
★2021年度（令和 3年度）★ 

北区 おすすめ本リスト 
 

1.  拓北小学校 

2.  屯田小学校 

3.  新川小学校 

4.  新琴似西小学校 

5.  新陽小学校 

6.  篠路小学校 

7.  鴻城小学校 

8.  太平小学校 

9.  あいの里西小学校 

10.  新川中央小学校 

11.  新琴似小学校 

12.  幌北小学校 

13.  あいの里東小学校 

14.  北陽小学校 

15.  光陽小学校 

16.  新琴似小学校 

17.  白楊小学校 



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,500 円 初版年度 2020 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 900 円 初版年度 2021 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 600 円 初版年度 2018 年

978-4-593-10096-5

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

営繕かるかや怪異譚 （あらすじやおすすめのポイントなど）

小野不由美 六編の短編からなる小説。どれも家にかかわり

のある怪異がおこるのだけれど　それを「営繕

かるかや」の青年が修繕して怪異を排除せず、

折り合いをつけられるように計らってくれる。

こわさだけでなく、家と人との絆を大切にして

くれる話に読後感も良い。

角川文庫

978-4-04-106047-6

令和3年度おすすめ本リスト

にげて　さがして （あらすじやおすすめのポイントなど）

ヨシタケ　シンスケ いやな人に会ったときは　にげていい。にげる

ことは　はずかしくない。　そして、じぶんに

やさしいまもってくれる人に出会うために、じ

ぶんのあしをつかおう。　子どもだけでなく大

人も考えさせられる本。たくさん、あしをつ

かって　すてきなものをさがしていきたい。

赤ちゃんとママ社

978-4-87014-153-7

にんげんがでかけたあとの、ねこが何をしてい

るのかを描いた絵本。短い文章でユーモラスに

ねこの生活が描かれていて　よみやすい。　ね

この表情もすごくよく、「ネコヅメのよる」

と、ともに楽しめる絵本だと思う。

北 区　　（区No.1　）

学校名： 拓北小学校

ねこは　るすばん

町田尚子

（あらすじやおすすめのポイントなど）

ほるぷ出版



令和3年度おすすめ本 リス ト EX「 (区 No.

重型菫重重=結型≧聖二∠卜だ多れ

絵本

書名 吃`′
スえt

彪我  '修謬1-

多琢揚
ハだらしくζタイ争ちじ

オよ′多りしそつ、

著作名 そ砕、ルゃん
出版社

イ →ズ 彬

ISBN ?78 - v- 7f>o* csr/*f
本体価格 /ζクフ円 初級年度 ノフ/フ 年

児童書

書 名 施ャ″りっぽブヽ
・めのポイン トなど)

豚レ耗れイ4、 そ〔
しぶま争筍′

脅恋り/えイで`拗形3御卿

著作名

ノ

ロマ1ィ|′

い.プレ.|´

出版社
%″
‐
補 ″

`_ISBN タクθrグデす換手り/曜入―θ

本体価格 /りむ′円初版年度 八ρ′ι年

一般書

書名 ,fztbu/ a7/ir,b (あ らすじやおすすめのポイントなど)

留 |三 |′ ρt● イの'のた

るかμ稼をグ鰤 こガ〔

タトツグ   化にタイ

物4ν   夕わり

|ん %`ん/つつ́

著作名 ジ1曰  ×43
出版社 ンカム制 に
iSBN q7g-/- ta^oa(s?€?

本体価格 ′残影;円
初版年度 ュ2λ´ 年

*記入 |よ ボールベンでお願いします。 (鉛筆では不鮮明な印昂1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 t′ まうので)

《期日厳守 5月  31日 (月 )まで各区の理事へ必 着卜

χ



令和3年度おすすめ本 リス ト 」ζ 区 (区No.3 )

*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_Stれ てしまうので)

《期 日厳守 5月  31日 (月 )ま で各区の理事へ必 着 ト

絵本

書名 ねぇ、どシ:が レ|し 1?
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

碓け壻向き、イロのまた計闊か
せに、メ(イ史口t/手をIJ日ヤ.
Aqジ七めくるたび1■ 性k(ろ
rオひん、じりにがいい7」 のPrnt'

