
２０２０年度 （令和２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 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう／作 福音館書店 900 913 

絵 きょうりゅうのサン 

きょうぼくはなまえをもらった 

かさい まり／文 アリス館 1500  

絵 トラといっしょに D・ホフマイアー／文   徳間書店 2000 930 

絵 けしごむぽん いぬがわん ほりかわ りまこ／作 ひさかたチャイルド 1400 913 

絵 ぼくといっしょに S・デマトーン／作 ブロンズ新社 1400  

☆小学校・低学年 

絵 ゾウとともだちになったきっちゃん 入江 尚子／文 福音館書店 1300 480 

絵 カールはなにをしているの？ D・フリードマン／作 BL出版 1500 933 

絵 こうまのマハバット 市川 里美／作 BL出版 1400 913 

絵 すずめのまる かんちく たかこ／文 アリス館 1500 488 

絵 かしたつもり×もらったつもり かさい まり／作 くもん出版 1400 913 

絵 ステラとカモメとプラスチック J・スティーブンス／作 岩崎書店 1600 933 

絵 どこからきたの？おべんとう 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 1300 913 

絵 雨の日の地下トンネル 鎌田 歩／作 アリス館 1400 913 

絵 トゥクパをたべようインドのごちそうスープ P・ラム＆S・プルイット／文 イマジネイション・プラス 1500  

絵 アルフィー ゆくえふめいになったカメ T・ヒーダー／作 絵本塾出版 1500 913 

☆小学校・中学年 

 ウサギとぼくのこまった毎日 J・カー／作・絵 徳間書店 1400 933 

 俳句ステップ！ おおぎやなぎ ちか／作 佼成出版社 1300 913 

 AI ロボット、ひと月貸します！ 木内 南緒／作 岩崎書店 1200 913 

 ぼくのあいぼうはカモノハシ M・エングラー／作 徳間書店 1400 943 

知 世界遺産知床の 

自然と人とヒグマの暮らし 

伊藤彰浩／写真  

伊藤かおり／文 

少年写真新聞社 1600 726 

 いのちのカプセルにのって 岡田 なおこ／著 汐文社 1600  

 魔法のたいこと金の針 茂市 久美子／作 あかね書房 1200 913 

知 いろいろ いろんな からだのほん M・ホフマン／文 少年写真新聞社 1900 726 

絵 わたしたちの家が火事です J・ウィンター／文・絵 鈴木出版 1500 933 

知 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 佐藤 克文／文 福音館書店 1300 481 

 

 

 



☆小学校・高学年 

 きみの声がききたくて O・コルファー／作 文研出版 1400 933 

 ラグリマが聞こえる ささぐち ともこ／著 汐文社 1500 913 

 ガリガリ君ができるまで 岩貞 るみこ／文 講談社 1400 916 

 おじいちゃんとの最後の旅 U・スタルク／作 徳間書店 1700 949 

知 北国からの動物記⑩  ヒグマ 竹田津 実／文・写真 アリス館 1400 480 

 ギフト、ぼくの場合 今井 恭子／作 小学館 1400 913 

 大嫌いな君に、サヨナラ いかだ かつら／著 PHP出版社 1200 913 

 父さんが帰らない町で K・グレイ／作 徳間書店 1400 933 

 オオカミの旅 R・パリー／作 あかね書房 1400 933 

 あおいの世界 花里 真希／著 講談社 1400 913 

☆中学校 

 ハナコの愛したふたつの国 S・カドハタ／作 小学館 1600  

 キャラメル色のわたし S・M・ドレイパー／作 鈴木出版 1600 933 

知 みんなに話したくなる 感染症のはなし 仲野 徹／著 河出書房新社 1400  

 ワタシゴト 14歳のひろしま 中澤 晶子／作 汐文社 1400 913 

知 大人は知らない 今ない仕事図鑑１００ 上村 彰子／構成・文 講談社 1350 366 

 団地のコトリ 八束 澄子／著 ポプラ社 1400 913 

 かけはし 慈しみの人・浅川巧 中川 なをみ／作 新日本出版社 1600 913 

 完司さんの戦争 越智 典子／文 偕成社 1600 916 

知 お笑い芸人と学ぶ 13歳からの SDGs たかまつ なな／著 くもん出版 1500  

 ハジメテヒラク こまつ あやこ／著 講談社 1400 913 

☆高等学校 

 夜フクロウとドッグフィッシュ H・G・スローン／著 小学館 1500 933 

 ハリネズミは月を見上げる あさの あつこ／著 新潮社 1450 913 

 たちどまって考える ヤマザキ マリ／著 中央公論新社 840  

 昨日星を探した言い訳 河野 裕／著 KADOKAWA 1500 913 

知 ゲノム編集とは何か 山本 卓／著 講談社 1000  

 

※ 知・・・知識の本  絵・・・絵本                              

                                 

 

●「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。 

※ 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 


