
２０１９年度 （令和元年度） 

        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 ゴリラさん だめです キューライス／作・絵 イースト・プレス 1150  

絵 ほんだな 新井 洋行／作・絵 偕成社 600 726 

絵 かわに くまが おっこちた リチャード・T・モリス／著   岩崎書店 1500  

絵 スノーウィとウッディ ロジャー・デュボアザン／作 好学社 1500  

絵 あな あな はてな はらぺこめがね／作 アリス館 1300  

●小学校・低学年 

絵 いまぼくはここにいる きょうりゅうのサン かさい まり／文 アリス館 1500 913 

絵 おおゆき 最上 一平／作 すずき出版 1400 913 

絵 キリンのあかちゃんが うまれた日 志茂田 景樹／文 ポプラ社 1500 913 

絵 いっぽんの きのえだ コンスタンス・アンダーソン／作 ほるぷ出版 1600  

絵 かぜが ふくふく 田島 征三／作 フレーベル館 1400  

絵 おかしな おきゃくさま ペク・ヒナ／作 学研プラス 1500  

絵 とんでいった ふうせんは ジェシー・オリベロス／文 絵本塾出版 1500  

絵 ともだちになった ミーとチュー ヤン・ホンイン／文 樹立社 1500  

絵 きょうのぼくは  

どこまでだって はしれるよ 

荒井 良二／著 NHK 出版 1600  

絵 せかいいち しあわせな 

クマのぬいぐるみ 

サム・マクブラットニィ／文 徳間書店 1600 933 

●小学校・中学年 

 金の鳥 ブルガリアのむかしばなし 八百板 洋子／文 BL 出版 1600 989 

知 つらら みずとさむさとちきゅうのちから 細島雅代／写真 伊地知英信／文 ポプラ社 1500 451 

絵 ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール／文 さ・え・ら書房 1500 519 

 てがみのひみつ ビーゲン・セン／文 絵本塾出版 1300 913 

絵 すだつ きたの かわせみ 手島 圭三郎／絵・文 絵本塾出版 1700 913 

 大渋滞 いとう みく／作 PHP 研究所 1400 913 

知 めぐみの森 藤原 幸一／文・写真 新日本出版社 1500 468 

 ひをふくやま と あおいぬま 安藤 美紀夫／作 子どもの未来社 1500 913 

 こんどこそは名探偵 杉山 亮／作 偕成社 1000 913 

 ずっとずっと、ともだちだよ・・・ 

病院勤務犬・ミカの物語 

若月 としこ／著 岩崎書店 1300 916 

 

 

 



●小学校・高学年 

 生命のれきし  はじめて読む進化の本 キャサリン・バー他／文 絵本塾出版 2000 416 

絵 ヒロシマ 消えたかぞく 指田 和／著 鈴木六郎／写真 ポプラ社 1650 916 

 手紙  ふたりの奇跡 福田 隆浩／著 講談社 1400 913 

 じいじが迷子になっちゃった 

あなたへと続く家族と戦争の物語 

城戸 久枝／著 偕成社 1600 916 

 読む喜びをすべての人に 

日本点字図書館を作った本間一夫 

金治 直美／文 佼成出版社 1500 916 

 北極と南極の「へぇ～」 

くらべてわかる地球のこと 

中山 由美／文・写真 学研プラス 1400  

 友だちをやめた二人 今井 福子／作 文研出版 1400 913 

 風を切って走りたい！ 

夢をかなえるバリアフリー自転車 

高橋 うらら／著 金の星社 1400 916 

 シャイローと歩く秋 フィリス・R・ネイラー／著 あすなろ書房 1400 933 

 広重の絵本  遠くへてくてく 結城 昌子／構成・文 小学館 1500  

●中学校 

 moja  もじゃ 吉田 桃子／著 講談社 1300 913 

 リスタート ゴードン・コーマン／著 あすなろ書房 1600 933 

 義足と歩む   

ルワンダに生きる日本人義肢装具士 

松島 恵利子／著 汐文社 1500  

絵 父さんはどうしてヒトラーに投票したの？ ディディエ・デニンクス／文 解放出版社 1800 234 

 さわこのじてん 今 美幸・今 佐和子／著 北海道新聞社 1500  

 天を掃け 黒川 裕子／著 講談社 1500 913 

 しずかな魔女 市川 朔久子／作 岩崎書店 1300 913 

知 太陽ってどんな星？ 宮原 ひろ子／作 新日本出版社 1500  

 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作 岩崎書店 1400 973 

 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作 小学館 1500  

●高等学校 

 夢見る帝国図書館 中島 京子／著 文藝春秋 1850 913 

 ぼくはイエローでホワイトで、 

ちょっとブルー 

ブレイディみかこ／著 新潮社 1350 372 

 水辺のブッダ ドリアン助川／著 小学館 1600 193 

 祝祭と予感 恩田 陸／著 幻冬舎 1200 913 

知 我々は生命を創れるのか 

合成生物学が生みだしつつあるもの 

藤崎 慎吾／著 
新書：ブルーバックス 

新潮社 1100 460 

※ 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。 


