
2022年度 （令和 4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 ぼうやはどこ？ アン・ハンター/作 化学同人 2090  

絵 くうちゃん いってらっしゃい まえがわ かえで/作・絵 白順社 1100  

絵 おおきな かぜのよる 阿部 結/著 ポプラ社 1760 913 

絵 オカピぼうやのちいさなぼうけん 岸本 真理子/作 ひさかたチャイルド 1650 913 

絵 いつまでも アンナ・ピンヤタロ/作 主婦の友社 1540  

☆小学校・低学年 

 アリのメアリ いわた まいこ/作 BL出版 1650  

絵 ジェニーのぼうし エズラ・ジャック・キーツ/作 好学社 1760  

 ねこのこね 石津 ちひろ/詩 アリス館 1430  

絵 ２ひきのカエル そのぼうきれどうすんだ？ クリス・ウォーメル/作 徳間書店 1980  

絵 へんしん すがたをかえるイモムシ 桃山 鈴子/作 福音館書店 1540  

絵 おとうとが おおきくなったら ソフィー・ラグーナ/文 徳間書店 1760  

絵 はっぴーなっつ 荒井 良二/作 ブロンズ新社 1540  

絵 わたしのかぞく みんなのかぞく サラ・オレアリー/作 あかね書房 1760 933 

絵 めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン！ 多屋 光孫/文・絵 合同出版 1980 360 

絵 アリのかぞく 島田 拓/作 福音館書店 990  

☆小学校・中学年 

 くまのピエール イブ・スパング・オルセン/作 こぐま社 1540 949 

知 まるごとたまねぎ 八田尚子・野村まり子/構成 絵本塾出版 1760 473 

知 ちいさな虫のおくりもの 谷本 雄治/文・写真 文研出版 1540  

 りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ/作 講談社 1540 913 

写 すいめん 高久 至/写真・文 アリス館 1540 480 

絵 きみはぼうさいたいし すずき みゆき/文 金の星社 1430  

 こども倫理学 

善悪について自分で考えられるようになる本 

佐藤 岳詩/監修 

バウンド/著 

カンゼン 1430  

写 お祭りが大好きパヤベくん 長倉 洋海/文・写真 アリス館 1540  

 病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子/著 講談社 1540 913 

絵 すずばあちゃんのおくりもの 最上 一平/文 新日本出版社 1650  

☆小学校・高学年 

 那木野、伝説の森で 西村 さとみ/作 国土社 1540 913 

 かすみ川の人魚 長谷川 まりる/作 講談社 1540 913 

 ビワ色のドッジボール もり なつこ/作 文研出版 1540 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 



 馬と明日へ 杉本 りえ/作 ポプラ社 1650 913 

 飛べないハトを見つけた日から クリス・ダレーシー/作 徳間書店 1760 933 

 プーさんの戦争 世界一有名なクマのお話 リンジー・マティック他/文 評論社 1980 933 

 牧野富太郎 植物の神様といわれた男 横山 充男/著 くもん出版 1650 916 

絵 ニッキーとヴィエラ 

ホロコーストの静かな英雄と救われた少女 

ピーター・シス/作 BL出版 2420 933 

 ももちゃんのピアノ 

沖縄戦・ひめゆり学徒の物語 

柴田 昌平/文 ポプラ社 1650 916 

絵 なきむしせいとく 

沖縄戦にまきこまれた少年の物語 

たじま ゆきひこ/作 童心社 1760 913 

☆中学校 

 マイブラザー 草野 たき/著 ポプラ社 1650  

 マスクと黒板 濱野 京子/作 講談社 1540  

 エレキテルの謎を解け 

電気を発見した技術者 平賀源内 

鳴海 風/著 岩崎書店 1760  

 ジュニア版 キリン解剖記 

キリンの首が教えてくれたこと 

郡司 芽久/著 ナツメ社 1540  

 屋根に上る かみや としこ/作 学研プラス 1540  

 スネークダンス 佐藤 まどか/作 小学館 1540  

 これから大人になる君たちへ 

学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント 

池上 彰/監修 KADOKAWA 1650  

 「オードリー・タン」の誕生 

だれも取り残さない台湾の天才 IT相 

石崎 洋司/著 講談社 1650  

 この空のずっとずっと向こう 鳴海 風//作 ポプラ社 1650  

 ぼくたちのスープ運動 

小さな思いやりが世界を変える！ 

ベン・デイヴィス/作 評論社 1760  

☆高等学校 

 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬/著 早川書房 1900 913 

 ソ連兵へ差し出された娘たち 平井 美帆/著 集英社 1800  

 怪虫ざんまい 昆虫学者は今日も挙動不審 小松 貴/著 新潮社 1650  

 狩りと漂泊  裸の大地 第一部  角幡 唯介/著 集英社 1980  

 ミッドナイト・ライブラリー マッド・ヘイグ/著 ハーバーコリンズ・ジャパン 1980 930 

※ 知…知識の本                  ※価格は税抜き本体価格    ※分類は作品に記載されているもの 

●「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。 

 


