
２０１６年５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 
ことりのおそうしき 

マーガレット・ワイズ・ブラウン(文) 

クリスチャン・ロビンソン(絵) 
あすなろ書房 1400+税 2016.3月  

しんだことりを見つけた子どもたちは、おはかをつくっておそうしきをしてあげました。花をかざって、うたをう

たって・・・。ことりをわすれるまで何回も。生命の終わりを静かにみつめる絵本。 

２ 

絵 たんぼレストラン はやし ますみ ひかりのくに 1300+税 2016.3月 726 

たんぼに水をはられたらたんぼレストランの開店です。たんぼには生きものたちがいっぱい。食べて食べられ

て・・・。ダイナミックな絵が伝えるいのちのかがやきを伝えます。 

３ 

絵 あったかいな 
くすのき しげのり(作) 

片山 健(絵) 
廣済堂あかつき 1600+税 2016.3月 913 

ねこのミーちゃんがもうすぐ赤ちゃんをうむ！見守る２人の仲よしは、お母さんになったミーちゃんから「命」の

あたたかさを学ぶ。 

４ 

絵 がまぐちがえるのつゆくさじむしょ かげやま まき フレーベル館 1200+税 2016.3月 913 

池のほとりにある、がまがえるたちのつゆくさじむしょ。雨の季節は大いそがしのかえるたちのせかいが、くりひ

ろげられます。 

５ 
絵 わかる わかる じかんのえほん 

こくぼ みゆき(さく) 

しもだいら あきのり（え） 
あかね書房 1200+税 2016.3月 913 

時計や季節で時間を理解する楽しい絵本。 

６ 
絵 まるいもののなかに 

藤 真知子(詩) 

荒井 美紀(絵) 
ポプラ社 980+税 2016.3月 913 

いのちをはぐくむまるい世界を描きます。大切に 大切に まるく まるく つつまれて・・・。 

７ 

絵 なあになあに あらかわ しずえ 学研プラス 680+税 2016.4月  

はじめてのあかちゃんあそびえほん(新装版)おひさまかな？→りんご！ あつきさま？→バナナ! ページをめく

るたびにびっくり！ 

８ 

絵 みつけてくれる？ 松田 奈那子 あかね書房 1400+税 2016.4月 913 

「わたし おねえちゃんになれる？」お姉ちゃんになる女の子のとまどいと決心をやさしく描く。ページをめくる

ごとに ひきこまれていく、カラフルであたたかな絵。 

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

 

 

 

 

 

 

 



２０１６年５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 ひろった らっぱ 
新美 南吉(作) 

鈴木 靖将(絵) 
新樹社 1300+税 2016.4月 913 

戦争で手柄をたてようとした男は、旅の途中で戦争で荒れた田畑や打ちひしがれている人々を見て戦争へ行くのを

やめた。村人と協力して復興へ力を尽くす非戦の物語。 

２ 

絵 海底電車 
松本 猛(文) 

松森 清昭(絵) 
童心社 1500+税 2016.3月 913 

お母さんとふたりでおじいちゃんの家に引っ越してきたてつお。こっそり入ったおじいちゃんの部屋にはたくさん

の電車が！そして てつおは 人の記憶の海を走る電車で旅に出る。 

３ 

絵 さいごのひみつ いとう ひろし 小学館 1300+税 2016.4月  

１年生になってはじめてできた友だちのミリくん。ミリくんはこの町のひみつをたくさん知っていて教えてくれる。

毎日がワクワクドキドキ。でもミリくんは宇宙人だったんだ！ 

４ 

絵 
マルヒゲーニョさんのウルト

ラ・マシーン 

イラリア・グアルドゥッチ(さく) 

