
おすすめ本リスト

2021年（令和３年度）

東区Ａ

１・栄北小学校

２・丘珠小学校

３・札苗緑小学校

４・札苗北小学校

５・栄東小学校

６・札苗小学校

７・栄南小学校

８・中沼小学校

９・栄町小学校

１０・栄西小学校



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　１　　）

学校名：　栄北小学校（休館中）

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

（あらすじやお勧めのポイントなど）

（あらすじやお勧めのポイントなど）

休館中の為

おすすめ本の提出は、

ありません。



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1500円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 900円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1200円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　２　　）

2020年

学校名：　丘珠小学校

よしことタマオ

ウマカケバ　クミコ

玄光社

978-4-7683-1278-0

2020年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　まずイラストがとてもかわいいです！
おはなしもかわいいですが、勇気と元気をく
れる絵本です。今、ちょっとだけ落ちこんで
いる人に読んでほしい。「きっと、ウマクイク
‼」高学年にも優しく読める絵本です。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　あの銭天堂でおなじみの廣島玲子先生
の作品です。もともと大人向けに書かれた
小説を子ど向けに書き直した作品らしく、子
どもだけじゃなくて大人も楽しめる妖怪ファン
タジーです。涙あり、笑いあり、謎もあり。
全10巻で完結してますが、ラストは本当に感
動しました。ぜひ一度手にとってみて下さ
い。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　タイトルの通りトイレで読むためのほんで
す（笑）
1分程で読めるものから5分程のものまで
たっくさん詰まった短編小説です。
内容は、トイレつながりのものばかりです。つ
いトイレに長居してしまう？？楽しく読める一
冊です。「トイレ小説ふたまきめ」も出てます
ので合わせてどうぞ‼

トイレで読む　トイレのためのトイレ小説

雹月　あさみ

KADOKAWA

978-4-04-073015-8

2020年

妖怪の子預かります

廣島玲子

東京創元社

978-4-488-02821-3



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 １６００円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1600円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 １７００円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　３　　）

２０２１年

学校名：　札苗緑小学校

リトルレッド
あたらしいあかずきんのおはなし
ペサン・ウルヴィン/作
　　　　　　　関根麻里/訳

文化出版局

978-4-579-40485-8

２０２０年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　大胆な表紙の印象的な絵本です。
赤ずきんちゃん・おかあさん・オオカミ・おばあ
さん・・・出てくる顔ぶれはそのままにあれ？
あれ？あらまあ・・・な展開です。
赤と黒のコントラストで遠目もききそう。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　かりた本の中に入っていた一枚の写真か
ら森の住人のおとなたちの子どもの頃のお
はなしを聞いていきます。
おとなにもこどもの頃があっていろんな体験
をしていたんだなぁと感じられる一冊。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　平安の雅な時代と近未来の窮屈な生活
との対比で展開していくおとぎ話風です。
ドロドロが苦手な方、「カラフル」の頃の森絵
都好きな方におすすめです。

カザアナ

森　絵都

朝日新聞出版社

978-4-02-251614-5

２０１９年

こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ

岡田　淳

理論社

978-4-652-20429-0



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1200円＋税 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1200円＋税 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1650円+税 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

罪の声

塩田　武士

講談社

978-4-06-219983-4

2016年

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　京都でテーラーを営む曽根俊也は、自
宅で見つけた古いカセットテープを再生す
ると、幼いころの自分の声が。それは、日本
を震撼させた脅迫事件に使われた男児の
声と、まったく同じものだった。一方、解決事
件を追い始め・・・。圧倒的リアリティで衝撃の
「真実」を捉えた傑作。

文：コムドリＣＯ．　絵：韓賢東

朝日新聞出版

978-4-02-331212-8

2013年

　ジオは、Ｓ島での放射線処理ロボット実験
会に向かう。ところが実験の最中に突如大
地震が発生。原子力発電所の発電機が故
障してしまう・・・。原子力発電や放射能につ
いて、みにつけておきたい基礎知識が学べ
る。

