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        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 ジェシカと いっしょ ケビン･ヘンクス／作・絵 徳間書店 1600  
絵 ちゅっちゅと こっぷちゃん いいもり みほ／著 文溪堂 1000  
絵 ねたふり ゆうちゃん 阿部 結／著 白泉社 1200  
絵 ひよこはにげます 五味 太郎／作 福音館書店 900  
絵 きみとぼくがつくるもの オリヴァー･ジェファーズ／作 ほるぷ出版 1600  

☆小学校・低学年 

 ねむろんろん 村中 李衣／文 新日本出版社 1500  
 すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上 一平／作 新日本出版社 1300 913 
絵 きたきつねと はるのいのち 手島 圭三郎／絵・文 絵本塾出版 1700  
絵 おじいちゃんのたびじたく ソ･ヨン／文・絵 小峰書店 1400  
絵 まっくろ 高崎 卓馬／作 講談社 1600  
絵 わたしたちの森 ジアナ･マリノ／作 ポプラ社 1600  
絵 ぼくはひとりで フン･グエン･クアン／作・絵 

フィン・キム・リエン／作・絵 
冨山房 

インターナショナル 

2000  

 ねこと王さま しごとをさがす ニック･シャラット／作・絵 徳間書店 1700  
 めいたんていサムくんとなぞの地図 那須 正幹／作 童心社 1100 913 
絵 つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく／作 福音館書店 1200 913 

☆小学校・中学年 

知 絵で見る統計 世界の国々 ミレイア・トリウス／文 あすなろ書房 2500 350 
 お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃 他／作 徳間書店 1400 949 
絵 きょうりゅうレディ リンダ・スキアース／作 出版ワークス 1800  
 おれは女の子だ 本田 久作／作 ポプラ社 1300 913 
絵 よあけ あべ 弘士／作 偕成社 1500 726 
絵 せんろはつづく にほんいっしゅう 鈴木 まもる／文・絵 金の星社 1300 913 
 体育がある 村中 李衣／作 文研出版 1300 913 
 クマが出た！助けてベアドッグ 太田 京子／著 岩崎書店 1300 916 
 きけんなゲーム マロリー・ブラックマン／作 文研出版 1300 933 
 チイの花たば 森 絵都／作 岩崎書店 1300 913 

 



☆小学校・高学年 

 人魚の夏 嘉成 晴香／作 あかね書房 1300 913 
 青く塗りつぶせ 阿部 夏丸／作 ポプラ社 1500 913 
 縄文の狼 今井 恭子／作 くもん出版 1500 913 
 五七五ぼくのとなりはブラジル人 万乃華 れん／作 文研出版 1400 913 
 ぼくの弱虫をなおすには K・L・ゴーイング／作 徳間書店 1600  
 アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ・ファラント／作 徳間書店 1900  
 カワネズミを見てみたい！ 森本 祈恵・小林 朋道／著 くもん出版 1400  
 天の台所 落合 由佳／著 講談社 1400  
 風の神送れよ 熊谷 千世子／作 小峰書店 1500 913 
 クリスマス・ピッグ J.K.ローリング／著 静山社 2300  

☆中学校 

 セカイを科学せよ！ 安田 夏菜／著 講談社 1400 913 
 家族セッション 辻 みゆき／著 講談社 1400 913 
 ミカンの味 チョ・ナムジュ／著 朝日新聞出版 1600  

 そらのことばが降ってくる 髙柳 克弘／作 ポプラ社 1400 913 
 はなの街オペラ 森川 成美／作 くもん出版 1500 913 

 境界のポラリス 中島 空／著 講談社 1400 913 
 未来の医療で働くあなたへ 奥 真也／著 河出書房新社 1420  
 チェスターとガス ケイミー・マガヴァン／作 小峰書店 1500 933 

 ライブラリー・ツインズ 日野 祐希／著 アリス館 1400  
 サヨナラの前に、ギズモにさせて 

あげたい９のこと 

ベン・デイヴィス／作 小学館 1600  

☆高等学校 

 ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり／著 河出書房新社 1520 913 
 「倫理の問題」とは何か 佐藤 岳詩／著 光文社 980 150 
 満天の花 佐川 光晴／著 左右社 2300 913 
 挑発する少女小説 斎藤 美奈子／著 河出書房新社 860 909 
 ぼくはイエローでホワイトで、 

ちょっとブルー ２ 

ブレイディ みかこ／著 新潮社 1300 916 

※ 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。 


