
平成 27 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 おおきな３びきゆうえんちへいく クリス・ウォーメル/作・絵 小風 さち/訳 徳間書店 1500 933 

絵 だっこ だっこ だーいすき かみじょう ゆみこ/ぶん 100％ORANGE/え 福音館書店 700 913 

 たかちゃんのはじめてのとこやさん さこ ももみ/さく・え 佼成出版社 1300  

絵 わたしのかさはそらのいろ あまん きみこ/さく 垂石 眞子/え 福音館書店  800 913 

絵 セイウチくんをさがせ！！ スティーブン・サヴェッチ/さく 評論社 1400 933

☆ 小学校・低学年 

絵 おでかけすいぞくかん 阿部 浩志/文 北村 直子/絵 学研教育出版 1400 480 

 だいすきのみかた パンツちゃん 薫 くみこ/作 つちだ のぶこ/絵 ポプラ社 1000 913 

 マララとイクバル  

パキスタンのゆうかんな子どもたち 

ジャネット・ウインター/さく 

道博 愛子/やく 

岩崎書店 1600 930 

知 ハートのはっぱ かたばみ 多田 多恵子/ぶん 広野多珂子/え 福音館書店 900 471 

 三つのまほうのおくりもの ジェイムズ・リオーダン/文 

エロール・ル・カイン/絵 中川 千尋/訳

ほるぷ出版 1600  933 

 ちっちゃなサリーはみていたよ 

   ひとりでもゆうきをだせたなら 

ジャスティン・ロバーツ/ぶん 

クリスチャン・ロビンソン/え 中井 はるの/訳 

岩崎書店 1400 930 

絵 みずたまのたび アンヌ・クロザ/さく こだましおり/やく 西村書店 1300 953 

知 うちゅうへいこう！  

わかたせんちょうからのことば 

若田 光一/著・企画 

宇宙航空研究開発機構/著・企画 

世界文化社 1300  

絵 ドングリ・ドングラ コマヤスカン/作 くもん出版 1200 913 

絵 トヤのひっこし イチンノロブ・ガンバートル/文 

バーサンスレン・ボロルマー/絵 津田 紀子/訳 

福音館書店 1500 929 

☆ 小学校・中学年 

絵 ソフィーのやさいばたけ ゲルダー・ミューラー/作 ふしみみさを/訳 BL 出版 1700 953 

 七夕の月 佐々木 ひとみ/作 小泉るみ子/絵 ポプラ社 1000 913 

 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 1400  

 トイレをつくる 未来をつくる 会田 法行/写真・文 ポプラ社 1500 916 

 ぼくはうちゅうじん 中川 ひろたか/ぶん はたこうしろう/え アリス館 1400 913 

 マララさんこんにちは 

   世界でいちばん勇敢な少女へ 

ローズマリー・マカーニーニ/文 

西田 佳子/訳 

西村書店 1200 933 

 先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子/作 佐藤 真紀子/絵 童心社 1100 913 

 ないしょにかんぱい！ 宮川 ひろ/作 小泉 るみ子/絵 童心社 1100 913 

知 光るいきもの 陸のいきもの 大場 裕一/著 宮武 健仁/写真 くもん出版 1400 460 



 世界一のパティシエになる！ 

   ケーキ職人辻口博啓ものがたり 

輔 老心/著 岩崎書店 1300 916 

☆ 小学校・高学年 

 星のこども 川島 えつこ/作 はたこうしろう/絵 ポプラ社 1300 913 

 まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ ちひろ/作 偕成社 1300 913 

 北国からの動物記⑦  タヌキ 竹田津 実/文・写真 アリス館 1400 480 

 金色のキャベツ 堀米 薫/著 佐藤真紀子/絵 そうえん社 1200 913 

 お米の魅力をつたえたい！ 

  米と話して３６５日 

谷本 雅治/著 

こぐれ けんじろう/絵 

文溪堂 1300 913 

 捨て犬 その命の行方 

  救われたがけっぷち犬のその後の物語 

今西 乃子/文 

浜田 一男/写真 

学研教育出版 1300  

 大津波のあとの生きものたち 永幡 嘉之/写真・文 少年写真新聞社 1400 468 

 かぐや姫のおとうと 広瀬 寿子/作 丹地 陽子/絵 国土社 1300 913 

 きずなを結ぶ震災学習列車 

  三陸鉄道 未来へ 

堀米 薫/文 佼成出版社 1500 916 

 おじいちゃんが孫に語る戦争 田原 総一朗/作 下平けーすけ/絵 講談社 1300 913 

☆ 中学校   

 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/作 岩崎書店 1300 913 

 ABC！  曙第二中学校放送部 市川 朔久子/著 講談社 1500 913 

 ブロード街の 12 日間 デボラ・ホブキンソン/著 千葉 茂樹/訳 あすなろ書房 1500 933 

 ぼくと象のものがたり リン・ケリー/作 若林 千鶴子/訳 すずき出版 1600  

 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/著 金の星社 1300 916 

知 おいしい“つぶつぶ ”穀物の知恵 

ゲッチョ先生の穀物コレクション 

盛口 満/文・絵 少年写真新聞社 1800 471 

 きみ江さん  ハンセン病を生きて 片野田 斉/著 偕成社 1600  

 あまねく神竜住まう国 荻原 規子/作 徳間書店 1600 910 

 ラオス 山の村に図書館ができた 安井 清子/著 福音館書店 1500 916 

 東京駅をつくった男 

日本の近代建築を切り開いた辰野金吾 

大塚 菜生/著 くもん出版 1400 916 

☆ 高等学校 

 ふたつのしるし 宮下 奈都/著 幻冬舎 1300  

 アフガニスタン ぼくと山の学校 長倉 洋海/著 かもがわ出版 2000  

 椿説弓張月  私家本 平岩 弓枝/著 新潮社 1600  

 ナショナリズムをとことん考えてみたら 春香 クリスティーン/著 PHP 研究所 780 新書

 赤いペン 澤井 美穂/作 中島梨絵/絵 フレーベル館 1400  

 
※ 知・・・知識の本  絵・・・絵本 

※ 分類は作品に記載されているもの 

※ 価格は税抜き本体価格 

 

 「夏休みにおすすめする本」は、「月のリスト」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のホームページをご覧下さい。 


