
2021 年度 （令和 3 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 

絵 しりとり 安野 光雅/作・絵 福音館書店 900 613 
絵 おそうじロボットのキュキュ こもり まこと/作 偕成社 1400 726 
絵 ４ひきのちいさいおおかみ スベンヤ・ヘルマン/文 徳間書店 1800 943 
絵 バラバラ ピタッ！ コンノ ユキミ/作 講談社 1100 726 
絵 ついておいでフロー！ ジャーヴィス/作 BL 出版 1600 933 

☆小学校・低学年 

 きみのなまえ あんず ゆき/作 佼成出版社 1200 913 
絵 てがき絵本 まる いまむら ひろこ/作 はる書房 1500 913 
写 さくららら 升井純子/文 小寺卓矢/写真 アリス館 1400 400 
絵 ぼくはひとりで フン・グエン・クアン、 

フィン・キム・リエン/作・絵 
冨山房 

インターナショナル 

2000 933 

絵 いえのなかといえのそとで レウィン・ファム/作 廣済堂あかつき 1600 933 
絵 海とそらがであうばしょ テリー＆エリック・ファン/作 化学同人 2100 933 
絵 4 羽のめんどりと 1 羽のおんどり レーナ・ランドストローム/文 解放出版社 2000 949 
絵 かえるのごほうび 木島 始/作 福音館書店 1400 913 
絵 ぼくのふしぎな力 ジム・ラマルシュ/作 BL 出版 1500 933 
絵 めぐりめぐる ジーニー・ベイカー/作 ポリフォニープレス 1700 933 

☆小学校・中学年 

知 小さな小さなウィルスの 

大きなはなし 

伊沢 尚子/文 くもん出版 1400 465 

絵 わたしに手紙を書いて シンシア・グレイディ/文 評論社 1400 933 
絵 オオカミ王ロボ シートン/原作 あべ弘士/文・絵 学研プラス 1400  
知 月のふしぎ いしがき わたる/絵 マイルスタッフ 1500  
 およぐ！ 麻生 かづこ/作 文研出版 1300 913 
絵 まほうの木 アンドレイ・ウサチョフ/作 東洋書店新社 1800  
絵 会いたくて会いたくて 室井 滋/作 小学館 1200  
知 地球がうみだす土のはなし 大西健夫・瀧澤 彩/文 福音館書店 1300 450 
写 おすしやさんにいらっしゃい！ おかだ だいすけ/文 岩崎書店 1600 596 
 サイコーの通知表 工藤 純子/著 講談社 1400 913 

 

 

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 

 リンゴの木を植えて 大谷 美和子/作 ポプラ社 1500 913 
 サステナブル・ビーチ 小手鞠 るい作 さ・え・ら書房 1400 913 
 わたしの気になるあの子 朝比奈 蓉子/作 ポプラ社 1400 913 
 ヤーガの走る家 ソフィー・アンダーソン/作 小学館 1600  
 ベランダに手をふって 葉山 エミ/作 講談社 1400 913 
知 細菌ラボ  リチャード・プラット/文 小学館 1700 420 
絵 これが鳥獣戯画でござる 結城 昌子/構成・文 小学館 1700  
知 いちばんやさしい「脳」の絵本 ベティナ・イップ/文 河出書房新社 1600  
知 パンク動物記 パンク 町田/文 ポプラ社 1600 480 
知 海の生きものの本 シャーロット・ミルナー/作・絵 合同出版 1800 480 

☆中学校 

 ウィズ・ユー 濱野 京子/作 くもん出版 1500 913 
 みつばちと少年 村上 しい子/著 講談社 1400 913 
 ルーパートのいた夏 ヒラリー・マッカイ/作 徳間書店 2000 933 
知 こども地政学 バウンド/著 カンゼン 1300  
 チェリーシュリンプ ファン・ヨンミ/作 金の星社 1400 929 
 日向丘中学校カウンセラー室 まはら 三桃/著 アリス館 1400 913 
 あしたの幸福 いとう みく/著 理論社 1400 913 
 橋の上の子どもたち パドマ・ヴェンカトラマン/作 講談社 1500 933 
知 この星を救うために知っておくべき 

１００のこと 

ローズ・ホール他/文 小学館 1500  

知 ショートショートでひらめく文章教室 田丸 雅智/著 河出書房新社 1420  

☆高等学校 

 八月の銀の雪 伊与原 新/著 新潮社 1600 913 
 女の子はどう生きるか 上野 千鶴子/著 岩波書店 880  
 旅する練習 乗代 雄介/著 講談社 1550 913 
 クララとお日さま カズオ・イシグロ/著 早川書房 2500  
知 京大 おどろきのウイルス学講義 宮沢 孝幸/著 PHP 研究所 930  

 
※ 知…知識の本  絵…絵本   写…写真絵本                  ※ 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。 

 


