
２０１７年度 （平成２９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 とりかえっこ とりかえっこ ふくだ じゅんこ/文・絵 大日本図書 1300 913

絵 あなのなかには… レベッカ・コッブ/作・絵 フレーベル館 1300 933

絵 きょうりゅうたちが けんかした ジェイン・ヨーレン/文 小峰書店 1400 933

絵 どのはな いちばん すきなはな？ いしげ まりこ/文 福音館書店  800 913

 なつみは なんにでも なれる ヨシタケ シンスケ/作・絵 PHP 研究所 1000 978

☆ 小学校・低学年 

絵 ふたりは バレリーナ バーバラ・マクリントック/作 ほるぷ出版 1500 933

知 オオカミから 犬へ！  

人と犬が なかよしなわけ 

ハドソン・タルボット/作・絵 岩崎書店 1500 933

 バクのバンバン、船にのる ポリー・フェイバー/作 徳間書店 1400 933

知 いろいろ いっぱい 

ちきゅうの さまざまないきもの 

ニコラ・ディビス/文 ゴブリン書房 1500 460

知 こどもの こよみしんぶん グループ コロンブス/構成・文 文化出版局 1500  726

絵 ぼくらの エコー 荒井 良二/著 NHK 出版 1600

絵 うみの としょかん 葦原 かも/作  講談社 1100 913

  カエルのえいゆう サー・リリパッド アンナ・ケンプ/作 フレーベル館 1400 933

 ぼくの草のなまえ 長尾 玲子/作 福音館書店 1100 978

 シマフクロウのぽこ 志茂田 景樹/文 ポプラ社 1380 978

☆ 小学校・中学年 

 こそあどの森の物語 １２ 

水の森の秘密  

岡田 淳/作 理論社 1700 913

知 地球のあゆみ えほん 

      ４６億年のれきし 

山下 美樹/文 PHP 研究所 1600 450

絵 日曜日の小さな大ぼうけん 愛川 美也/作  BL 出版 1300 913

絵 ４２本のローソク 塚本 やすし/作・絵  冨山房インターナショナル 1600

 なきむしに かんぱい！ 宮川 ひろ/作  童心社 1100 913

絵 耳の聞こえないメジャーリーガー 

ウィリアム・ホイ 

ナンシー・チャーニン/文 光村教育図書 1400 933

知 星と星座の ふしぎえほん 大藪 健一/文 PHP 研究所 1600 443

絵 つきよの たけとんぼ 梅田 俊作/作  新日本出版社 1500 913

絵 かっぱ    えほん遠野物語  柳田国男/原作 京極夏彦/文 汐文社 1500 913

 憲法くん 松元 ヒロ/作 講談社 1400 322

 



☆ 小学校・高学年 

 銀杏堂 （ぎんなんどう） 橘 春香/作・絵 偕成社 1600 913

 人と出会う場所  世界の市場 小松 義夫/写真・文 アリス館 1600 384

 スラムにひびく バイオリン スーザン・フッド/作 汐文社 1800

 ぼくらは 鉄道に乗って 三輪 裕子/作 小峰書店 1400 913

 車イスは ともだち 城島 充/著 講談社 1200 916

 調べてみよう 名前のひみつ 

雑草図鑑 

亀田 龍吉/写真・文 汐文社 3200

 香菜と ななつの秘密 福田 隆浩/著 講談社 1300 913

 メキシコへ わたしをさがして パム・ムニョス・ライアン/作 偕成社 1500 933

 あかい自転車 

ビッグ・レッドのながい旅 

ジュード・イザベラ/文 六耀社 1600 933

 あぐり☆サイエンスクラブ：春 

まさかの田んぼクラブ！？ 

堀米 薫/作 新日本出版社 1400 913

☆ 中学校   

 100 時間の夜 アンナ・ウォルツ/作 フレーベル館 1450 949

 僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥/著 ポプラ社 1500 913

 栗山魂 栗山 英樹/著 河出書房新社 1300

 スピニー通りの秘密の絵 L・M・フィッツジェラルド/著 あすなろ書房 1500 933

 ひらけ蘭学のとびら 

『解体新書』をつくった杉田玄白と蘭方医たち 

鳴海 風/著 岩崎書店 1500 913

 101 人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社/編 河出書房新社 1300

 ナビラとママラ 

「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女 

宮田 律/著 講談社 1200 916

知 超巨大ブラックホールに迫る 

「はるか」が創った 3 万 Km の瞳 

平林 久/作 新日本出版社 1500

 エゾユキウサギ、跳ねる 富士元 寿彦/著 北海道新聞社 1500

 わたしたちが 自由になるまえ フーリア・アルバレス/著 ゴブリン書房 1500 933

☆ 高等学校 

絵 ヨーレのクマー 宮部 みゆき/作 KADOKAWA 1500

 みかづき 森 絵都/著 集英社 1850

 空の旅を 科学する 

人工知能が開く！？ 21 世紀の「航空管制」 

伊藤 恵理/著 河出書房新社 1600

 老いる家 崩れる街 

住宅過剰社会の末路 

野澤 千絵/著 講談社  760 新書

 家出ファミリー 田村 真菜/著 晶文社 1600

 

 

 「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 