が1すι=、 多場FLたら″…じ

みピ洵冽じち

"ワ
r77t/rF.●rラ

物たつた小育脅彙をえを舞の
Iぜセぐたリタすψ

著作名 )r r. ti'- =:rti'tt /r(F ,ffi1r,
出版社 多マ勧ネェ

lSBN gfb_+_96*6ootqB-5

本体価格 /ヶ00円 初版年度 `激し年

児童書

書 名 纂老数 の (あ らすじやおすすめのポイン トなど)

隷島
=者

奎 解:ι銘   1
“

花畑。薪知移
'

しくォ
`rメ

こ爽Fストリ
″Iで 瘍分tFFtFろ |■

ハン晰バLtレ 1レビせず:多ぢし坊

纂霧″■嘘夢Z場l

著作名 笹名象為3/作 .多絆豚/絵

出版社
Z蜂 1夕iサ[:れ をレ鳥贅ノ

'4「

:

ISBN 973-争 "θ6-28`"夕6-3

本体価格 5,o 円初版年度 2oo$ 4

一般書

書名 才ず採しンηt上 区著室よで
｀ (あ らすじやおすすめのポイン トなど)

ィトぎな図著%の 御界的ば
・―■者が

｀
、り7エスト1■ 力υえて

そのスの宥ャ女そっとキ甲すようで
なt選んで`くれます。魯/力 (2tt

ぎ
^ば

本を選たでくれるだ3う

二帰イ象C′fツ ,「ヽ の
.す∫

｀

家たの本t遅群ざしそ」、ちあそ'そ
.ら

らもさえケ
r_―
くなる1冊 です。

著作名 青山美雪み

出版社 ポプラ′卜土

ISBN 978-4-ら 91-16798-4

本体価格 11600円 初版年度 2020+



令和3年度おすすめ本 リス ト リヒ区 (区 No.4 )

*記入はボールベンでお願いします。 (鉛筆では不鮮明なE「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)

ス衝ノ|ビ

絵本

書名

^｀

｀
ィご1_レ

ボ l`lユ ー)ヨ >
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

あ3β 疼ギ1、 世界中ぬ希ら、ぇIち つヾ`【■ロ

屯「 “じ宏ι季 |∈デ1レ の容 間 t)｀ )の・(■t

弓ι嗽プヽ貸あ`∧いイtい―卜ち↓ス0デτ挙摯

七鷺ハ…。著ὶ中い下、たβtttう 沈リムお
い

力3豊表く(工ιi tい Tヽま せネ中̂ハ
おもに

■ひ 平ネロAo層ぃく`ルうめヽ嗽ま6み閣がT.

著作名 弓ゝヽ熟爆 ―/ヤ 鸞
`美

噌 /糸袋

出版社 /7レ■ )ノ ウヽス

ISBN q7ら牛多らlο 13写60
本体価格 1300円 初版年度 2014年

児童書

書名
、ヽふうえてんど<せご

｀
わ<ん `1

、ヽぬら,_く んうヾやらてきた
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

Li夕旬ヒt(Jこ めヾリヘ会しヽメえ邁多とた「ク、
-4るに碁けこと

写lbぇて率ぃぼザセ友道とデン…浄右にし
ヒ雅ってはノ■だ 」

贅 ;な蕩 の本員轟肇賀ノ封照的な 2人 (2ビ 〔

I髯募1ポ鷺ξ↓雰洪]でkろ 装ヾんゼt
力赦 嫌 まれ 全ι承

著作名 きたやま よう↓

出版社 あめ資者え
lSBN 9r/842ち 100ヮ 919

本体価格 llθ θ 円 初版年度 1996年

一般書

書名 11の あの リレー

認‰雛臨滋
lュケ茶茨1,F藤漿″″ヾt'/_― ε

～
わ1カル」a■お知ヒ多ピ||ザ渤 か｀

形毛 ジ六こ

'虐
'17拠

丁セア嚢 ∂:Wうの体を
｀
次″ョ「

′
(〔して

発tれに旬よか′ス六痺ルつ形労兵iりι撚

・いのりの群み3と 弯れだれる・ ,(〔ね
へ
,た す

著作名 ノ|1供イ
'「

〔美絶
出版社 対ズフ

Dラ
維ヽ

ISBN ケ511-θ 2671-2

本体価格 1 4θ O円 初版年度 zOο 5年

《期日厳守 5月  31日 (月 )まで各区の理事へ必 着卜



令和3年度おすすめ本 リス ト シし 区 (区 No.ま  )

*記入|ま ボールベンでお願いします。(鉛筆で|ま 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 で各区の理事へ必 着 卜

絵本

書 名 il {- *a 2xi) !rt)ai,' r ( ) ?