たかはし たかこ（やく） 
ほるぷ出版 1400+税 2016.3月 970 

うんこも はなくそも おならも きたないものは全部ステキなすばらしいものにかえる家庭用マシーン！みんな

大よろこび。でも・・・。 

５ 
絵 

どうして かぜをひくの？ 

インフルエンザになるの？ 

ＷＩＬＬこども知育研究所（編著） 

せべ まさゆき(絵) 
金の星社 1300+税 2016.2月 490 

かぜとインフルエンザのちがいは？ウィルスってなあに？等々、病気がわかる楽しい絵本。 

６ 

絵 かぐ、あじわう 
文 岸田衿子 

絵 司 修 

復刊ドットコ

ム 
2500+税 2016.4月  

「におい」をテーマにお話がすすむ不思議なえほん。じっとみていると本当ににおいがしてくるかも・・・。想像

力をかきたてる一冊です。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１６年５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 

絵 このあと どうしちゃおう ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 1400+税 2016.4月  

おじいちゃんがしんじゃった。おじいちゃんのへやから「このあと どうしちゃおう」ノートが出てきた。しんだ

らどうなる？いきているあいだに考えよう。 

２ 

知 干したから 森枝 卓士／写真・文 フレーベル館 1400+税 2016.3月 400 

野菜、魚、肉、干したらこうなった！というのを写真で紹介した知識の絵本。もちろん、どうして干すのかも説明

されている。 

３ 

 ぼくらのウソテレビ 

ねじめ 正一／作 

武田 美穂／絵 

 

くもん出版 1200+税 2016.3月 913 

まだテレビがなかった時代の話。宇藤君は「うちにはテレビがある」とウソをついてしまった。すると転校生の鎌

田君は・・・。少年たちの友情物語。 

４ 

 脱走ペンギンを追いかけて 
山本 省三／作 

コマツ シンヤ／絵 
佼成出版社 1300+税 2016.3月 913 

小さな島から引っ越してきた広太は、水族館から脱走したペンギンを探すことにした。一緒に探す友だちができる

が・・・。ペンギンについても詳しく書かれている。 

５ 

 くろねこのどん 
岡野 かおる子／作 

上路 ナオ子／絵 
理論社 1400+税 2016.3月 913 

雨の日、風の日、雪の日にきまって遊びにやってくる猫のどん。ねこと女の子の仲よしで自由な関係がほんわかと

かかれている。 

６ 
北 

えぞふくろう 

ふぶきをのりこえる 
手島 圭三郎 絵本塾出版 1700+税 2016.4月 913 

ふぶきをのりこえた えぞふくろうが、たべものやなかまに出会うまでを描く。北の森の動物たちシリーズの一冊。 

７ 

 らくごでことわざ笑辞典 
斉藤 洋 作 

陣崎 草子 絵 
偕成社 1000+税 2016.4月 913 

ことわざにまつわるおもしろいはなしを落語調の文体にのせておとどけする本。ことわざの意味、解説ページもあ

り。 

８ 
知 

たのしいあやとり大図鑑 

：みんなであやとり 
フイグインク／編 汐文社 3200+税 2016.4月  

１冊目の“ひとりあやとり”に次ぐ２冊目。豊富な写真と分かりやすい説明で編集されている。 

９ 

知 
合わせだしで世界のごちそう 

（はじめてのだしクッキング） 
宮沢 うらら／著 汐文社 2400+税 2016.3月  

「だし」をテーマにした料理本シリーズの４冊目。ポトフ、ボルシチ、クスクスなどを各国の代表的な料理の作り

方が写真で分かりやすく紹介。 

10 

絵 えほん七十二候 
白井 明大／作 

くぼ あやこ／絵 
講談社 1500+税 2016.3月 726 

日本の季節を７２に分けたのが「七十二候」立春、雨水・・・と２月から始まり、詩のような文が季節を感じさせ

てくれる。 



 

