本です。 

８ 

絵 ねこのそら きくち ちき 講談社 1500+税 2015.4月 726 

小さなねこが見上げているのは、大きな大きな木。ねては、毎日、毎日のぼりました。でもなかなか上にはすすめ

ません。 

９ 
絵 名古屋うみゃあもんのうた 長谷川 義史 佼成出版社 1300+税 2015.5月 913 

手羽先、ういろう、小倉トースト...などなど、名古屋名物にのせて名古屋の魅力を伝えます。 

10 

絵 
あなたこそたからもの 

けんぽうのえほん 

いとう まこと ぶん 

たるいし まこ え 
大月書店 1300+税 2015.5月  

憲法は子どもたちへの贈り物。小さい子にもわかるように、憲法がじぶんたちのためにあるということを教えてく

れます。 

◆ 知･･･知識の本 絵･･･絵本 詩･･･詩集 伝･･･伝記 写･･･写真集 北･･･北海道の本 

 

 

 



２０１５年６月のリスト（小学校中学年の部） 

北海道学校図書館協会・札幌市学校図書館協議会  

順位 ◆ 書    名 著 者 名 出版社 定 価 発行月 分類 

１ 

 かき氷 天然水をつくる 
細島 雅代：写真 

伊地知 英信：文 
岩崎書店 1600+税 2015.5月 588 

なぜ天然氷のかき氷はおいしいのでしょうか？真冬の冷たさを真夏までとじこめる貴重な技術の秘話を写真と文で

紹介。 

２ 

 ぞうのなみだ ひとのなみだ 藤原 幸一 アリス館 1400+税 2015.5月 480 

減り続ける野生ゾウ。子ゾウのポロンは大好きなお母さんと人が打った銃で別れることになってしまった。大切な

命について考えさせてくれる本。 

３ 

 
This is New York 

ジス イズ ニューヨーク 

スペースシャワー 

ネットワーク 

スペースシャワー 

ネットワーク 
1800+税 2015.6月  

実際にニューヨークを旅している気分になるサセックの絵本の復刻版。最後のページには今のニューヨークについ

て補足がしてある。 

４ 
 

This is Pars 

ジス イズ パリ 

スペースシャワー 

ネットワーク 

スペースシャワー 

ネットワーク 
1800+税 2015.6月  

実際にパリを旅している気分になるサセックの絵本の復刻版。最後のページには今のパリについて補足がしてある。 

５ 

 おどる１２人のおひめさま 
グリム童話 

エロール・ル・カイン：絵 
ほるぷ出版 1200+税 2015.4月  933 

金、銀、ダイヤモンドに輝く夜のお城で王子たちと毎夜ダンスパーティを楽しむお姫さまたち。有名なグリム童話

を美しい絵で描いた本。 

６ 
 いばらひめ 

グリム童話 

エロール・ル・カイン：絵 
ほるぷ出版 1200+税 2015.4月  933 

有名なグリム童話「ねむりひめ」の再話。呪いにかけられた姫と城の住人が王子のキスで目覚める。美しい絵本。 

７ 

 
魔法のレシピで 

スイーツ・フェアリー 

堀 直子：作 

木村 いこ：絵 
あかね書房 1100+税 2015.5月 913 

「調理同好会」を救うため四年生のみわたちはお菓子作りのライブをすることになった。おいしくてこころまで元

気になる物語。 

８ 

 ケロニャンマ 
安田 夏菜：作 

しんや ゆうこ：絵 
講談社 1300+税 2015.4月 913 

ちょっと太めで同級生にからかわれている３年生のカイト。かわいがっていたネコやアマガエルが死んでしまって

その後に変な動物が出現。命について考えさせてくれる本。 

９ 
 トルネード 

ベッツィ・バイアーズ：作 

降矢 なな：絵 
学研教育出版 1300+税 2015.5月 933 

たつまきが来て家族みんなが不安な気持でいる時に聞いた「トルネード」という名前の犬のすてきな話。 

◆ 知･･･知識の本 絵･･･絵本 詩･･･詩集 伝･･･伝記 写･･･写真集 北･･･北海道の本 

 

 

 



