
                                        

平成 25 年度  夏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 なりたいものだらけ ジュリー・スピネッリ／作 

ジミー・リャオ／絵 

すずき出版 1600 933 

 

絵 よいこは もうねるじかん 高畠じゅん子／さく 

高畠純／え 

BL 出版 1300 913 

絵 おてらのつねこさん やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 1100 913 

 ももんちゃん し～ とよたかずひこ／作・絵 童心社 800 913 

絵 ライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ ブロンズ新社 1400  

 

☆小学校・低学年 

絵 マルマくん かえるになる 片山令子／文  

広瀬ひかり／銅販画 

ブロンズ新社 1400  

 とっておきの標語 村上しいこ PHP 研究所 1100 913 

 バナナのはなし 伊沢尚子 福音館書店 900 479 

 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 1400  

 くつがいく 和歌山静子 童心社 1300 913 

 ちいさな はくさい くどうなおこ／さく 

ほてはま たかし／え 

小峰書店 1400 913 

 雨がしくしくふった日は 森絵都 講談社 1000 913 

 シバ犬のチャイ あおきひろえ／文 

長谷川義史／絵 

BL 出版 1300 913 

絵 ぼくだよ ぼくだよ きくちちき 理論社 1500 913 

 ずっと まもっているよ メアリーアン・フレイザー 福音館書店 1300 480 

  

☆小学校・中学年 

 ペンギン、長崎の海を飛ぶ あんばゆき／文 フレーベル館 1200 916 

 ドラゴンのなみだ 佐々木ひとみ／作 吉田尚令／絵 学研教育出版 1300 913 

 じいちゃんの森 小原麻由美／作 黒井健／絵 PHP 研究所 1300 913 

 ぼくはニコデム アニエス・ラロッシュ／文 光村教育図書 1300 953 

知 島の自由研究～町のまわりで観察 春夏 吉野俊幸／写真 寒竹孝子／文 アリス館 2600 488 

絵 ハンヒの市場めぐり カン・ジョンヒ／作 光村教育図書 1400 929 

知 チョウのはなし ダイアナ・アストン／文 ほるぷ出版 1500 933 



知 イソギンチャクのふしぎ 楚山いさむ／文・写真 ポプラ社 1200 483 

絵 つなみてんでんこ 走れ、上へ 指田和／文 伊藤秀男／絵 ポプラ社 1300 916 

 いつか帰りたいぼくのふるさと 大塚敦子／文・写真 小学館 1500  

 

☆小学校・高学年 

 夜の学校 田村理江 文研出版 1400 913 

 ガチャガチャ☆ GOTCHA！  

～カプセルの中の神さま 

宮下恵茉 朝日学生新聞社 1000  

 暗やみの中のきらめき マイヤリーサ・ディークマン 汐文社 1500  

 マリアンは歌う パム・ムニョス・ライアン 光村教育図書 1600 933 

 ストグレ！ 小川智子 講談社 1400 913 

 パンプキン・ロード 森島いずみ 学研教育出版 1300 913 

 犬と人をつなぐ 井上こみち 学研教育出版 1300 916 

 林業少年 堀米薫 新日本出版社 1500 913 

 北限の稲作にいどむ 

 “百万石を、夢みた男”中山久蔵物語 

川嶋康男 農文協 1300  

 みっくん、光のヴァイオリン こうやまのりお 佼成出版社 1500 916 

 

☆中学校 

絵 チェロの木 いせひでこ 偕成社 1500 726 

 砂の上のイルカ ローセン・セントジョン あすなろ書房 1600 933 

 オレたちの明日に向かって 八束澄子 ポプラ社 1400 913 

 チャーシューの月 村中李衣 小峰書店 1500 913 

 発電所のねむるまち マイケル・モーパーゴ あかね書房 1200 933 

 沈黙の殺人者 ダンディー・デイリー・マコール 評論社 1600 933 

 カフェ・デ・キリコ 佐藤まどか 講談社 1300 913 

 カントリー・ロード 阪口正博 BL 出版 1400 913 

 希望の学校 新・生きのびるために デボラ・エリス さ･え･ら書房 1500 933 

 オフカウント 筑井千枝子 新日本出版社 1500 913 

 

☆高等学校 

 エンジェル フライト 佐々涼子 集英社 1500  

 幕が上がる 平田オリザ 講談社 1300  

 七帝柔道記 増田俊也 角川書店 1800  

 近代秀歌 永田和宏 岩波書店（新書） 820  

 遠野物語 remix 柳田國男 京極夏彦 角川書店 1400  

※ 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協会ホームページをご覧ください。 

 


