
 

 

         
   



令和3年度 おすすめ本リスト

絵本

清 区 (区No.1  )

学校名二清 緑 小

書名 ねこは るすばん

町田尚子 ネコの留守番は寝てばかり、暇でいいねと言
われるけど。人間が出掛けたあと、ネコはク
ローゼットからどこかへ。そこではネコが人間のほるぷ出版

に過ごしている。床屋、本屋、つりばりなどな

978-4-593100965 どあちこち出掛け最後はお風呂に入つて、、、
は忙しかつたネコの留守番。ネコの表情や姿

1500円 初版年度 2020年
がとてもかわいらしく、読み聞かせにもおすす
めです。

著者名

出版社

ISBN

本体価格

書名

著者名

出版社

ISBN

本体価格

自称天才引きこもりニートの「オレ」が未完星人
(園児)と戦うお仕事シリーズです。33才のオレ
が保育園で働くことになり日々奮闘、園児と考

学研プラス

978-4-052048647

1000円 2018年初版年度

オレは、センセーなんかじゃない :

いなど、笑えたり感動したり楽しめる作品です。

一緒だつたりするのに会話はかみあわな

おかざきさとこ

書名 そこに無い家に呼ばれる

著者名 三津囲信三

出版社 中央公論新社

ISBN 978-4-120053221

本体価格 1760円 初版年度 2020年

(あらすじやおすすめのポイントなど)

「幽霊屋敷」シリーズの第二作
家に出てくる幽霊の話ではなく、家そのものが
幽霊だという内容。 作家三津田信三本人が
出てくるので読んでいると小説なのか実話なの
か、わからなくなつてくる。 ぜひ、シリーズの第
一作から読んでみるのをおすすめします。

*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 )まで各区の理事へ尼卜着 》



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,100 円 初版年度 2019 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,200 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 2020 年

令和3年度おすすめ本リスト

カラスのいいぶん （あらすじやおすすめのポイントなど）

嶋田泰子 カラスは一番身近にいて、人間のゴミを漁った

り、頭上で威嚇したりと嫌われ者です。皆真っ

黒で区別がつかないカラスを日々の生活の中で

何気なく観察するうちに愛着が増し、名前まで

付け、日記に書き留めたノンフィクション作品

です。読んだ後、カラスの見方が変わります。

童心社

9784494020683

小学生の女の子の視点から描かれた絵本です。

一作目の『ねこねこねこ』に続き、二作目の

『とりのうた』も鳥たちの描写が豊で繊細で暖

かな表情に思わず見とれてしまいます。【購入

はヒシガタ文庫オンラインショップから】

清田 区　　（区No.2　）

学校名： 札幌市立北野小学校

とりのうた

みはね

（あらすじやおすすめのポイントなど）

ヒシガタ文庫

なし

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

ハーバートで学んだ最高の読み聞かせ （あらすじやおすすめのポイントなど）

加藤映子
読み聞かせの概念が日本とアメリカでは元々違

います。情緒教育に重きを置く日本の読み聞か

せに対し、語学力を付けるために行うアメリカ

式の読み聞かせ(ダイアロジック・リーディン

ク)は子どもの様々な能力(思考力・読解力・伝

える力)を伸ばすために大きな効果を発揮しま

す。小さなお子様のいる方に是非ご一読いただ

かんき出版

9784761275143

＊プリントアウトの上、送付してください。



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2016 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 2,700 円 初版年度 2018 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,500 円 初版年度 2017 年

