
2020年度 （令和 2年度） 

        夏休みにおすすめする本  

 

 

※ 書   名 著 者 名 出版社 価格 分類 

☆幼児 

知 りんごだんだん 小川 忠博/写真・文 あすなろ書房 1300 613 

絵 ウォッシュバーンさんが 

いえからでない１３のりゆう 

中川 ひろたか/作 文溪堂 1500 913 

絵 ちちゃこいやつ ロブ・ハドソン/作 マイクロマガジン社 1550  

知 １００ 名久井 直子/作 福音館書店 900 913 

絵 すきなことなあに？ 山本 直美/作 エンブックス 1200  

☆小学校・低学年 

 そもそもオリンピック アーサー・ビナード/作 玉川大学出版部 1800 210 

絵 わたしたちの家が火事です ジャネット・ウィンター/文・絵 鈴木出版 1500 726 

 きれいずきのマグスおばさん イーディス・S・ハード/文 大日本図書 1400 933 

絵 死んだかいぞく 下田 昌克/著 ポプラ社 1400 913 

 シェルパのポルパ 

エベレストにのぼる 

石川 直樹/文 岩波書店 1800  

絵 プレストとゼスト リンボランドをいく アーサー・ヨーリンクス/文 岩波書店 1500  

絵 ちいさなしまのだいもんだい スムリティ・P・ホールズ/文 光村教育図書 1500 933 

 ジェンと星になったテリー 草野 あきこ/作 岩崎書店 1000  

絵 まひるのけっとう マヌエル・マルソン/作 光村教育図書 1600 953 

絵 まいごのしにがみ いとう みく/作 理論社 1200 913 

☆小学校・中学年 

絵 富士山にのぼる 石川 直樹/著 アリス館 1400  

絵 九色のしか リン・シュウスイ/文 廣済堂あかつき 1600  

絵 いたずらのすきなけんちくか 安藤 忠雄/原作 小学館 1600  

 ぽかりの木 こうだ ゆうこ/作 学研プラス 1300  

 ぼくと母さんのキャラバン 柏葉 幸子/文 講談社 1400  

 うそつきタケちゃん 白矢 三恵/作 文研出版 1300  

知 ぜんぶわかる！ アリ 島田 拓/著 ポプラ社 2000  

絵 ふたりの約束 ブニーナ・ツブイ他/文 西村書店 1600  

知 じゅんびはいいかい？ 末里 里花/文 山川出版 1300  

絵 青いヌプキナの沼 かこ さとし/著 復刊ドットコム 2300  

 

 

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 



☆小学校・高学年 

 ハロー、マイフレンズ 大矢 純子/作 朝日学生出版 1200  

 あの子の秘密 村上 雅郁/作 フレーベル館 1400  

 夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの 濱野 京子/作 あかね書房 1200  

知 おもしろミクロ生物の世界 末友 靖隆/著 偕成社 2800  

 ５０００キロ逃げてきたアーメット オンジャリ Q.ラウフ/作 学研プラス 1500  

知 琉球という国があった 上里 隆史/文 福音館書店 1300  

 ハロー、ここにいるよ エリン・E・ケリー/作 評論社 1600  

知 地球について知っておくべき１００のこと 竹内 薫/訳・監修 小学館 1500  

 湊町の寅吉 藤村 沙希/作 学研プラス 1400  

知 イチからつくる のり（接着剤） 早川典子・宇高健太郎/編 農文協 2500  

☆中学校 

 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた アンドレア・ウォーレン/著 汐文社 1600  

知 なぜ僕らは働くのか 池上 彰/監修 学研プラス 1500  

 イーブン 村上 しいこ/作 小学館 1400  

知 あなたの不安を解消する方法が 

ここに書いてあります 

吉田 尚記/著 河出書房新社 1400  

 希望の図書館 リサ・クライン・ランサム/作 ポプラ社 1500  

知 いのちを救う災害時医療 森村 尚登/著 河出書房新社 1400  

知 グレタと立ち上がろう ヴァレンティナ・ジャンネッラ/著 岩崎書店 1800  

 ドーナツの歩道橋 升井 純子/著 ポプラ社 1400  

 無限の中心で まはら 三桃/著 講談社 1400  

 虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井 とりお/著 河出書房新社 1200  

☆高等学校 

 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎/著 集英社 1400  

 エンド・オブ・ライフ 佐々  涼子/著 集英社 1700  

 金木犀とメテオラ 安壇 美緒/著 集英社 1700  

 リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン/著 河出書房新社 1200  

 カムイの世界 堀内 みさ/著 新潮社 2000  

 

※ 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 

 

 

 

●「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。 

 