ン トなど)

のメ l〕 し`(つ

′」ストツイで

えルノ、∩ざ

な場t『 σ
うちを打

``とトズダ親しば
｀

著作名 ヤ万‐レスイーク

出版社 株式な`ネエベガントエ

ISBN iSBrv + -8Q21 4- Dtl- *
本体価格 980  

円初版年度 1934年

児童書

書 名 L"', i1'vtZ a I\"/-.
(あ らすじやおすすめのポイン トなど)

わフぎ～1多
l=夕りt彬夕

`あ
イtル |くは、

ゴシゲv′ ぎの′ミ`ん多零プ・多試ずろLし 11

しましr,。 ヮグ胸ソ多だみサ七イヤ明
八ガЧびc lざ /‐ のなる名方七しよど'多 だ

のあ`7夕だねこのワグしよ輌減́ 力iF

飛ん多ζ゙″な看1多 ′′ιつて妙てし、“″ワ″夕どう1

著作名 丼 上 よ りま

出版社 丈 ″汗 炊 瘍攻

ISBN 978¨ 十-58θ―ク|マ
θ―」

本体価格 I 20 0 H 初版年度 LA i 7 +
一般書

書 名 ユ ソ7ラ ア入
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

ラビtフ ア「のtま 具家tん雅がある事/うと
一歩うち■ムず勇気。 アこ12t

そ00手 一サが子バ与鷲ハせア`ルくて休卜

tア
ことえヽ)て tせソニレがまく。アこと

夜゙ げ
:す せてくれる′子ぎモlτ t六人にt

イ
`:子

くイ午みだと罠^ν まヽ為

著作名 イアち従 孝7・iタ ア
出版社 集真lト

ISBN
4‐

-09-7717D十 一
チ

本体価格
l、 午Oθ 円 初版年度 2θ 2θ 年

ガ、準本欠



令和3年度おすすめ本 リス ト

"白

区 (区No.6 )

*記入はボールペンでお願いします。 (鉛筆では不鮮明なE「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)

絵本

書名
お金のなし、■攻∽ あ＼

t女 貧 じ
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

者、立 の上ぁあ`城
｀
l■ 父のIむヒ筋 麟禦ブ

軍ナルヽ し、ました。酌ウノ
“
φるあ動父、穴

だ
|ら

けのドレス、あ
｀
金 tま 4パニーつあワま

せん。そんなあるEl、発 しチ乙船
｀
あらの

“ました。 そ勿ェィ本は、ぃ
おとざ誕レのテイストt■ 彰乏′ゼ

`ワ

なフレ イヾズ■

豪 i辱ζ夕
こんZ「 ~リー。絵ルヾと2ウ

著作名
7-シユラ・ブL― ンス支 サラミギ

(フ 1絵

出版社 BLム /牧

ISBN
77′一学-776≠ ―θ66ο―θ

本体価格 l.goo H 初版年度 zot+ +

児童書

書 名
ホtィ ,■イこフムフム■しヽへん負望 ぼ

(あ らすじやおすすめのポイントなど)

オオ←ンテムのオミイ木イ[■ 友だちのフムフムt

持 に発、、■レた。~液ウ替 レ仁じとが
1

な ぃフムフム i■「し,ち め足g虫し、〕だl■ こ,ち

の賃3■ムレマιむ。そ必″準zてチ」と説唄t/7

-淘象・ ムかtすチグ.のんびリレF_時間〃ヾ

ジしれる発しぃ物諄ですσ

著作名
マーデン ー′ワインマン・シャ_マ ット支

バ
1-バ

号 _7-ニ ー 絵

出版社
t量 る 月(似為及

ISBN
77∂ ―学―夕73-/クθοι―≠

本体価格 t-+oo H 初版年度 zott +

一般書

書名 エミツぅ
1レ

キンスン家[の ネズミ
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

色ネプミのエマラインクヾ エミリあ冴Zの

を火 l・

`|フ

越 νて来ました。ニスの

Xゃかゲ支通ン 髪ヾ)チ グチしたク エマライン

の考 1ヽにずれよ、■ミリにインスピレーンフン■

与えま7・

工てラインの日ここして、/7L魚1の修人後
｀

なkェミツヽデンキンアンの効ミ/7あ′ろ研代る世界

力ち欲れらの詭 lt開 ″ヽれまグ。    _

著作名
エツサ入ス・スバイアース

・
著

クレア・/4ソ ユウキラ__盗笙__
出版社

ル サが考 象

iSBN
77′ ―チーι22～θ∂4望ι-8

本体価格 t'700 tr 初版年度 2007 +-

《期日厳守 5月  31日 (月 )まで各区の理事へ必 着b



令和3年度おすすめ本 リス ト すじ 区   (区 No.7 )

