
２０２2年度 （令和 4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 ごろんずっしり さつまいも いわさ ゆうこ／作 童心社 1320 479 

絵 ママって すごーい！ クリス・ホートン／作 BL出版 1870 933 

絵 タコとだいこん 伊佐 久美／作 講談社 1540 726 

絵 トンちゃんって そういうネコ MAYA MAXX／作・絵 汐文社 2200  

絵 わらってよ ピッコ ルイス・スロボドキン／作・絵 福音館書店 1430  

☆小学校・低学年 

絵 びんにいれてごらん デボラ・マルセロ／作 光村教育図書 1650 933 

絵 イライラのあらし ルイーズ・グレッグ／作 金の星社 1540 933 

 ひろしまの満月 中澤 晶子／作 小峰書店 1320 913 

絵 がっこうに まにあわない ザ・キャビンカンパニー／作・絵 あかね書房 1650 913 

絵 いい一日って なあに？ ミーシャ・アーチャー／作 BL出版 1650 933 

 木のうえの おはなし３にんぐみ ジェイムズ・マーシャル／作 大日本図書 1540 933 

絵 ゆきの げきじょう 荒井 良二／作 小学館 1760 913 

絵 よるのあいだに・・・ ポリー・フェイバー／文 BL出版 1760 366 

絵 いのちが かえっていくところ 最上 一平／作 童心社 1430 913 

絵 あずきがゆばあさんと とら ペク・ヒナ／絵 偕成社 1430 726 

☆小学校・中学年 

 捨て犬・未来ときらら、イノシシにであう！ 今西 乃子／著 岩崎書店 1540 916 

知 鳥は恐竜だった 鈴木 まもる／作・絵 アリス館 1980 400 

絵 海のてがみのゆうびんや ミシェル・クエヴァス／文 化学同人 2310  

 核兵器をなくすと世界が決めた日 高橋 真樹・岩崎 由美子／文 大月書店 1760  

絵 戦争をやめた人たち 鈴木 まもる／文・絵 あすなろ書房 1650  

絵 北極点 かけろ！クマ 犬ぞりアタック隊 関屋 敏孝／文・型染版画 ポプラ社 2200 916 

 本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー／作 フレーベル館 1540 933 

写 ハタハタ  荒海にかがやく命 高久 至／写真・文 あかね書房 1430 916 

北 伝え守る  アイヌ三世代の物語 宇井 眞紀子／写真・文 少年写真新聞社 1980 382 

知 きみもできるか！？はじめての科学実験図鑑 

天才科学者からの挑戦状 

マイク・バーフィールド／作・絵 ポプラ社 1980 400 

☆小学校・高学年 

 ちいさな宇宙の扉のまえで  いとう みく／作 童心社 1650 913 

絵 サーロー節子ノーベル平和賞のスピーチ サーロー 節子／述 汐文社 1870  

 



光にむかって 

 5番レーン ウン・ソホル／作 鈴木出版 1760 929 

 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田 和／著 ポプラ社 1760 916 

 大地をうるおし平和につくした医師 

 中村哲物語 

松島 恵利子／著 汐文社 1760  

 たぶんみんなは知らないこと 福田 隆浩／作 講談社 1540 913 

 黒紙の魔術師と白銀の龍 鳥美山 貴子／著 講談社 1540 913 

 新月の子どもたち 齊藤 倫／著 ブロンズ新社 1870  

 父さんのゾウ ピーター・カーナバス／作 文研出版 1540 913 

 自由を求めて冒険へ！ 春間 豪太郎／著 日本標準 1650  

☆中学校 

 マスク越しのおはよう 山本 悦子／著 講談社 1760 913 

 かわいい子ランキング ブリジット・ヤング／著 ほるぷ出版 1760 933 

 チャンス  はてしない戦争をのがれて ユリ・シュルヴィッツ／著 小学館 1760  

 考えたことなかった 魚住 直子／作 偕成社 1540 913 

 魔女だったかもしれないわたし エル・マクニコル／作 PHP研究所 1540 933 

 僕らが学校に行く理由 渋谷 敦志／著 ポプラ社 2420 916 

 スクラッチ 歌代 朔／著 あかね書房 1650 913 

 星屑すぴりっと 林 けんじろう／作 講談社 1540 913 

 水辺のワンダー  橋本 淳司／著 文研出版 1650 916 

 てつほうの鳴る浜 森川 成美／作 小学館 1430  

☆高等学校 

 両手にトカレフ ブレイディ みかこ／著 ポプラ社 1650  

 不登校後を生きる 樋口 くみ子／著 学びリンク 1540  

 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子／著 実業之日本社 1650  

 あなたの教室 レティシァ・コロンバニ／著 早川書房 1760  

 あの子と Q 万城目 学／著 新潮社 1760  

※ 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。 


