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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 ことりのおそうしき マーガレット・ワイズ・ブラウン/文 あすなろ書房 1400  

絵 たんぼレストラン はやし ますみ/作・絵 ひかりのくに 1300 726 

絵 あったかいな くすのき しげのり/作  廣済堂あかつき 1600 913 

絵 おじょらぽん はせがわ せつこ/文  福音館書店  800 913 

絵 ゆめみるひつじのおくりもの 刀根 里衣/絵・文 小学館 1300  

☆ 小学校・低学年 

絵 ひろったらっぱ 新美 南吉/作  新樹社 1300 913 

知 ウミガメものがたり 鈴木 まもる/作・絵 童心社 1500 487 

絵 とんでもない  鈴木 のりたけ/作・絵 アリス館 1500  913 

知 いえができるまで 砺波 周平/取材・構成・写真 ひさかたチャイルド 1300 527 

絵 あしたがすき 

釜石「こすもす公園」きぼうの壁画ものがたり 

指田 和/文  ポプラ社 1300   916 

絵 まかしとき くすのき しげのり/作  フレーベル館 1300 913 

絵 きょうはかぜでおやすみ パトリシア・マクラクラン/ぶん  大日本図書 1400 933 

知  地球のみえないところを 

   のぞいてみたら 

てづか あけみ/さく・え PHP研究所 1300 440 

絵 うめじいのたんじょうび かがくい ひろし/作 講談社 1400 726 

 しゅくだい大なわとび 福田 岩緒/作・絵 PHP研究所 1100 913 

☆ 小学校・中学年 

絵 いそあそびしようよ！ はたこうしろう/作・絵 奥山英治/作 ほるぷ出版 1300 913 

絵 オオサンショウウオみつけたよ にしかわ かんと/ぶん  福音館書店 1400 481 

知 北をめざして 動物たちの大旅行 ニック・ドーソン/作  福音館書店 1600 468 

 彼岸花はきつねのかんざし 絵本 朽木 祥/作  学研プラス 1500 913 

 ２分の１成人式 井上 林子/著  講談社 1300 913 

 お昼の放送の時間です    乗松 葉子/作  ポプラ社 1200 913 

 のはらキッチンへぜひどうぞ 

おしごとのおはなしコックさん 

まはら 三桃/作 講談社 1100 913 

 ぼくらのウソテレビ ねじめ 正一/作  くもん出版 1200 913 

  このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 1400  

絵 世界のどうぶつ絵本   前田 まゆみ/作 あすなろ書房 1600 480 

 

 

 



☆ 小学校・高学年 

 茶畑のジャヤ 中川 なをみ/作 すずき出版 1500  

 自転車少年 （チャリンコボーイ） 横山 充男/著 くもん出版 1500 913 

 ここで土になる 大西 暢夫/著 アリス館 1400 480 

 二日月 （ふつかづき） いとう みく/作 そうえん社 1300 913 

 戦火の三匹  ロンドン大脱出   ミーガン・リクス/作 徳間書店 1600 933 

 ガラスのベーゴマ   槿 なほ/作 朝日学生新聞社 1200  

 空から宝ものが降ってきた！ 

雪の力で未来をひらく 

伊藤 親臣/著 旬報社 1500 451 

 天国にとどけ！ホームラン 

３・１１を乗りこえて、バッティングセンターを作った父子の物語 

漆原 智良/文 小学館 1400  

 マレットファン  夢のたねまき   村中 李衣/作 新日本出版社 1400 913 

 ハーネスをはずして  

北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと 

辻 恵子/著 あすなろ書房 1300 916 

☆ 中学校   

 夜間中学へようこそ 山本 悦子/作 岩崎書店 1500 913 

 テオの「ありがとう」ノート  クロディーヌ・ル・グィック＝プリエト/著 PHP研究所 1400 953 

 小やぎのかんむり 市川 朔久子/著 講談社 1400 913 

 〈１０秒００の壁〉を破れ！ 

陸上男子１００ｍ 若きアスリートたちの挑戦 

高野 祐太/著 講談社 1200 916 

 ちいさなちいさなベビー服 八束 澄子/作 新日本出版社 1400 913 

 霧のなかの白い犬 アン・ブース/著 あかね書房 1400 933 

 光を失って心が見えた  

全盲先生のメッセージ 

新井 淑則/著 金の星社 1400 916 

 すぐそこに、カヤネズミ 

身近にくらす野生動物を守る方法 

畠 佐代子/著 くもん出版 1400 460 

 よみがえれアイボ 

ロボット犬の命をつなげ 

今西 乃子/著 金の星社 1400 916 

 魔法が消えていく・・・・・・ サラ・プリニース/著 徳間書店 1600 933 

☆ 高等学校 

 少年の名はジルベール 竹宮 恵子/著 小学館 1400  

 「文系学部廃止」の衝撃 吉見 俊哉/著 集英社 760 新書 

 戦うハニー   新野 剛志/著 KADOKAWA 1600  

 東京ガールズ選挙 

こじらせ系女子高生が生徒会長を目指したら 

長嶺 超輝/著 ユーキャン学び出版 1250  

 眩 （くらら） 朝井 まかて/著 新潮社 1700  

 

 

 「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。 

※ 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 