学校名:褐べ 小学秋

*記入はボールペンでお願いします。 (鈴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 で各区の理事へ必 着 i≫

絵本

書名 でくららう
|■ :「 11ツ:IFす すいつザイント・1111

すじ国|[ある沐ギのネ:す 今■もフぼけをワす.

ふくらまt.ザっくソranイものa「嬌 tずぅ。

た、七ぞゾメイヨシ/が '美
いたと、,多 ニフ́ズt

きぃし く孔̀
て
ヵ、1,自分の。そく日げ自分て・

文めるされ ちψたoがと長tなかく見キふじ

、`うことのた切it人人frt気 付か
『

て
く仏う索縁年子兵隼ざチ。

著作名 欠:4斗耗鰐′騨 :J峙率欠

出版社 ¬Fリ ス停

ISBN ?re4Vizoo?f4z
本体価格 {10 o rq 初蛾年度 2O.zl +

児童書

書 名 おごしヽちゃんじ0衆後の旅
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

あげし'ちゃんt、そうウ′レフタ蓄物ク学ヽ1気

"鯵

t
コーモアこく3筆

=ラ

刀り〔響
'き

あげたズウェーリちの

スk明:オ嗜η多撃シrLァ .ァタル′薫
`奏

の作島.

アスト11″ ド`シト'タニ́>れをた夕rt夕質(た

キテr./ロ イデしにようカラー召「′会がタンう、ldに

(ける一イ辞てり,

著作名 irt-7' 77il./
出版社 ィんran孝ル
ISBN ?rs+t?86r/ 626

本体価格 [7 oo n 111111■ 2θ2θ ■・

一般書

書
= イ(t お合ウ

(あ らすじやおすすめのポイントなど)

場ち ド.栞 1積がダぅよばイリオリ

`べ

.

■Tの F“ かおいいしのパギキヴ庁り水有のた別・

ウェ→レタ
絆
ド

!レ スtイγるこ
'た

ある。4ルtt4● ゔ子と,

兒イ3れれデ77カ おいくあ6バ、~フにし以外
ゼ

tき

ばしヽ父ヒ,そ の欠の角形」セ兒うだの友人島りο

普通の人fご んてぃなtlo現にこのネ雌ザたびitl・

せη十の範
"t難

Ⅲ越たぅι人の家族の物投

著作名 そく L工 3ぜ

出版社 条えれ

ISB卜1 アタ
'チ

θ
'タ

タ′7/27

本体価格 t Loo ffi 1111=■ :1:
ュθユθl三



令和3年度おすすめ本 リス ト jヒ  区  (区 No。 8 )

