
平成 25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 すなばのスナドン 宇治勳／作・絵 文渓堂 1300 913 

絵 カラスのスッカラ 石津ちひろ／作   猫野ぺすか／絵 佼成出版社 1300 913 

 かぜフーホッホ 三宮麻由子／ぶん  斉藤俊之／え 福音館書店 800 913 

絵 ぼくのおおじいじ ｽﾃｨﾊﾞﾝﾇ／さく  ふしみみさを／やく 岩崎書店 1300 950 

絵 いちごさんがね・・ とよたかずひこ／さく・え 童心社 850 596 

 

☆小学校・低学年 

絵 わたしのすてきなたびする目 ｼﾞｪﾆｰ･ｽｰ､ｺｽﾃｷ=ｼｮｰ／さく  

美馬しょうこ／やく 

偕成社 1600 726 

 けしゴムのゴムタとゴムゾー かとうまふみ／作 BL 出版 1300 913 

知 もしも宇宙
う ち ゅ う

でくらしたら 山本省三／作  WAVE 出版 1300 538 

 どこかいきのバス 井上よう子／作  くすはら順子／絵 文研出版 1200 913 

絵 おにいちゃんといもうと ｼｬｰﾛｯﾄ･ｿﾞﾛﾄｳ／文 

おーなり由子／訳  はたこうしろう／絵 

あすなろ書房 1200 933 

 

絵 それならいいいえありますよ 澤野秋文／作 講談社 1400 726 

 ちょうちょ 江國香織／文   松田奈那子／絵 白泉社 1400  

絵 おつきさんのぼうし 高木さんご／文  黒井健／絵 講談社 1400 726 

 すすめ！近藤くん 最上一平／作  かつらこ／絵 WAVE 出版 1100 913 

絵 はるをはしるえぞしか 手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 1700 913 

 

☆小学校・中学年 

 キタキツネのおかあさん 竹田津実／文・写真 福音館書店 1300 489 

知 そらのうえ うみのそこ 大橋慶子／絵 TO ブックス 1500 726 

 つなのうえのミレット ｴﾐﾘｰ･A･ﾏｯｶﾘｰ／作・絵  津森優子／訳 文溪堂 1500 933 

  わたしには夢がある ﾏｰﾃｨﾝ･ﾙｰｻｰ･ｷﾝｸﾞ･ｼﾞｭﾆｱ／文  

ｶﾃﾞｨｰﾙ･ﾈﾙｿﾝ／絵 さくまゆみこ／訳 

光村教育図書 1500 933 

 キツネにもらったたからもの 西村豊／著  鶴田敏子／ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｲﾗｽﾄ アリス館 1400 913 

 走る動物病院 佐和みずえ／著   佐藤まりこ／ｲﾗｽﾄ 汐文社 1400  

知 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひで／さく 福音館書店 1400 460 

知 ガラパゴス ｼﾞｪｲｿﾝ･ﾁﾝ／作  福岡伸一／訳 講談社 1500 726 

 ふたつの勇気   山本省三／文  夏目尚吾／絵 学研教育出版 1300 916 

 



 おかし なかがわりえこ／文 やまわきゆりこ／絵 福音館書店 1300 933 

 

☆小学校・高学年 

 ホッキョクグマが教えてくれたこと 寺沢孝毅／著  あべ弘士／絵 ポプラ社 1200 916 

 キタキツネのおとうさん 竹田津実／文 あべ弘士／絵 福音館書店 1300 489 

知 ソフィー・スコットの南極日記 ｱﾘｿﾝ･ﾚｽﾀｰ／作    斎藤倫子／訳 小峰書店 1500 933 

 カブトムシ山に帰る 山口進／著 汐文社 1400 916 

 夜はライオン 長薗安浩／著 偕成社 1400 913 

 あたしがおうちに帰る旅 ﾆｺﾗ･ﾃﾞｲﾋﾞｽ／作  代田亜香子／訳 小学館 1400  

 笑顔の架け 藤本美郷／文 佼成出版社 1500 916 

 みな また、よみがえる 尾崎たまき／写真・文 新日本出版社 1500 913 

 ぼくは満員電車で原爆を浴びた 米澤鐵志／語り  由井 りょう子／文 小学館  950 916 

 ともだちは、サティー！ 大塚篤子／作  タムラフキコ／絵 小峰書店 1400 913 

 

☆中学校 

 奇跡はつばさに乗って 源和子／著 講談社 1100 916 

 少年口伝隊 一九四五 井上ひさし／著  ヒラノトシユキ／絵 講談社 1300 913 

 捨て犬未来に教わった 27の大切なこと 今西乃子／著 青春出版社 1400  

 ローズの小さな図書館 ｷﾝﾊﾞﾘｰ･ｳｨﾘｽ･ﾎﾙﾄ／作  谷口由美子／訳 徳間書店 1600 933 

 毎日新聞社 記事づくりの現場 深光富士男／文 佼成出版社 1500 916 

 レディが群れに帰るまで 野谷悦子／著 寿郎社 1400  

絵 旅の絵本 Ⅷ 安野光雅／著 福音館書店 1400 913 

 おいでフレック、ぼくのところに ｴｳﾞｧ･ｲﾎﾞｯﾄｿﾝ／著  三辺律子／訳 偕成社 1600 933 

 紙コップのオリオン 市川朔久子／著 講談社 1400 913 

知 キタキツネの十二か月 竹田津実／著 福音館書店 2800  

 

☆高等学校 

 島はぼくらと 辻村深月／著 講談社 1500  

 英国一家、日本を食べる ﾏｲｹﾙ･ﾌﾞｰｽ／著  寺西のぶ子／訳 亜紀書房 1900  

 光秀の定理
レ ン マ

  垣根涼介／著 角川書店 1600  

 とっぴんぱらりの風太郎 万城目学／著 文藝春秋 1900  

 誰も戦争を教えてくれなかった 古市憲寿／著 講談社 1800  

                                         ※ 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。 