978-4-03-232450-1

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

君が夏を走らせる （あらすじやおすすめのポイントなど）

瀬尾　まいこ
　駅伝小説「あと少し、もう少し」に登場した

不良少年・大田のひと夏の出会いと別れを描く

物語。金髪ピアスの16歳の少年が１歳の女の子

の面倒をみるなんて！？全力で何かに取り組ん

だ時、全力で人とかかわった時、あと少し、も

う少しこんなふうでいられたら・・そう思える

ことの大切さを教えてくれる一冊です。

新　潮　社

978-4-10-468603-2

令和3年度おすすめ本リスト

寿　命　図　鑑 （あらすじやおすすめのポイントなど）

やまぐち　かおり：絵
　寿命は動物やモノによってもそれぞれまった

く違う。それぞれの生き方、死に方もまったく

違う。けれど一生懸命自分の寿命を生き抜こう

としているのは同じ。この図鑑ではそんな一つ

ひとつの命の輝きを紹介しています。絵もとて

も可愛いらしく、わかりやすく、大人も子供も

楽しめる図鑑です。

い　ろ　は　出　版：編著

978-4-86607-010-0

　公園を散歩する赤ちゃん、バレエの練習が終

わった女の子、山の中の動物たち、新しい運動

靴を買ってバスで帰る男の子・・・それぞれの

夜に、みんなの夜に、ご褒美のようなお月様。

スーパ－ム－ンを連想させるような美しい月や

幻想的な絵。大人も子供も心が癒される、やさ

しい気持ちになる絵本です。

　　清　田 区　　（区No.3　）

学校名： 平　岡　小　学　校

きょうはそらにまるいつき

荒井　良二　

（あらすじやおすすめのポイントなど）

偕　成　社



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 1,200 円 初版年度 2020 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,600 円 初版年度 2020 年

令和3年度おすすめ本リスト

虹いろ図書館のひなとゆん （あらすじやおすすめのポイントなど）

櫻井とりお 持病があり友だちがいない小学4年生のひなは不

思議な少女ゆんに出会う。世界中をめぐってき

たゆんのお話に魅了されるひな。二人の友情の

物語。作者は現役の司書で作中に絵本や物語が

たくさん紹介されている。前作「虹いろ図書館

のへびおとこ」も是非読んでほしい。

河出書房新社

978-4-309-02922-1

地球温暖化をくい止めるためたった一人で気候

変動を考える学校ストライキを始めたｸﾞﾚﾀ･ﾄｩｰﾝ

ﾍﾞﾘの話。勇気ある行動がやがて世界中に広がり

大人を動かすことになる。絵本なので低学年に

もわかりやすく、SDG'sを考えるのに最適な一

冊。

清田 区　　（区No.4）

学校名： 美しが丘緑小学校

わたしたちの家が火事です

ジャネット・ウィンター

（あらすじやおすすめのポイントなど）

すずき出版

978-4-7902-395-2

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

いつの空にも星が出ていた （あらすじやおすすめのポイントなど）

佐藤多佳子
全力で好きなチームを応援する喜び。それを分

かち合える人がいる幸せ。熱中できる事がある

人生って楽しくて素晴らしい！そんな風に思わ

せてくれる本。野球好きなら懐かしい選手も登

場して、なお楽しめる本。

講談社

978-4-06-521203-5

＊プリントアウトの上、送付してください。



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2021 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,350 円 初版年度 2021 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,100 円 初版年度 2018 年

令和3年度おすすめ本リスト

安全な水とトイレを世界中に

水とトイレがなかったら？

（あらすじやおすすめのポイントなど）

石崎洋司　作／下平けーすけ　絵
蛇口から水が出たり、家にトイレがあるって普

通じゃないの？物語は昔のパリやローマ、江戸

の町のトイレ事情など苦労してきた世界の歴史

も学ぶことができ、物語を通してSDGsがよくわ

かります。すべての人が安全に水を飲め、安全

に管理されたトイレを利用できるような世界に

なればと願います。

講談社

978ー4－06－521972ー0

この絵本の完成には７年もの歳月がかかりまし

た。理想の桜と出会えないまま月日が過ぎ、幌

加内を訪ねると、そこには青空一杯にチシマザ

クラが咲いていました。寒い北国にある桜の木

はゆっくり花を咲かせる準備をして、自分の一

歩をふみだします。「私が咲く日は、私が決める」

生きる力を感じる、美しい写真絵本です。

清　田 区　　（区No. ５　）

学校名： 清田南小学校

さくららら

升井純子　文／小寺卓矢　写真

（あらすじやおすすめのポイントなど）

アリス館

978ー4－7520－0954ー2

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

老いた親へのイラッとする気持ちが

スーッと消える本

（あらすじやおすすめのポイントなど）

榎本睦郎
１０万人以上の高齢者医療の名医が教える老い

た親とのうまい付き合い方として、良好な親子

関係を築くための対処法のアドバイス本です。

お年寄りが元気になる言葉かけのコツも紹介し

てくれて、老いた親との関係に戸惑いやストレ

スを感じる子世代に向けた、お互いがハッピー

になる５つのルールが役立ちます。

永岡書店

978ー4－522－43632ー５

＊プリントアウトの上、送付してください。



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 円 初版年度 年

児童書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 円 初版年度 年

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 円 初版年度 年

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

（あらすじやおすすめのポイントなど）

＊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

（あらすじやおすすめのポイントなど）

区　　（区No.　　）

学校名：

（あらすじやおすすめのポイントなど）



絵本

書名

著作名

出版社

ISBN

本体価格 1,400 円 初版年度 2016 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 1,500 円 初版年度 2018 年