11 

知 

エコなリメイク 

１ チラシ・雑誌 
寺西 恵里子／作 汐文社 2400+税   

エコなリメイク 

２ 牛乳パック 
寺西 恵里子／作 汐文社 2400+税 2016.3月  

エコなリメイク 

３ ジーンズ・古着 
寺西 恵里子／作 汐文社 2400+税 2016.3月  

エコなリメイク 

４ ペットボトル 
寺西 恵里子／作 汐文社 2400+税   

料理を再利用した工作の本。行程が写真と文でていねいに説明され、初めてでも簡単に作れるよう編集されている。

自由研究にも役立ててほしい本。 

12 
絵 チロリ 

大木 トオル／著 

鴨下 潤／絵 

トゥヴァー 

ジンズ 
1200+税 2015.4月 913 

捨て犬だったチロリが、いろいろな人との関わりを経て、セラピー犬になるまでを描いた実話をもとにした絵本。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１６年５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 

 
ハーネスをはずして 

北海道盲導犬協会の老人ホームのこと 
辻 惠子 あすなろ書房 1300+税 2016.4月 916 

引退した盲導犬のための老犬ホームは、1978年世界で初めて北海道盲導犬協会の中に誕生した。この老犬ホームで

28年働く著者が語る老犬たちとの日々。 

２ 

 
マレットファン 

― 夢のたねまき 
村中 季衣 新日本出版社 1400+税 216.3月 916 

2004年スマトラ沖地震。ＮＧＯのボランティアとしてタイにやってきた久美は、現地のムアイ・ギップと教育支援ＮＧＯ「マレットファン」を

立ち上げる。子どもたちの笑顔が未来を作るという願いを形にしていくエネルギーと行動力に、生きる力を教えられます。 

３ 

 
しぜんのひみつ写真館６ 

ぜんぶわかる！イネ 
内山 りゅう ポプラ社 2000+税 2016.4月 616 

毎日食べているお米。そのお米を作ってくれるイネについて徹底解析した１冊。育つ過程はもちろん、花や実につ

いてなど知らなかった情報がたくさん！！ 

４ 

 
名画で遊ぶ あそびじゅつ！ 

―世界の楽しい美術めぐりー 
エリザベート・ランビリー ロクリン社 2000+税 2016.4月  

名画を細かく見てみると、新しい発見やいろいろな見方が生まれてくるはずです。そんな、遊び感覚でみる美術鑑

賞本。 

５ 

 
いのちをつなぐ犬 

夢乃丞物語 
佐藤 真澄 静山社 1200+税 2016.4月  

捨てられて殺処分されそうになっていた夢之丞。おくびょうでビビリな犬だけど、作さんの訓練を受け立派な災害

救助犬になるまでの物語。 

６ 

 
世の中への扉 

義足でかがやく 
城島 充 講談社 1200+税 2016.3月 916 

生まれつきだったり、病気や事故だったりで足を失った人たちを支える人たちがいます。義足を仲立ちにして不安

や絶望を乗りこえ、輝く日々のページを開いているたくさんの例が紹介されています。 

７ 
 春風亭一乃輔の おもしろ落語 春風亭一之輔 小学館 1500+税 2016.4月  

昔からある古典落語の中から七つ紹介されている落語本。絵も和風で おもしろさをきわだたせます。 

８ 

 クマと家出した少年 ニコラ・デイビス さ・え・ら書房 1300+税 2016.3月 933 

インドのカンダラー族は、クマ使いの一族として生計を立ててきた。しかし少年ザキは２匹の子グマをどうしても野生に返し、自分も笛吹きの

道に進みたくてクマを連れて家出をします。伝統的な生活の仕方、動物愛護、個人の人生など、考えさせられる物語です。 

９ 

 
文学の森 

ケンガイにっ！！ 
髙森 美由紀 フレーベル館 1400+税 2016.３月 913 

弟の死は自分のせいだと罪の意識からネットの世界に逃げる兄、俊。このままだとマズイと思った両親は、スマホ

がケンガイになるおばあちゃんの家に俊を１人で預けます。さて、どうなる？ 

10 

 旅のお供はしゃれこうべ 泉田 もと 岩崎書店 1300+税 2016.4月 913 

一代で店を築きあげた父の跡継ぎはとても無理～自分に自信が持てない気弱な総一郎が出会ったのは、なんとおし

ゃべりな「しゃれこうべ」だった。 



11 

 
めざせスペシャルオリンピックス・世界大会 

―がんばれ、自閉症の類くん 
沢田 俊子 文研出版 1300+税 2016.4月 916 