２０１５年６月のリスト（小学校高学年の部） 

北海道学校図書館協会・札幌市学校図書館協議会 

順位 ◆ 書    名 著 者 名 出版社 定 価 発行月 分類 

１ 

 
命を救われた捨て犬 夢之丞 

災害救助 泥まみれの一歩 
今西 乃子 金の星社 1300+税 2015.4月 916 

殺処分寸前で救い出された１ぴきの犬、夢之丞。おくびょうで救助犬には向かないと思われていたが訓練をこなし

立派に成長。すてられた犬が人の役に立つドキュメンタリー。 

２ 

 さくらいろの季節 蒼沼 洋人 ポプラ社 1400+税 2015.3月 913 

十二歳。教室はときに戦場になる。どうしたらもっと強くなれるんだろう。教室の中でもがくように生きる少女た

ち。 

３ 

 おひさまへんにブルー 花形 みつる 国土社 1400+税 2015.5月 913 

いじめられっ子で不登校の拓実。あるとき「オイカワ」という少年に目をつけられるのだが、その少年がひょんな

ことから学校へのかけ橋となる。 

４ 

絵 月夜とめがね 小川 未明 あすなろ書房 1500+税 2015.5月 913 

月のきれいな春の夜のこと。はり仕事をしていると男の人がめがねを売りにやってきます。そのめがねは不思議な

力をもっていて・・・。 

５ 
知 

ガリレオ工房の水のひみつ 

―変化するすがたー 

写真：伊地知 国夫 

文：土井 美香子 
さ・え・ら書房 2200+税 2015.5月 430 

水にも形があったの？と思わせるくらいびっくりするような写真がいっぱい出てきます。自由研究にもおすすめの一冊です。 

６ 

知 
じゃんけん学 

起源からの勝ち方、世界のじゃんけんまで 
稲葉 茂勝 今人舎 1800+税 2015.5月 382 

世界共通のジャンケン。どうしてジャンケンっていうの？え？勝ち方があるの？ジャンケンについて様々なことを

詳しく学べる一冊。 

７ 
知 

学研の図鑑ＬＩＶＥ 

植物 
監修 樋口 正信 学研 2200+税 2015.5月 470 

ＤＶＤつきのビジュアル図鑑。スマートフォンを使って映像を見ることもでき、植物のしくみについて学べます。 

８ 

知 
日本列島 水をとったら？ 

ビジュアル地球案内３ 
監修 長嶋 俊介 徳間書店 1800+税 2015.4月 454 

まわりを海にかこまれた日本は6800以上の島々からなる島国。水の下にかくされたあなたの知らない日本の地形を

見てみませんか。 



９ 

知 
「もしも？」の図鑑 

身近な危険生物対応マニュアル 
今泉 忠明 実業之日本社 1000+税 2015.5月  

身近な危険生物を取り上げ、もしも出くわしたときどうしたらよいのかをまとめた一冊。蚊をはじめ、ネズミ、マ

ダニ、熊など知っておくと役に立つマニュアル本。 

10 

 
１２歳５か月の戦没者 

ヒロシマ８月６日、少年の見た空 

文 井上 こみち 

絵 すがわら けいこ 
学研 1300+税 2015.5月 913 

８月６日原子爆弾で命をうばわれた１２歳のひとりの少年の物語。大切な弟をうしなった家族の本当にあった体験

記。 

11 

絵 わたしが外人だったころ 鶴見 俊輔 福音館書店 1300+税 2015.5月 114 

日本とアメリカが戦争をしている頃、日本人としてアメリカの大学に通っていた作者。アメリカ側から見た日本と

はどうなのか、視点を変えて日本を見れる一冊。 

◆ 知･･･知識の本 絵･･･絵本 詩･･･詩集 伝･･･伝記 写･･･写真集 北･･･北海道の本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１５年６月のリスト（中学校の部）        

