
2021年度＜令和3年度＞

白石区

おすすめ本リスト

①東札幌l」¥

②本郷l」¥

③北都l」¥

④東橋l」¥

⑤北白石l」¥

⑥川北l」¥

⑦西白石l」¥

R米里l」¥

⑨南郷l」¥

⑩上白石l」¥ II 

⑪幌東l」¥ い） Ill__. 

⑫本通l」¥



令和3年度おすすめ本リスト 白石 区 （区No./) 

学校名： 東札幌小学校

絵本

書名 ばあばはだいじょうぶ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 楠 彰子
どんな時でも「だいじょうぷ」って言ってくれた

大好きなやさしいばあばが、この頃変わってし

出版社 童心社 まった。何度も同じ質問をしたり、得意だった

編み物が出来なくなったり。ばあばは「わすれて

ISBN 978-4-494-00597-0 しまう病気」なんだ。そして冬の寒い日ばあばが

本体価格 1,300 円 初版年度 2016 年
居なくなってしまい・・。認知症になったばあば

と孫のつばさ君の心温まるお話です！

児童書

書名 きくち駄菓子屋 （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 かさい まり
内気な転校生浩介10オは、同級生と打ち解けず1人

ぼっち，家から逃げ出した先で見付けたのが駄菓子屋

出版社 アリス館
さん．そこでぶっきらぼうなおじいちゃんと出会う．

おっかなそうなのに何だか温かい．家にも学校にも居

ISBN 978-4-7520-0824-8 
場所が無った浩介にも自分をさらけ出す所ができた．

子供にとってありのままの自分を受け入れてくれる

本体価格 1,200 円 初版年度 2018 年
大人が居る事，居場所がある事の大切さを教えてくれ

1 る本です＾・ ラストは切なく＊心!-la•LヽII

一般書

書名 タクジョ！ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 小野寺 史宜
大学を卒業し、タクシー運転手として働く高間

奈津子 (23歳）。 女性比率は3%という男

出版社 実業之日本社 社会の中、個性あふれる先輩や同期、家族に励

まされながら、恋に仕事に全力で走り回る。

ISBN 978-4-408-53765-8 時には嫌な目にあうけれど、誠実に頑張る姿に

本体価格 1,700 初版年度 2020 年
思わず応援したくなる、そういう「お仕事小説」

円
です。

＊プリントアウトの上、送付してください。

《期日厳守 5月 31日（月） まで各区の理事へ必着≫



令和3年度おすすめ本リスト 白石区（区No. 2 、̀'’

学校名：本郷小学校

絵本

書名 あのねあのね （あらすじやおすすめのポイントなど）

著者名 えがらしみちこ 就学前の男の子が、幼稚園の帰り道、お父
さんやお母さんのお迎えの自転車の後ろで、

出版社 あかね書房
その日の出来事を話します。工作の事やお遊
戯の事、失敗しちゃった事、友だちとうまく
遊ぺなかった事。親子の会話がとても微笑ま

ISBN 978-4-251-09911-2 しくて切なくて、ぎゅっと抱きしめてあげた
くなります。こんなに毎日、子どもの話をき

本体価格 1,300円 初版年度 2018年
ちんと真剣に聞いてあげただろうかと、今更
ながら反省してしまいました。

児童書

書名 ー富士茄子牛焦げルギー （あらすじやおすすめのポイントなど）

著者名 たなか しん
おとんの初夢から端を発した突拍子もない

話が繰り広げられているのですが、父子の関
西弁での会話が、まるで漫オのようで引き込

出版社 BL出版 ， まれてしまいます。
交通事故で亡くなったおかんを思う父子に泣

ISBN 978-4-7764-0924-3 かされ、笑わされながら読んでしまいまし
た。人は普通に見えても辛い経験をかかえて

本体価格 1,500円 初版年度 2019年
いる事があるのですね。

一般書

書名 ステップ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著者名 重松清
若くして妻が病死をして、一人娘の美紀の