３歳の時に自閉症と診断された深津類くん。家族と大好きなお友だちてっちゃんの愛につつまれ、たくさんの困難

をも乗り越え成長していく物語。 

12 

 サバンナを生きるライオンの子ども ガブリエラ・シュテープラー写・文 徳間書店 1800+税 2016.4月 489 

サバンナでたくましく生きるライオンたち。ライオンの子どもたちが厳しい乾季の飢えを生き抜き成長するまでの

姿を迫力ある写真と文で伝えます。 

13 

 
深く、深く掘りすすめ！〈ちきゅう〉 

世界に誇る地球深部探査船の秘密 
山本 省三 くもん出版 1400+税 2016.3月 916 

わたしたちがどうしても行くことのできない地球の内部。でも、自分たちの生きている「地球」を見たいという望みを〈ちきゅう〉はかなえる。その様子をふんだ

んな写真・図を使って説明してくれます。又、調査によって大津波の原因や大昔の微生物が明らかになっていて、知的好奇心がくすぐられます。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１６年５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 

 霧のなかの白い犬 アン・ブース あかね書房 1400+税 2016.3月 933 

白いシェパードの子犬を飼いはじめた祖母に認知症の症状が出て、ジェシーと家族は苦慮する。イギリスに住む少

女が知る祖母の戦争体験と、人としてどうあるべきかを描いた物語。 

２ 

知 

わかって私のハンディキャップ 

5.不安しょうがい 

いつも不安で心配なの 

ルーシー・ウィレッツ 

ポリー・ウエイト 

水澤都加佐／監修 大月書店 1500+税 2016.3月  

6.統合運動しょうがい 

 ぶきっちょとはちがうんだ 

モーリーン・ブーン 

木村 順／監修 

どのようなハンディキャップなのか、どうして欲しいのかをわかりやすく説明している。全 6 巻。「1.ＯＣＤ(強迫

性しょうがい) こだわりからぬけられないの」「2.トゥレット症候群チックは わざとじゃないんだ」「3.摂食しょ

うがい 食べるのがこわい」「4.吃音 言葉がすらすらでないんだ」 

３ 
写 

恋文 

ぼくときつねの物語 
竹田津 実 アリス館 2900+税 2016.4月 480 

道東で獣医をしながらキツネを追いつづけた竹田津さんの集大成。 

４ 

 勇者はなぜ、にげきれなかったのか 田所 真 くもん出版 1400+税 2016.1月 916 

副題は、歴史から考えよう「災害を生きぬく未来」。 

大地震、大津波、火山噴火、土石流を遺跡調査で読み解く。 

５ 
 わたしは樹木のお医者さん 石井 誠治 くもん出版 1400+税 2016.3月 470 

サクラを題材に、樹木医が語る。 

６ 

知 
橋本麻里の美術でたどる日本の歴史 

近世近代 江戸・明治・大正・昭和 
橋本 麻里／編 汐文社 3800+税 2016.3月 210 

江戸前期①には、皿や障壁画の写真があり、どんな時代か説明。他に「琳派」についての説明など、美しい写真と

ともに学べる。「古代」は縄文～平安、「中世」は鎌倉～安土桃山について。全3巻。 

７ 

知 
輪切りで見える！パノラマ世界史 

③海をこえてつながる世界 

羽田 正／監修 

佐治 奈通子／文 

竹永 絵里／絵 

大月書店 3000+税 2016.3月  

1450～1750年を扱う。1450年ごろの世界各地を「社会のしくみ」と「人びとのくらし」にわけて説明。一目でわか

るよう工夫されている。全5巻で、紀元前5000年から2010年までを「輪切り」している。 

８ 

 十三番目の子 
シヴォーン・ダウド 作 

パム・スマイ 絵 
小学館 1300+税 2016.4月  

生まれた時から、十三歳の誕生日に生け贄として捧げられる運命のダーラ。前日になって、生まれて初めてふたご

の兄と悟り、クロウタドリの力で真実を知る。幻想的な、伝説のような物語。絵も一緒に世界を作り上げている。 

９ 
知 ニュース年鑑２０１６ 池上 彰／監修 ポプラ社 3500+税 2016.2月 304 

巻頭特集は「戦後70年はどんな年」。2015年の1月～12月の重大ニュースを順にとりあげた。 

10 
 スポーツ年鑑２０１６  ポプラ社 3500+税 2016.2月 780 

2015年1年間のスポーツニュースを順に紹介。 

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

 



