
平成２６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 すすめきゅうじょたい 竹下 文子／文  鈴木 まもる／絵 金の星社 1200 726 

絵 あめあめぱらん 木坂 涼／文    松成 真理子／絵 のら書店 1300 913 

 おめでとうくまちゃん シャーリー・バレントー／文 

デイヴィッド・ウォーカー／絵 

岩崎書店 1100 930 

 ドロシーとまほうのえのぐ デニス&アラン・トレ／作・絵 PHP研究所 1300 933 

 うそだあ！ サトシン／作 山村 浩二／絵 文溪堂 1300 913 

☆小学校・低学年 

 このてはあなたのために ダイアン・アダムズ／文 

ペイジ・カイザー／絵 

評論社 1200 933 

絵 へいわってすてきだね 安里 有生／詩 長谷川 義史／画 ブロンズ新社 1400 726 

絵 そうちゃんはおこってるんだもん 筒井 頼子／文 渡辺 洋二／絵  福音館書店 1300 726 

知 ちいさなちいさな 

めにみえないびせいぶつのせかい 

ニコラ・ディビス／文 

エミリー・サットン／絵 

ゴブリン書房 1500 465 

絵 クレヨンからのおねがい！ ドリュー・ディウォルト／文 

オリヴァー・ジェファーズ／絵 

ほるぷ出版 1500 933 

 

絵 ピーター バーナデット・ワッツ／作 BL出版 1600 933 

絵 ちきばんにゃー きくち ちき／作 学研教育出版 1300 913 

絵 ええことするのはええもんや！ くすのき しげのり／作 

福田 岩緒／絵 

えほんの杜 1200 913 

 あげます 浜田 桂子／作 ポプラ社 1300 913 

 ゆきがくれたおくりもの リチャード・カーティス／文 

レベッカ・コッブ／絵 

ポプラ社 1480 933 

☆小学校・中学年 

知 動物たちのビックリ事件簿 ３ 

  実りの秋のごちそうバトル 

宮崎 学／写真・文 農文協 2400 480 

知 動物たちのビックリ事件簿 ４ 

  冬にみつかるおもしろサイン 

宮崎 学／写真・文 農文協 2400 480 

 ゴールデンタイム さよならテレビくん 稲葉 卓也/原作-絵 長谷川 義文/文 白泉社 1400  

  ゆいはぼくのおねえちゃん 朝比奈 蓉子／作 江頭 路子／絵  ポプラ社 1000 913 

絵  よかったね、カモのおちびちゃん エヴァ・ムーア／文  

ナンシー・カーペンター／絵 

BL出版 1500 933 

絵 ライオンのひみつ マーガレット・ワイルド／文 

リトバ・・ボウティラー／絵 

国土社 1400 933 

絵 北加伊道 松浦武四郎のエゾ地探検 関屋 敏隆／文・型染版画 ポプラ社 1600 913 

 



絵 うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき まり／文  

すがい ひでかず／絵 

福音館書店 1300 480 

絵 ひみつのかんかん 花山 かずみ／作 偕成社 1200 726 

 ツリークライミングはぼくの夢 

  ジョン・ギャスライト～木のぼりにかけた人生～ 

あんず ゆき／文 佼成出版社 1500 916 

☆小学校・高学年 

 ロード  ―キャンピングカーは北へ 山口 理／作 文研出版 1300 913 

 ブルーとオレンジ 福田 隆浩／著 講談社 1300 913 

 あしたも、さんかく  毎日が落語日和 安田 夏菜／著 講談社 1300 913 

絵 希望の牧場 森 絵都／作 岩崎書店 1500 913 

 マッサンとリタ 川嶋 康男／著 汐文社 1400 916 

 ワカンネークエスト  わたしたちのストーリー 中松 まるは／作 童心社 1500 913 

 動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡 昌江／文 学研教育出版 1400 916 

 ぼくが見た太平洋戦争 宗田 理／著 PHP研究所 1150  

 光と音のない世界で 

 盲ろうの東大教授 福島智物語 

池田 まき子／著 岩崎書店 1400 916 

 アヤカシさん 富安 陽子／作 福音館書店 1400 913 

☆中学校 

 時速 47 メートルの疾走 吉野 万里子／著 講談社 1400  

 ユキとヨンホ  白磁にみせられて 中川 なをみ／作 新日本出版社 1500 913 

 ナックの声が聞きたくて！ 

“スーパー・ベルーガ”にことばを教えるイルカ博士 

村山 司／著 講談社 1200 916 

 風 味【さんじゅうまる】 まはら 三桃／著 講談社 1400 913 

 夏の朝 本田 昌子／著 福音館書店 1700 913 

 母さんが消えた夏 キャロライン・アンダーソン／著 講談社 1400 933 

 いのちの花  

捨てられた犬と猫の魂を花に変えた私たちの物語 

向井 愛実／著 WAVE出版 1100 913 

 よみがえる二百年前のピアノ 佐和 みずえ／著 くもん出版 1400  

 わたしの心のなか シャロン・M・ドレイパー／作 すずき出版 1400  

 ガ マ  遺品たちが物語る沖縄戦 豊田 正義／著 講談社 1300 916 

☆高等学校 

 野生の猛禽を診る 獣医師・齊藤慶輔の 365日 齊藤 慶輔 ／著 北海道新聞社 1667  

 本屋さんのダイアナ 柚木 麻子／著 新潮社 1300  

 ロボコン イケてない僕らのイカした特別授業 ニール・バスコム／著 集英社 1800  

 猟師の肉は腐らない 小泉 武夫／著 新潮社 1400  

 かたづの！ 中島 京子／著 集英社 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。 