1歳半から小学校卒業までを、男親一人で、
一生懸命に子育てをしていく話です。まわり

出版社 中公文庫 の残された人たちが温かくみまもってくれ
て、成長を支えていく内容に涙がでました。

ISBN 978-4-12-205614-5 新しい生活の中で、いつもの生活を大事にし
ていこうと温かい気持ちになり、会えなく

初版年度 2012年
なっても大切な人と心の中でつながってると

本体価格 629 円 思い、強く育っていく美紀に感動しました。

＊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で送ると印刷がつぷれてしまうので）

《期日厳守 5月 31日（月）まで各区の理事へ必着》



令和3年度おすすめ本リスト 白石 区 （区No.3)  

学校名： 北都小学校

絵本

書名 魔女図鑑 魔女になるための11のレッスン （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 マルカム・バード
小学校時代、むすめのお気に入りだった本。

出版社 金の星社 この本に出てくる魔女達は、みなキモかわいい

魔女ばかり。魔女になるために参考になることが

ISBN 4 -323 -01254 -3 いっぱい。これを読めば魔女になれるかも？

本体価格 980 円 初版年度 1992 年
(1993年第3回けんぶち絵本の里大賞受賞）

児童書

書名 きみは「3.11」をしつていますか？ （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 細野不二雄・平塚真一郎•井出明 今の小学生は、 10年前の東日本大需災を知ら

ない子がほとんど。生まれていた子も記憶には

出版社 小学館
残っていないでしょう。たくさんの命がなく

ISBN 978-4-09-227243-9 なってしまったこと。大切な家族・友人をなく

した多 くの人達がいたこと。高学年の子ども達に

本体価格 1,400 円 初版年度 2021 年 読んでほしい、そして何かを感じてほしい。

一般書

書名 The Blue Day Bookプルーデイプック （あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名 プラッドリー・トレパー・グレーヴ 今のコロナ禍、先が見えない日々を不安に

出版社 竹書房
思ったり、落ち込んだりして、元気がないときに

見てみて！短いメッセージと動物たちのユーモ

ISBN 4-8124-0610-2 
ラスな写真が心を癒やしてくれる。読み終わると

元気が出て、気持ちが軽くなること間違いな

本体価格 980 円 初版年度 2000 年 し！

＊プリントアウトの上、送付してください。

《期日厳守 5月 31日（月） まで各区の理事へ必着≫



l 

令和3年度おすすめ本リスト 白石区 （区No.L/-) 

学校名： 東橋小翌校

絵本

書名
りも℃ようこの日本屯h'しti'なし （あらすじやおすすめのポイントなど）

わ` ＜` や`びめ t江,,

もt紺 1度心註ふ'fd)ある
著作名 いも℃ ようこ r紺和あゎ‘しli'.なし」

出版社 金の怪社 ゃ沢＇も. ¥ Iもしよらこさんの給、牢(j.

ISBN 9?&-l{-,3~3-03716- t; 緑1,ゎ渫：冨もこ砂勺＇きます．

本体価格 /~00 円 初版年度 ..2.009-年

児童書

書名 ぉふャぅサか・:叩のあV ; :::1,.. -i-し;げ-すス'`I)＇'ん
（あらすじやおすすめのポイントなど）

いせtit,._,水の中砂海必ずが.., J 
著作名 吝稀 洋 知いなP奇は砂したら？

出版社 議談社 ＇ヽち 1,vfJわ‘しiし1にも｀ら灼応したら

ISBN 978--4--06 -19~I 9 /-/ 
ょ¥Iわ¥... t. 此｀｀屯 ~tliし↑ してくれる

椅崎沙笑豆るを名名 i(す
本体価格 //OD 円初版年度 .io/3 年

一般書

（あらすじやおすすめのポイントなど）
書名 板うこうこう

籾今三4心＇営也策ふ舗｀屯
著作名 面~I斧、 斧J]_O

~)糸＇た,, 娠るに．人の池もしもか I

出版社 議採杜 和勺も知I'.す．

ISBN C/?8 -牛-06一ぢ/6 /..2.0-3 

本体価格 l'l~O 円 初版年度 や 19年

＊記入はポ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） まで各区の理事へ必着>



令和3年度おすすめ本リスト 白 も 区 （区No.t-) 