978-4-05-204712-1

2018年

　どんぐりむらの1月から12月まで、人気キャ
ラ総出演で四季折々のどんぐりたちの暮ら
しや行事を描く、どんぐりむら歳時記。4月の
お花見、7月のプールなど、普段は見られな
い季節のイラストは、必見！カメラマンの撮っ
た写真で一年を振り返るクイズつき。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

原子力のサバイバル　① （あらすじやお勧めのポイントなど）

学校名：　札苗北小学校

どんぐりむらのいちねんかん

なかや　みわ

学研プラス

東区Ａ　（区NO.　４　　）



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 １４３０円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 １３２０円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 ７９２円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　５　　）

２０１９年

学校名：　栄東小学校

はないきおばけとくちいきおばけ

作　いまい　かずあき
絵　おおの　こうへい

ＰＨＰ研究所

978-4569788906

２０１９年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　鼻で息する「はないきおばけ」
　口で息する「くちいきおばけ」を
主人公に「あいうべ体操」で口呼吸を鼻呼
吸に変えていく事を子供たちが簡単に楽しく
覚えられる絵本です。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　いつ起こるかわからない災害に関する知
識や犯罪に巻き込まれないための対応策、
考え方をマンガやイラストで学ぶ本。
「身近な危険」への対応、知識や適切な行
動をとれるようになる力が養い、学ぶことが
できる一冊。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

札幌市在住の作家。
ひとりの少年の事故死をめぐり、１５年の時間
軸が交錯するミステリー。
無関係に見える二つの事件がつながりミス
テリー好きなら必読の一冊です。

あの日、君は何をした

まさき　としか

小学館

978-4094067910

２０２０年

防犯、防災イラスト　ＢＯＯＫ

ＡＬＳＯＫ
東京海上日動火災保険株式会社

新星出版社

978-4405012424



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1300円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1600円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1400円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　６　　）

2006年

学校名：　札苗小学校

それからのおにがしま

川﨑　　洋

岩崎書店

978-4-265-03491-8

2004年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

　「ももたろう」鬼退治の後のお話です。

鬼たちと人間たちの交流が始まります。

平和な国際交流のような世界を楽しく

描く絵本です。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

（あらすじやお勧めのポイントなど）

子どもの素朴な「なぜ？」に

「そういうものなんだよ」と反応するのではなく

いろいろな考えをあれこれ組み合わせて考えて

みる。大事な事は答えでなくその過程です。

今まで断れなかった人がキチンと「断れる人」に

なる方法を書いた本です。

しかも断っても印象が良い人になるという！

印象良く断れる方法がわかると生きやすいです。

（あらすじやお勧めのポイントなど）なぜか印象がよくなるすごい断り方

津田　卓也

サンマーク出版

978-4-7631-3818-7

2020年

いっしょにいきるってなに？

プルニフィエ・オスカー

朝日新聞出版

978-4-255-00367-2



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1400円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1200円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 520円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　７　　）

2017年

学校名：　栄南小学校

トラのじゅうたんになりたかったトラ

ジュラルド・ローズ

岩波書店

978-400112269

2011年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　王さまと家族がうらやましいトラが、絨毯に
なりきる姿が滑稽でもありつつ哀愁もありま
す。
トラが王さまを助ける場面は迫力がありま
す。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　海洋ファンタジー。5人の少年少女が世界
の海を守るために戦います。
ＳＤＧ s　を取り入れた作品で、マイクロプ
ラスチックや重油汚染など、環境問題を考
えるきっかけにもなります。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　離島で繰り広げられる男たちの大宴会を綴った
エッセイ。
50年前のまだ若い椎名隊長率いる軍団が、ひたす
ら酒を飲みバカ騒ぎしているだけの話ですが、椎名
さんのテンポ良い文体でにやけながらするすると読
める本です。大のおとなが本気で遊ぶ姿に、お酒が
飲めなくてもキャンパーでなくても、とにかく笑えて面
白い一冊です！

わしらは怪しい探検隊

椎名　誠

角川文庫

978-4041510018

1982年

水瓶座の少女アレーア

タニヤ・シュテーブナー

学研

978-4058115688



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 １２００円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 １１００円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 １１００円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　８　　）