学校名: 六平/1t事 薇

*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 で各区の理事へ1必着 i》

絵本

書名 バスヒ乍"さ む tiあ ご
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

バヘヒ乍οがス い曇に,こに術(ヒ、

」あてハろご火け話に求ソフロ2‖ た1/

家oャリい婆Ll、 ゴ{よ んやムlも ぢゆぅ

所田が‐汁δどI― (えれ辛いざ二
』″ケゎ、″らぁる論 ζ‐(1っ )ソ し女丁

著作名 烏 口 け い

出版社 夫チ繁崚

lSBN
?2tr -f-yf - f z3 /;& o

本体価格 /iθ θ 円 初版年度 /"ζ   年

児童書

書名 じ`ち秀ヾリニクノスの
'争

′蝙
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

倖島御物りの獨夕象グら″わ彰序

さルの多加臀物のイタストがたク5θッめ,■

孵輩がら′彰4レ 499ィ

`づ

る申ψηイr

L`力'づ

`″

ごびo

静労、手 //・ ′■争知口の′も 多 ぜ'ヽ

チ′ι多′ご:ノブιし多いぜ'`′

著作名 あだ ろムす

出版社 理 論 れ

ISBN 97θ ―子―ι6-2θθ8g年 -3

本体価格 /ooo E 初版年度 2000 +

7般書

書名 マカン・マラン
ジ離れttしか惨豫しtヌ ぃ

千島猜 rふ ち'ル 。そttl・

出せホる矛キ多2 tttが '一

じルわり略つくリノビtレ しつ嬌

為%レ●・・す `

著作名 古内 一絵
出版社 中央公諭新れ
IS8N 978-ダ ー/2-∽午78∂ 6́

本体価格 /夕θO円 初版年度 2-o /; +



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,320 円 初版年度 1969 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 748 円 初版年度 2000 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,350 円 初版年度 2019 年

978-4001105575

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー （あらすじやおすすめのポイントなど）

ブレイディみかこ
英国在住の日本人ライターの著者とアイルランド人の配偶

者との間の息子と、友人達との中学生活最初の1年半を描い

たもの。殺伐とした英国社会を反映するいじめもレイシズ

ムもけんかも貧困もあるリアルな学校。アイデンティティ

や多様性に迷ったり悩みながらも、子どもはたくましくし

なやかに先に進んでいきます。本屋大賞2019ノンフィク

ション本大賞受賞の本作は、堅苦しさは全くなく、軽妙な

ユーモアたっぷりの語り口で子どもにもおすすめです。

新潮社

978-4-10-352681-0

＊プリントアウトの上、送付してください。

令和3年度おすすめ本リスト

ライオンと魔女 （あらすじやおすすめのポイントなど）

C・S・ルイス、瀬田貞二訳
『ライオンと魔女』は、「ナルニア国ものがた

り」の7部作のうち、最初に出版された作品。

ピーター、スーザン、エドマンド、ルーシーの4

人きょうだいが、魔法の国ナルニアで繰り広げ

る冒険ファンタジーです。子どもだけでは手に

しにくい本ですが、本好きな子どもに紹介する

と、シリーズ全部読む子どもも！

岩波書店

978-4001140347

中国の少数民族イ族のあいだに伝わる、痛快な

物語絵本。顔や身体はそっくりだけれど、それ

ぞれ人なみはずれた不思議な力をもっている 9

人の 兄弟。9人は力を合わせて、悪い王様に立

ち向かっていきます。わくわくする物語と素晴

らしい挿絵で、読み聞かせにもお勧めの1冊で

す。

北 区　　（区No.　9）

学校名： あいの里西小学校

王様と九人のきょうだい

赤羽末吉画、君島久子訳

（あらすじやおすすめのポイントなど）

岩波書店



絵本

書名

出版社

ISBN

本体価格 1,200 円 初版年度 1981 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2020 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2014 年

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

イーヨくんの結婚生活 （あらすじやおすすめのポイントなど）

大山　淳子
夏目家の五人兄弟の末っ子・伊代太。どんな頼まれごとで
も「いいよ」引き受けてしまう、つかみどころのない性格の
２７歳。
ある日突然、夏目家の長男が亡くなり、通夜に長男の婚
約者と名乗る妊婦が現れます。親代わりの伯父夫婦の苦
肉の策は、長男の婚約者と伊代太を結婚させるというも
の。　　　　　　　　　　　　　　なんでも「いいよ」と引き受ける伊代
太はこの無茶ぶりもOKしてしまいます。けれども、そんな伊
代太が物語の終盤で首を横に振るのです。そのシーンに
グッときます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※単行本は中
古でしか手に入りませんが、文庫本が出ています。

講談社

978-4-06-218834-0

＊プリントアウトの上、送付してください。

トミーは、お父さんの仕事の都合で夏休みに出かけ
る予定がありません。そこで、旅行に行くご近所さん
の植木鉢を預かるお仕事をすることにします。
トミーの家は預かった植木鉢でいっぱい。そして、育
て方を図書館で調べ、道具をそろえてお世話をするう
ちに植物たちはどんどん元気に育って、トミーの家は
ジャングルのようになります！
旅行から帰ってきたご近所さんは植木鉢がとても元
気になったと大喜び。そして、トミーも夏休みの終わり
に素敵なプレゼントをもらうのです。
夏休みに出かけられなくても、とっても楽しく過ごせる
トミーが素晴らしい！！

