
2019 年度 （令和元年度） 

        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 おおかみのこがはしってきて 寮 美千子／文 ロクリン社 1700  

絵 いき 中川 ひろたか／作 アリス館 1400 913 

絵 ぞうのヘンリエッタさん リズ・ウォン／作・絵   岩崎書店 1400 933 

絵 えんふねにのって ひがし ちから／作 BL 出版 1300 913 

絵 あまがえるのかくれんぼ たての ひろし／作 世界文化社 1200  

 

☆小学校・低学年 

絵 アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード／文 徳間書店 1500 933 

絵 ジャックのどきどきモンスター サム・ズッパルディ／作 光村教育図書 1400 933 

絵 いまのわたしにできること リサ・パップ／作 WAVE 出版 1400 933 

絵 たいよう １０００おくにひとつのたいせつなほし ステイシー・マカナルティー／原作 小学館 1400  

知 しぜんにタッチ！ たべたら うんち！ 大久保 茂徳／監修 ひさかたチャイルド 1300 468 

 よわむしトトといのちの石 如月 かずさ／作 講談社 1200 913 

絵 ソフィー、がっこうへいく パット・ジトロー・ミラー／文 光村教育図書 1400 933 

 やぎこ先生いちねんせい ななもり さちこ／文 福音館書店 1700 913 

絵 おにいちゃんとぼく ローレンス・シメル／文 光村教育図書 1200 963 

知 イワシ  むれでいきるさかな 大片 忠明／作 福音館書店 900 487 

 

☆小学校・中学年 

知 昆虫の体重測定 吉谷 昭憲／文・絵 福音館書店 1300 486 

絵 まなぶ 長倉 洋海／文・写真 アリス館 1400 916 

絵 ぼんやきゅう 指田 和／文 ポプラ社 1300 913 

絵 ソフィーのくだものばたけ ゲルダ・ミューラー／作 BL 出版 1700 953 

 魔女のレッスンはじめます 長井 るり子／作 出版ワークス 1400  

 おれからもうひとりのぼくへ 相川 郁恵／作 岩崎書店 1200 913 

 本屋さんのルビねこ 野中 柊／作 理論社 1400 913 

 シャンシャンと上野動物園パンダ物語 高橋 うらら／文 フレーベル館 1380 916 

 佐藤初女物語 おむすびに心をこめて あんず ゆき／著 PHP 研究所 1400 916 

絵 わたしをわすれないで ナンシー・ヴァン・ラーン／作 マイクロマガジン社 1500 933 

 

 

 

 



☆小学校・高学年 

 少女は森からやってきた 小手鞠 るい／著 ＰＨＰ研究所 1400 913 

知 ようこそ！葉っぱ科学館 多田 多恵子／写真・文 少年写真新聞社 1500 468 

 夕焼け色のわすれもの たかの けんいち／作 講談社 1400 913 

知 くまくらべ  世界のくまをくらべてみよう！ ケイティ・ヴィガーズ／作 東京書店 1380  

 モノ・ジョーンズとからくり本屋 シルヴィア・ビショップ／作 フレーベル館 1400 933 

 チギータ 蒔田 浩平／作 ポプラ社 1300 913 

絵 えほん 東京 小林 豊／作・絵 ポプラ社 1500 913 

 竜之介先生、走る！ 

熊本地震で人とペットを救った動物病院 

片野 ゆか／作 ポプラ社 1400 916 

知 ナマコ天国 本川 達雄／作 偕成社 1600 483 

知 日本カエル探検記 減っているってほんと！？ 関 慎太郎／写真・文 少年写真新聞社 1600 487 

 

☆中学校 

知 国谷裕子と考える SDGｓがわかる本 国谷 裕子／監修 文渓堂 4500 360 

知 ことばハンター 国語辞典はこうつくる 飯間 浩明／著 ポプラ社 1200 916 

 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス／作 徳間書店 1500 933 

 ヴンダーカンマー  ここは魅惑の博物館 樫崎 茜／著 理論社 1400 913 

 世界のいまを伝えたい 久保田 弘信／著 汐文社 1500 916 

 脱・呪縛 鎌田 實／著 理論社 1300 914 

 おじいちゃんの大脱走 ディヴィッド・ウォリアムズ／作 小学館 1600  

 徳治郎とボク 花形 みつる／著 理論社 1400 913 

知 クジラのおなかからプラスチック 保坂 直紀／著 旬報社 1400  

 太陽ときみの声 明日の、もっと未来
さ き

へ 川端 裕人／作 朝日学生新聞社 1200  

 

☆高等学校 

 ヴィオラ母さん 

私を育てた破天荒な母・リョウコ 

ヤマザキ マリ／著 文藝春秋 1300  

 本と鍵の季節 米澤 穂信／著 集英社 1400 913 

 思いつきで世界は進む 

―「遠い地平、低い視点」で考えた５０のこと 

橋本 治／著 筑摩書房 

（ちくま新書） 

780  

 よたんぼう 桂 歌蔵／著 KADOKAWA 1600 913 

知 アイヌ文化で読み解く 

「ゴールデンカムイ」 

中川 裕／著 集英社 

（集英社新書） 

900  

※ 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。 