２００７年

学校名：　中沼小学校

ふしぎなキャンディーやさん

みやにし　たつや

金の星社

978-4-323-03361-7

２００７年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　ぶたくんがタヌキのおじさんからふし
ぎなキャンディーをもらって、なめると
色々なことがおこります。でも、やっぱり
ふつうのキャンディーがよくなるお話で
ほっこりしたきもちになります。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　ママなら、子どもからそう思ってもら
いたいです。子育てに悩んだり、感動し
たり、忙しかったり、毎日はそれぞれ皆
さん違うけど、この本で少し感動でき
る一冊です。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　アンパンマンの作者のやなせたかし
さんの希望のありかを書かれた内容
です。子どもたちのためにお話や絵本
を書き続けてきた思いがとてもあたた
かく、これからの希望になります。

何のために生まれてきての？

やなせ　たかし

ＰＨＰ研究所

978-4-569-78300-0

２０１３年

せかいでいちばんママがすき

あいはら　ひろゆき

教育画劇

978-4-7746-1054-2



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1300円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1200円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1400円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　９　　）

2015年

学校名：　栄町小学校

コンビニエンス　ドロンパ

富安陽子（文）つちだのぶこ（絵）

童心社

978-4-494-01057-8

2008年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　あやかしのお話は、富安さんの手に
かかればグンと身近で楽しいお話に
なっています。オープン初日におしか
けた妖怪たちで　”コンビニエンス　ド
ロンパ”は、大盛況！でも、それだけで
は終わらなくて・・・楽しい本です。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　アンパンマン誕生の想いばかりでは
なく、やなせたかしさんの生き方を通じ
て心打たれるノンフィクション。文章が
読みやすく、写真もあり、高学年の『伝
記』で紹介していきたい1冊です。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　札幌でカラスを観察すること約20年
の筆者が知っているようで知らないカ
ラスの驚きの秘密などを楽しい4コママ
ンガと共に教えてくれる面白エッセイ。
目からウロコの発見がいっぱいです。

なんでそうなの　札幌のカラス

中村　眞樹子

北海道新聞社

978-4-89453-878-8

2017年

勇気の花がひらくとく

梯　久美子

フレーベル館

978-4577043059



令和３年度　おすすめ本リスト

絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 3500円 初版年度

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1350円 初版年度

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 2400円 初版年度

＊記入はボールペンでお願いします。（鉛筆では不鮮明な印刷になる場合があるため）

＊メール便で送ってください。（FAXで送ると印刷がつぶれてしまうので）

東区Ａ　（区NO.　１０　　）

2012年

学校名：　栄西小学校

くろはおうさま

メネナ・コティン作　ロサナ・ファリア絵

サウザンブックス社

978-4909125149

2019年

≪ 期日厳守　5月31日（月）まで各区理事へ必着 ≫

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　メキシコの目の見えない少年が感じている世界
を描いた、真っ黒な絵本です。顔色の文字と、点字
のように盛り上がったインクで描かれたイラストと点
字が印刷されています。
　触って感じとることが黒一色の絵本は、目で見て
もとても美しく、また、彼の「色」のとらえ方はやわらか
い気持ちのさせてくれます。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　15歳の少年ウィルは孤児院を出て進路を決める
選択の日を迎えます。体格に恵まれず騎士の道を
断たれたウィルの才能を見出したのは、伝説のレン
ジャー、ホールトでした。レンジャーとは国の情報機
関であり、周囲に溶け込み弓と探検を武器に隠密
行動する特殊部隊です。厳しく温かく導くホールトの
下で、ウィルの修行が始めります。魔法の世界のよう
な派手さはないけれど、知恵と勇気、身につけた技
能で道を切り開く、骨太のファンタジー。

（あらすじやお勧めのポイントなど）

　身近な昆虫から珍しい昆虫まで、その生態や体の構
造をすばらしい写真で紹介しています。こんな虫がいた
のか！こんなすごい能力があるのか！と驚きっぱなし
です。今にも動きだしそうな瞬間を捉えた写真、甲虫や
チョウの翅の表面のため息が出そうに美しい顕微鏡写
真などがふんだんに使われています。
　カマキリとメダカの鎌のちがいなど、さまざまな角度か
ら昆虫の魅力に迫る1冊です。
　敬遠しないでぜひ手にとってください！

昆虫のすごい世界
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