北 区　　（区No.10　）

学校名： 新川中央小学校

はちうえはぼくにまかせて

ジーン・ジオン　作

（あらすじやおすすめのポイントなど）

ぺんぎん社

978-4-89274-016-9

（あらすじやおすすめのポイントなど）

松素　めぐり 心が疲れてしまった中学生が行くことができる湯治場、か
ねやま本館。ある日突然現れる第二保健室の床下からお
湯に呼ばれた中学生が全国から集まってくる不思議な場
所。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学生たちはそ
こで、お湯と女将さんとそこで出されるおにぎりやおでんに
心を癒され自分と向き合います。　　　　　　　　　　　　　　誰もが
こんな湯治場に行ってみたくなる、そして女将さんのお料
理を味わいたくなる！そんな１冊です。
※現在３巻まで出ています。どれもおススメです！

講談社

978-4-06519-693-9

マーガレット・ブロイ・グレアム　絵

もり　ひさし　訳

著作名

令和3年度おすすめ本リスト

保健室経由、かねまや本館。



令和3年度おすすめ本 リス ト 多ヒ 区 (区 No`/ノ )

学校名 : 蒙ァプ林、りヽフ歿

*記入はボールベンでお願いし′ます。 (鈴筆では不鮮明な印漏1に なる場合があるため)

*メ ール便で送ってください。 (FAXで漱るとFp刷 がつ‐Stれて t´ まうので)

絵本

(ぁ らすじゃおすすめのポイントなど)
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《期日厳守 5月  31日 (月 )まで各区の理事へ必 着ト



令和3年度おすすめ本 リス ト    ニヒ   区  (区 No.12)

学校名:慢すヒ小彗薇
絵本

書名 でこtl力 !ルリJなの亀好βひ
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

“
斤中のひびしたリバ覆曖FするイL

しらん仕写兵絵本a

晨行″無に演した砂孝ぼしてし孝顔ら,ご しマザ.て じ

そのこのり″ヾ口驚7,易εもあツなア.

ひ■む芝専子ども['のギ|ミ %くし九久
L争んうよヤ7.

著作名 口塚｀リー マ
"“

ニー

出版社 0村を店
lSBN wg- 1- 8?otv' ?t z- I

本体価格 :,00 円初版年度 zot? +
児童書

書名 し1' のへずかしこ
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

|コ宅4移 l・ レゐイアがミさん17駄び卜とこ」
ヒ嗜rンて`lみ。砦確にιんなくケ,F私ぼ

ζrt孝サ:|::i:ilモ舞l九菖「
本flr F〈ぜん魔て(わ 移″のイ鴇み貿ンιt、た

て`ばタレ奎t重んみ.2作目もあソ。

著作名 澤 キ ヒιlお

出版社 河躊ス新た
lSBN qIt-4-)ool-0ZBt - f

本体価格 1200 円 初版年度 zorl +

一般書

書名 あの日のな剰魚日多乙
(あらすじやおすすめのポイントなど)

ですぎなな立多ゐ凋 たヽソρヾ紡く'

tttφ女凛ロウ乙.

んぃもならなス撃りで.口彦乙tiレマ
かノヾしわソ気ウト竹ゑ叩のストーリー

形
=ィ

T方くさんりのプη像のイ7ん :3も

方口tマ 千。い。

著作名 辻弦 ゃめ

出版社 ヤ夫宏鉾 新れ

ISBN fi8- 4-tz- oo52??-$

本体価格 1600円 初版年度 2020年

*記入はボールベンでお願いします。 (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 )まで各区の理事へ必 着ト



絵本

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1,000円 初版年度 2019年

児童書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1,400円 初版年度 2020年

一般書

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格 1,800円 初版年度 2019年

令和３年度おすすめ本リスト　　　　　　　　　　　　 　　  北　　　　区　（区No. 13　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　学校名  ：  　  あいの里東小学校

　むれ

　ひろた　あきら

（あらすじやおすすめのポイントなど）

　978-4041075890

　KADOKAWA　

　眞嶋　めいり

　講談社

　978-4065181294

（あらすじやおすすめのポイントなど）
　みつきの雪

《期限厳守　　5月31日(月)　　まで各区の理事へ必着》

　江國　香織

　集英社

　978-4087711837

　＊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)

（あらすじやおすすめのポイントなど）

　＊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)