令和3年度おすすめ本リスト

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 15 （あらすじやおすすめのポイントなど）

廣嶋 玲子

偕成社

978－4－03－635750－5

豊　平 区　　（区No.8）

学校名： あやめ野小学校

てんこうせいは つばめくん

こんのひとみ 作/いもとようこ 絵

（あらすじやおすすめのポイントなど）

金の星社

978-4-323-02461-5

《期日厳守　5月　31日(月）まで各区の理事へ必着≫

好日日記　季節のように生きる （あらすじやおすすめのポイントなど）

森下 典子

PARUCO出版

978-4-86506-279-3

＊プリントアウトの上、送付してください。

転校生のつばめくんにみんなは興味津々。

でも飛ぶのが苦手なつばめくんはうまく話がで

きません…

つばめくんの心の成長とそれを応援してくれ

るうさぎさんの優しさに心が温かくなります。

歌も物語に組み込まれているので、ぜひ歌も

入れながら読み聞かせて欲しい作品です。

『疲れたら、季節の中にいれば、それでいい』

映画化もされた「日日是好日」の続編。お茶を

通して成長した著者とともに「茶室」で季節と

一体になることができるシンクロの世界。

このコロナ禍で少々疲れた心。でも、どんな

時も必ず季節は巡る、四季を感じながら生活で

きる毎日を改めて幸せだと感じました。

銭天堂のデータ収集を終えた六条教授は、次

の計画に移る。研究所で作った駄菓子をばらま

き、銭天堂に悪い噂をたてて、紅子を苦しめよ

うというのだ…

アニメにもなり、子どもたちに人気のシリー

ズの最新刊。



令和3年度おすすめ本リスト    形θ   区  (区NO.7)

学校亀:多 糸 J卜 学薇

*記入はポールベンでお願いします。機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で進ると印刷がつぶれてしまうので)

絵本

書名 イハ`ノフυた1■ し (巧>Yo巻 )

(あ らすじやおすすめのポイントなど)

イヅノプ遂葬なのが■表4筆 が`′θ巻lちット
t■ f′ ]て し1手可o

イラストt■ 、しヽbtヽ うすJ人力V.オ薔ぃてぃ7

写筆liノ:ill]:11:」粋絵が,物勢tしなり
枠,て くれ11.13枠のルタ1贅い、イムを埒
のウ花者にイススメて"す。

著作名 峰 句 ブ

出版社 売 崎 者ん
:SBN 9?θ・午ヲι

『
ノθ夕∂

`'
本体価格 /21θθθ !■ 初版年度 2θ /7年

児童書

書名 ねがヽanりなら。ぃう〔7んにιにない
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

イ稚略 生でマスク ィ永為 み の生入J4i力゛

御力希労■1・ 生?ろ 堵%なという呪あト
ヒのl狙 わりの中なル秩tて し,く 物 場です
考ラを17.ェ見薇 |コ 宅燿IZ資島″びあり、,|、 tえ

・

■ヒち`ころしt rtろ 人メッマー/こ こって
し11,大入つr移たんで‐も癸夕ヵし

=う
′

ムを4の女みtt大 入乳び
`.

著作名 )夕 λ 啜イ

`:で

す
ttい く

出版社 スターツ 嵐片長

lS3N
97'一 ケθ/θ クθ′/θ ク

本体価格 /.2 θθ 円 初版年度 2ク /7年

一般書

書名 爆 乏 な 資
(あ らすじやおすすめのポイントなど)

摯たみ聯ttてぃぅ大をL(鰊巧)t

t人餞|■ イ咸が・叙之ろに
`そ

しLて 乞なれrヽ

諸群 1゛雛円鴛t著
射搬 1・ぶ:蠣‖儀iれ
象繊の年1・ 葎T撃的で`す=

著作名 イア ;i、 署々 多η六,p

出版社 Кハ DO kAt/VA

:SBN 9ウ θ"γ θ争,9`/ケ /7

本体価格 /ゞ θθ 円 初版年度 ユ∂ノθ 年

細購J騰 尋魔 奪1日 (月 )ま覗駆機理1卜必彗か