北海道学校図書館協会・札幌市学校図書館協議会 

順位 ◆ 書    名 著 者 名 出版社 定 価 発行月 分類 

１ 

 
渋谷ギャル店員 

ひとりではじめたアフリカボランティア 
栗山 さやか 金の星社 1300+税 2015.4月 916 

渋谷 109 の元ギャル店員のさやかさんは、親友の死をきっかけにバックパッカーとして世界を旅し、アフリカの医

療施設でボランティアをすることに。つらい現実と向き合いながら、女性たちと共に歩む日々を語る。 

２ 

 
風のヒルクライム 

ぼくらの自転車ロードレース 
加部 鈴子 岩崎書店 1300+税 2015.5月 913 

標高差 1200メートルを自転車でかけ上がるヒルクライムレース。中高生と父、6人の気持ちがレースの中でからみ

あっていく。 

３ 

 
世界を平和にするためのささや

かな提案 
池澤 春菜 他 河出書房新社 1200+税 2015.5月  

「平和」のためにできることを 22人が提案。黒柳徹子や中川翔子、山本」敏晴などが様々な視点で語る。「14歳の

世渡り術」シリーズ。 

４ 

絵写 アンネのバラ 

40年間つないできた平和のバトン 
國森 康弘 講談社 1500+税 2015.5月 487 

1945年、ナチスドイツの強制収容所で命を落としたアンネ・フランクを悼んで名付けられた「アンネ・フランクの

形見」というバラ。アンネの父、オットーさんから送られたそのバラを40年間育て続ける杉並区立高井戸中学校の

生徒たちのすがたを追った写真絵本。 

５ 

 「もしも？」の図鑑 

絶滅危惧種救出裁判ファイル 
大渕 希郷 実業之友社 1000+税 2015.5月 

 

絶滅の危機に陥った動物たちについて、「裁判」という形でわかりやすく説明している。 

６ 

 夏目漱石、読んじゃえば？ 奥泉 光 河出書房新社 1300+税 2015.5月  

「14歳の世渡り術」シリーズ。『吾輩は猫である』が好きで『『吾輩は猫である』殺人事件』を書いた奥泉光が「気

軽に聞いてくれたまえ」と9冊+“短編集”について解説する。 

７ 

 むのたけじ 100 歳のジャーナリス

トからきみへ〔学ぶ〕 

むの たけじ 

菅 聖子 
汐文社 1500+税 2015.4月 917 

むのたけじが書いた言葉を菅聖子が解説。33のメッセージは、すっと心に入ってくる。他、〔平和〕〔生きる〕〔育つ〕

〔人類〕の全5巻。 

８ 
 ケーキ屋さん・カフェで働く人たち 簱友 優子 ぺりかん社 1900+税 2015.5月  

しごと場見学！シリーズ。ケーキ屋さんとカフェにかかわる仕事を解説。 

◆ 知･･･知識の本 絵･･･絵本 詩･･･詩集 伝･･･伝記 写･･･写真集 北･･･北海道の本 
 

 

 

 

 



２０１５年６月のリスト（高校の部） 

北海道学校図書館協会・札幌市学校図書館協議会 

※高校の部は順位・分類をつけていません。 

順位 ◆ 書    名 著 者 名 出版社 定 価 発行月 分類 

 

 利休の闇 加藤 廣 文藝春秋 1500+税 2015.3月  

秀吉と利休。2人の間に何があったのか？膨大な資料と格闘し、大胆な仮説をたて、目のさめるような解釈による歴

史物語。 

 

 放浪の画家 ピロスマニ はらだ たけひで 集英社 1200+税 2014.12月  

その絵はグルジアの宝と称されるピロスマニ。日々のパンと引きかえに絵を描いていた貧しい放浪画家の生涯と作

品を紹介。 

 
 愛之助が案内 永楽館ものがたり 片岡 愛之助 

清水 まり 
集英社 1400+税 2015.3月  

1901年建築の近畿地方最古の芝居小屋出石永楽館。閉館から44年を経ての奇跡の復活！芝居小屋に夢をかけた人々

の物語。 

 
 トットひとり 黒柳 徹子 新潮社 1500+税 2015.4月  

テレビ時代のスタートと共に第一線で活躍をしている黒柳徹子。彼女が出会った多くの人たちとの思い出を綴った

一冊。著名人たちの意外な素顔が満載。 

 
 牛と土 

福島3.11とその後。 
眞並 恭介 集英社 1500+税 2015.3月 

 

被曝した大地で牛の殺処分を拒否する牛飼いたち。牛を生かす努力を続ける彼らと、土壌の再生に尽力する研究者

たちの記録。 

 
 火花 又吉 直樹 文藝春秋 1200+税 2015.3月  

天才的笑いのセンスを持つ先輩と彼に憧れる後輩。「お笑い」に青春をかける若者のギリギリの毎日と、ヒリヒリす

る感性を描いた切ない物語。 

 
 赤いペン 澤井 美穂 フレーベル館 1400+税 2015.2月  

自分を必要としている人間の前に落し物として現れる「赤いペン」。心の奥深くにある物語を紡いで旅する赤ペンの

秘密とは・・・。 

 

 

２０１５年６月のリスト（その他の部）  

北海道学校図書館協会・札幌市学校図書館協議会 
順位 ◆ 書    名 著 者 名 出版社 定 価 発行月 分類 

１ 
       

 

◆ 知･･･知識の本 絵･･･絵本 詩･･･詩集 伝･･･伝記 写･･･写真集 北･･･北海道の本 