　彼女たちの場合は
｢これは家出ではないので心配しないでね」

簡単な置き手紙を残し、17歳の逸佳と14歳の礼那はア

メリカを見るためNYを発ちます。それは結果的に数か月

に及ぶ旅になります。表紙には2羽の可愛らしい小鳥の姿。

幾分古風で落ち着いた装幀は、従妹である2人が過ごし

た大切な時間、じっくり味わいたい旅の時間そのものです。

｢私たち、どこにでも行かれるんだね？」

｢もちろん、だって、行かれないわけがないでしょ」

読むうちに彼女たちが訪れる街の様子を知りたくなり、

調べながら一緒に旅をすることになるかもしれません。

わたし、満希（みつき)が5年生のとき、山村留学生とし

て行人が転入してきて2人きりの同級生になります。友だ

ちとして一緒に過ごしてきた7年2か月の日々も、明日の

高校の卒業とともに終わりを迎えることになりますが…。

作者はカメラマンの知人が撮影した図書室の写真から

着想を得てこの作品を書いたのだそうで、実際に重要な

場面で図書室が登場します。おそらく主人公の名前と三

月(みつき)が掛けられているのだろうと思いますが、雪の

シーンもまた印象的です。

第21回ちゅうでん児童文学賞大賞受賞作品

「よのなかには さまざまな むれがあります」

「ひつじの むれです いっぴきだけ けが ありません」

「さかなの むれです いっぴきだけ ほねです」

宇宙人などの奇想天外なむれも登場して、最後は、ペー

ジいっぱいに描かれたありのむれ。一匹だけ違う方へ歩

いていきますが、さてそこには？

ユーモラスな絵と内容で、さがしもの絵本としてはもち

ろんのこと、さりげなく大切なことにも触れられているので、

高学年や大人まで色々な楽しみ方ができる一冊です。

本校校長のおすすめ絵本で、よく借りられます。



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,165 円 初版年度 1996 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,200 円 初版年度 2004 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 900 円 初版年度 2013 年

9784906379583

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

予想どおりに不合理 （あらすじやおすすめのポイントなど）

ダン・アリエリー 「行動経済学」というちょっと難しそうな学問を分か

りやすく面白く解説してくれている本です。人間は

思った以上に思い込みや刷り込みで物事を判断してい

て、実際に自分で合理的に判断出来ていることは少な

いということを、大真面目なのにユニークな実験結果

から筆者が解き明かしています。

早川書房

9784150503918

＊プリントアウトの上、送付してください。

令和3年度おすすめ本リスト

チョコレート・アンダーグラウンド （あらすじやおすすめのポイントなど）

アレックス・シアラー チョコレート禁止法が発令され、国じゅうから甘いも

のが押収されてしまいます。違反すると逮捕され、恐

ろしい罰が待ち受けている世界で、子どもたちがチョ

コレートを食べる自由を求めて戦う物語。ハラハラす

る展開で、小学校高学年くらいから大人まで楽しめる

本です。読めばきっと、チョコレートが食べたくなり

ます。

求龍堂

9784763004204

家の前で出会ったネコは「ぼく」の吹くクラリ

ネットの音色でどんどん大きくなってしまいま

す。気が付けば家より大きくなったネコの背中

に乗って旅をする事に…。旅先での出会いや、

「ぼく」とネコの絆に心がほっこりする物語で

す。

北 区　　（区No.１４）

学校名： 北陽小学校

ネコとクラリネットふき

岡田　淳

（あらすじやおすすめのポイントなど）

クレヨンハウス



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,500 円 初版年度 2018 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 11,600 円 初版年度 2018 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,650 円 初版年度 2020 年

