
201８年度 （平成３０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 だんごむしのおうち 澤口たまみ／文 福音館書店 900 913 
絵 あのくもなあに？ 富安陽子／文 福音館書店 900 978 

絵 がんばれ！あかいしゃしょうしゃ マリアン・ポター／作   ＰＨＰ研究所 1300  

絵 なくのかな 内田麟太郎／作 童心社 1300 978 

絵 チトくんと にぎやかないちば アティヌーケ／文 徳間書店 1600 978 

 

☆小学校・低学年 

絵 うちゅうはきみのすぐそばに いわやけいすけ／文 福音館書店 1400 978
絵 にゅうどうぐも 野坂勇作／作 福音館書店 900 978
絵 村じゅうみんなで ヒラリー・Ｒ・クリントン／文 徳間書店 1700 978
絵 クマと少年 あべ弘士／作 ブロンズ新社 1500 978
絵 だるまちゃんと かまどんちゃん 加古里子／作・絵 福音館書店 900 978
絵 じてんしゃ のれるかな 平田利之／作 あかね書房 1200 978
絵 ツリーハウスがほしいなら カーター・ヒギンズ／文 ブロンズ新社 1400 978
絵 きのうをみつけたい！ アリソン・ジェイ／作・絵 徳間書店 1800 978
絵 とっても なまえの おおい ネコ ケイティ・ハーネット／作 評論社 1400 978
絵 たったひとつのドングリが 

―すべての いのちを つなぐ― 

ローラ・Ｍ・シェーファー、 

アダム・シェーファー／文 

評論社 1400 978

 

☆小学校・中学年 

 ようこそ！花のレストラン 多田多恵子／写真・文 少年写真新聞社 1500 468
 さがそう！ マイゴノビートル やましたこうへい／作 偕成社 1800 486
 さよなら、おばけ団地 藤重ヒカル／作 福音館書店 1400 913
  ぼくは発明家 

  アレクサンダー・グラハム・ベル 

メアリー・アン・フレイザー／作 廣済堂あかつき 1600 933

 貨物船のはなし 柳原良平／作 福音館書店 1300 683
 春くんのいる家 岩瀬成子／作 文渓堂 1300  

 図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ／作 徳間書店 1300 933
 ゆうびんです ポストです 加古里子／作・絵 復刊ドットコム 1800 913
 パイロットのたまご 吉野万理子／作 講談社 1200 913
 ようこそ ロイド・ホテルへ 野坂悦子／作 玉川大学出版部 1600 230
 



☆小学校・高学年 

 かぶきわらしの義経千本桜 庄司三智子／文・絵 出版ワークス 1800  

 しあわせの牛乳 佐藤慧／著 ポプラ社 1200  

 世界恐竜アトラス エミリー・ホーキンズ／文 徳間書店 2800  

 交響曲「第九」歓びよ未来へ！ 

板東俘虜収容所奇跡の物語 

くすのきしげのり／作 ＰＨＰ研究所 1400  

 もっともっと、速くなれる パラ水泳山田拓朗 沢田俊子／文 新日本出版社 1600  

 ペーパープレーン スティーブ・ワーランド／作 小峰書店 1400  
 よりみち 3 人修学旅行 市川朔久子／著 講談社 1400  

 となりの火星人 工藤純子／著 講談社 1400  

 幽霊屋敷貸します  新装版 富安陽子／作 新日本出版社 1500 913
 ローラとわたし キアラ・Ｖ・セグレ／文 徳間書店 1600 973
 

☆中学校 

 ひかり舞う 中川なをみ／著 ポプラ社 1200 913
 ようこそ難民！ 100 万人の難民がやってきた

              ドイツで起こったこと 

今泉みね子／著 合同出版 1500 913

 こんぴら狗 今井恭子／作 くもん出版 1500 913
 王先輩から清宮幸太郎まで  

早実野球部物語 

中村計／著 講談社 1200 916

 はるかな旅の向こうに エリザベス・レアード／作 評論社 1600 933
 レモンの図書室 ジョー・コットリル／作 小学館 1500  

 かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ、 

マーティン・ギャンダ／著 

ＰＨＰ研究所 1600 936

 満月の娘たち 安東みきえ／著 講談社 1300 913
 よく考えて！説明のトリック 

情報・ニセ科学      縮刷版 

市村均／文 岩崎書店 1200 360

 列車はこの闇をぬけて ディルク・ラインハルト／作 徳間書店 2100 943
 

☆高等学校 

 不死身の特攻兵 

軍神はなぜ上官に反抗したか 

鴻上尚史／著 講談社 880  

 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ／著 文藝春秋 1600  

 隣のずこずこ 柿村将彦／著 新潮社 1500  

 近松よろず始末処 築山桂／著 ポプラ社 1600  

 司法の現場で働きたい！ 

弁護士・裁判官・検察官 

打越さく良・佐藤倫子／編 岩波書店 860  

※ 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 

 

●「夏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。 