２０１６年５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 

 

 ラ・フォンテーヌ 
ラ・フォンテーヌ 作 

大澤 千加 訳 
洋洋社 1800+税 2016.4月  

１７世紀のフランスの詩人ラ・フォンテーヌの寓話。人生の機微をとらえた教訓が堅苦しくなく動物たちによって

展開される。美しい挿絵もピッタリ。 

 

 少年の名はシルベール 竹宮 惠子 小学館 1400+税 2016.2月  

少年同士の恋愛というタブーを超えた『月と木の詩』。少女マンガの歴史を塗り替えたと言われる作品誕生までの挑

戦の日々や少女マンガ家たちとの交流など半生を綴る。 

 

 戦うハニー 新野 剛志 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1600+税 2016.2月  

私立保育園みつばち園で働くことになった２７歳の男性保育士。女性職場のあれこれ、園児と保護者のアレコレに

振り回される日々を通して、保育園のリアルな現実を見つめる物語。 

 

 「文学部廃止」の衝撃 吉見 俊哉 集英社 760+税 2016.2月  

２０１５年４月、文科大臣から国立大学長宛に届いた「通知」。文系学部の廃止！？とマスコミを賑わわせた話題の

本質を解説し、問い直す。 

 

 まく子 西 加奈子 福音館書店 1500+税 2016.2月  

小学生の慧は大人になりたくないと思っている。彼よりはるかに大人っぽい転校生のコズエが来てから慧の日常は

ざわつき始める。コズエははぜか何でもまきちらすのだ！ 

 

 誰がために鐘を鳴らす 山本 幸久 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1600+税 2016.2月  

廃校間近の高校に通う男子生徒５人が立ち上げたハンドベル部。音楽への関心ではなく、女子校との合同練習会を

夢みて・・・。最後の一年を疾走する青春の輝き！ 

 

 東京ガールズ選挙 長領 超輝 エーキャン 1250+税 2016.3月  

校庭のド真ん中にある樹齢３００年のイチョウ。アイドルの生徒会長は排除の意向。“こじらせぼっち”のいづみは

反対。でも、どうすれば・・・。１８歳選挙の時代に向けた政治エンタメ！ 

 

 眩
くらら

 朝井 まかて 新潮社 1700+税 2016.3月  

「美人画ではかなわない」と葛飾北斎に言わしめた娘の女絵師・葛飾応為。画業と格闘したすざまじいまでの生涯

を描く。 

 

 見る前に跳んだ 倉本 聡 日本経済新聞社 1600+税 2016.4月  

「北の国から」など数多くの作品で知られる脚本家・倉本聡。生い立ちから制作秘話、数多くの名優たちとの交流、

自然保護運動など、巨匠の熱い想いが溢れる自伝。 

 

 ことばおてだまジャグリング 山田 航 文藝春秋 1300+税 2016.4月  

短歌の賞を総なめにしている歌人が案内することばあそびの魅力。回文、早口言葉、しりとり、アナグラム等々、

誰もが楽しめる世界へ誘うエッセイ。 



 

 ボノボとともに 
エリオット・シュレーファ 

ふなと よしこ 訳 
福音館書店 1700+税 2016.5月 933 

コンゴ民主共和国（以前はザイール）を舞台に、ボノボ(人に最も近いといわれるサル)と少女の運命的出会いから、

内乱の中、ボノボを守るための命がけの脱出までをスリリングに描く。 

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

 

２０１６年５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 