令和3年度おすすめ本リスト

名探偵コナン歴史まんが

日本史探偵コナン12巻

（あらすじやおすすめのポイントなど）

青山剛昌
全巻オールカラーで、歴史まんが、漢字にはすべてフ

リガナがあり、低学年からでも読みやすいです。

Point、誰でも知っているコナン　表紙の色もカラフ

ルで一度は手に取りたくなる。小学1年生からでも楽

しく読める歴史まんがです。

小学館

978-4-09296923-0

ヒグマの子と少年の友情、兄弟愛のような世界を描い

ている。イオマンテの夜に神に捧げられるはずであっ

た小熊が森に帰ってしまう。成長した少年はヒグマを

神に返す為、山深く入りクマを探す。少年は愛するヒ

グマに矢を放った。pointアイヌの儀式イオマンテ、

アイヌの人々の暮らしと歴史といのちの深さが胸に響

きます

北 区　　（区No.15）

学校名： 光陽小学校

クマと少年

あべ弘士

（あらすじやおすすめのポイントなど）

ブロンズ新社

978-4-89309-631-9

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

オルタネート （あらすじやおすすめのポイントなど）

加藤シゲアキ 高校生のみが使用できるマッチングアプリ。それぞれ生活

環境や性格が異なる主人公達。ネット社会が身近にある中

で、どのように人生を前向きに捉えていくのかが描かれて

いる作品。Point一見共通性が無い高校生を描いている様に

感じられるが、心の内に抱えている物には共通点がある。

それを乗り越えていく様やネット社会への関わり方につい

て考えさせてくれる小説。

新潮社

978-4-10353731-1



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2004 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,600 円 初版年度 2020 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,300 円 初版年度 2008 年

令和3年度おすすめ本リスト

あしたのことば （あらすじやおすすめのポイントなど）

森絵都 小６国語の教科書に載っている「帰り道」も収録された、

『言葉』をテーマにつづった８つの物語。主人公は全て小

学生。言おうとして言えなかった言葉、言ってしまい後悔

した言葉…。それぞれの場所で様々な想いを抱えながら

も、前に進もうとする気持ちや交わされる言葉に読者も励

まされる。いつか言ってもらいたかった言葉や今言ってほ

しい言葉に出会えるかもしれない。

小峰書店　

97843383119041

タンザニアの草原に立つイチジクの木のもとで裁判が始ま

ります。訴えたのはヌー。訴えられたのはライオンです。

お母さんを殺されたヌーの子どもの立場、ヌーを襲ったラ

イオンの立場、そして大自然の中で生きる動物たちのルー

ル…。世の中の様々な視点や事情に気づくきっかけとなる

絵本です。著者は獣医師、絵は旭山動物園の元飼育員さん

です。

北 区　　（区No.16　）

学校名： 新琴似北小学校

どうぶつさいばん　ライオンのしごと

作：竹田津実　絵：あべ弘士

（あらすじやおすすめのポイントなど）

偕成社

9784033313603

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

ドリーム・ギバー　夢紡ぐ精霊たち （あらすじやおすすめのポイントなど）

ロイス・ローリー ドリームギバーは、夜に人間の寝室にこっそりと入り込

み、そこに眠っている人間の記憶のかけらを集めます。そ

れを元に幸福な夢を与えることがドリームギバーの仕事で

す。主人公のドリームギバーのリトレストの仕事ぶりにハ

ラハラドキドキしますが、読み終えたあとには、心が和む

作品です。著者は世界的な児童文学賞であるニューベリー

賞を２度受賞しています。

金の星社

9784323063263



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2018 年

絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,300 円 初版年度 2016 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,980 円 初版年度 2005 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2017 年

令和3年度おすすめ本リスト

メキメキえんぴつ （あらすじやおすすめのポイントなど）

大海　赫 今も昔も怖い本、というのは溢れております。

そんな中でもピカイチ！怖い本！親世代が「大

人になってからもあの怖さが忘れられない。子

どもと読みたい。」との声により復刊されまし

た。怖い、と思う本質を描く”大海赫ワールド”

ぜひ親子で楽しんで下さい。

復刊ドットコム

978-4-8354-4148-1

タイトル通り、お友達をたべちゃった「おい

ら」が新しいお友達を探していきます。ブラッ

クユーモアあふれるこちらの本、どの学年でも

ウケます！

北 区　　（区No.17　）
学校名： 白楊小学校

おともだちたべちゃった

ハイディ・マッキノン

（あらすじやおすすめのポイントなど）

潮出版社

978-4-267-02147-3

なんでそうなの札幌のカラス （あらすじやおすすめのポイントなど）

中村　眞樹子

カラスは「黒くて大きくて怖い」というイメー

ジが強いですが、この本を読むとカラスのルー

ルがあり生きているのだと少しあたたかい目で

見ることが出来るかもしれません。

北海道新聞社

978-4-89453-878-8

つきよの３びき （あらすじやおすすめのポイントなど）

たかどの　ほうこ

子ども達の心情の変化が、やさしい絵とともに

描かれてます。反抗期真っ最中の我が子に読み

聞かせています。高学年にも読んでほしいで

す。

童心社

978-4-494-01624-2


