
平成 28 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 ぼくのいちにちどんなおと？ 山下洋輔／文 むろまいこ／絵 福音館書店 1400 913 
絵 となりのイカン 中山千夏／文  長谷川義史／絵 ハモニカブックス 1400 913 
絵 どこかでだれかがねむくなる メアリー・リン・レイ／詩   福音館書店 1400 931 

絵 うさぎのニコラス オーレ・リソム／作 好学社 1400  

絵 みみずくのナイトとプードルのデイ ロジャー・デュボアザン／作 ロクリン社 1500  

 

☆小学校・低学年 

絵 ちっちゃいさん イソール／作  講談社 1500 726
絵 ソーニャのめんどり フィービー・ウォール／作 くもん出版 1400 933
絵 とびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス／文 あすなろ書房 1600 596
絵 ぼくはひまわり ヒラリー・ロビンソン／文 絵本塾出版 1300 933
絵 トンチンさんはそばにいる さえぐさひろこ／作 童心社 1000 978
絵 きょうはそらにまるいつき 荒井良二／著 偕成社 1400 726
絵 おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ／作 すずき出版 1500 933
知 ねこってこんなふう？ ブレンダン・ウェンツェル／作 講談社 1500 726
絵 とびっきりのともだち エイミー・ヘスト／文 BL 出版 1400 933
絵 けもののにおいがしてきたぞ ミロコマチコ／作・絵 岩崎書店 1600 913
 

☆小学校・中学年 

 警察犬になったアンズ 鈴木博房／著 岩崎書店 1300 916
絵 ひまなこなべ  アイヌのむかしばなし 萱野 茂／著 どいかや／絵 あすなろ書房 1400 929
 こどものとうひょう おとなのせんきょ かこさとし／著 復刊ドットコム 1600  

  ドアのノブさん 大久保雨咲／作 ニシワキタダシ／絵 講談社 1400 913
 ペットのきんぎょがおならをしたら……？ マイケル・ローゼン／作 徳間書店 1200 933
絵 クリスマスイヴの木 デリア・ハディ／文 BL 出版 1600 933
知 世界のどうぶつ絵本 前田まゆみ／作 あすなろ書房 1600 480 

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
知 なんでも日本一 あっぱれ！ グループ・コロンブス／構成 講談社 1500 337
知 恐竜は今も生きている 富田京一／著 ポプラ社 1300 457
 

 

 



☆小学校・高学年 

 レシピにたくした料理人の夢 百瀬しのぶ／文 汐文社 1400 916
 転んでも大丈夫  ぼくが義足を作る理由 臼井二美男／著 ポプラ社 1200 916
 これから戦場に向かいます 山本美香／写真・文 ポプラ社 1600 916
 いつも心の中に 小手毬るい／作 金の星社 1300 913
 あかりさん、どこへ行くの？ 近藤尚子／作 フレーベル館 1300 913
 君の話をきかせてアーメル ニキ・コーンウェル／作 文研出版 1400 933
 世界一のランナー エリザベス・レアード／作 評論社 1450 933
 零戦パイロットからの遺言 半田 滋／著 講談社 1200 916
 ぼくたちのリアル 戸森しるこ／著 講談社 1300  

 もしも地球がひとつのリンゴだったら デビッド・J・スミス／文 小峰書店 1500 933
 

☆中学校 

 駅 鈴 （はゆまのすず） 久保田香里／作 くもん出版 1600 913
 キミがくれた希望のかけら セアラ・ムーア・フィッツジェラルド／作 フレーベル館 1400 949
 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江優子／著 講談社 1400 913
 ミスターオレンジ トゥルース・マティ／作 朔北社 1500 933
 知里幸恵物語 金治直美／著 PHP 研究所 1400 916
 生命の始まりを探して僕は生物学者になった 長沼 毅／著 河出書房新社 1300  

 いい人ランキング 吉野万理子／著 あすなろ書房 1400 913
 ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリー／作 ほるぷ出版 1500 933
 王様に恋した魔女 柏葉幸子／著 講談社 1400 913
 いとの森の家 東 直子／著 ポプラ社 1400 913
 

☆高等学校 

 植物はなぜ動かないのか 稲垣栄洋／著 筑摩書房 820  

 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G・イトゥルベ／著 集英社 2200  

 ハリネズミの願い トーン・テレヘン／著 新潮社 1300  

 陸 王 池井戸 潤／著 集英社 1700  

 私のスポットライト 林 真理子／著 ポプラ社 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。 