学校名： 其白ら小掌和交

絵本

書名
あ‘レくら ・J:h-し‘ゆグ

（あらすじやおすすめのポイントなど）

L I ろ几かも 1f) とおしくりま人し•'り

著作名 ががく、＇ひろし ばかドと l1-わた1/.わ l乙，とく，っし、

出版社 1•' ワン i-' 舒和 Tジ）とっZも楽しぃ絵本です。

ISBN Q78-tt--8伶01-4-70-4-

本体価格 Q80 円 初版年度 7,. ooq年

児童書

書名 月ぽ各 咋 ～わ＜わー< I 
（あらすじやおすすめのポイントなど）

tf> G 日印7171)一～
::::t-:i がわK町のわ炉~,, 学ヽ校。

著作名 れ J::しIIこ ／昨 9叩t、大 印閑曰の営朽 /j'..恥イj.(j)知っ7る学朽臼

出版社 埠談社
知ーっどちが’ク II 

卯釦;}d) 1粒:(flぃ;,t](/)をヽ＇いち、やおう

ISBN a13.,, 4--ob-1 q 57~ 化 b 代 1;じ）五"図書館係直諏鱈心

本体価格 / ?-0 0円 初版年度 ?-0 I 6年

炉なの色々が乃這(/)E3暉日の斤恨狂

知る：とが出森｝む。

一般書

書名
知テイストt芽しr・ （あらすじやおすすめのポイントなど）

-h: そィのを祈の力‘和、II I "li'I/ n'"叶
＂杯 ‘た IZ哺の香祖：合わせたお＇）が ＇叶

著作名 n :. 千＜ か`即和 tfrれちや,, ます．

出版社 lヨ斤文戻和
I} ―スにし「：~ - 7゚レセ‘’ント印にし「：：：iJf口の

ティストがとっ7士がわい lI <
ISBN qワ8-4--~3 7 -2 I 8 28 -2.. 和杭ゃ柄叫rv炉`＇作， 1.譴館の

本体価格 l片00 円 初版年度 2.0 J 0年
舷 1/,: :tサ゚っ f;1て,'す。

＊記入はポ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≫



令和3年度おすすめ本リスト 白厄 区 （区No.6) 

学校名： 叫江小学校：

絵本

書名 まくらからくま
著作名作謬克 , " t(・

出版社 鬼峰警占

ISBN 平Jg--Lf--2bS-t so仔—り

（あらすじやおすすめのポイントなど）

rまくら」てくま」を使ぃ 1間lこい3
I/ Iしl廷釦莱を 1京託いて/I 上がら読

賃も下がら読いをも（恥回丈

緯不てIIす。 A乍渚のも¥9o祐t
回丈で（す。

本体価格Il、 200 円 l 初版年度I~olq 年

児童書

書名 スマ ~l\; /J.. ー戸滋圧
（あらすじやおすすめのポイントなど）

邸"テニススク— Iレ分に詞通f:::モうTo男モ俯りヤ3良し人てしとy.いo1器ずt-殺賀著作名 宮下恵茉 命扇ぃ如号が＂

出版社 寸凸°ラネエ
ない 1元今の自 1疇1話9イ9 
7知遠う＃人が道門を進すJr刀¥''悩

ISBN 町g-炉げI-Iら腔1-9碩 fがで1決f/)( ')奇閑尚いてしt
成長(_?L lくあ誌 V J/器品年命lj

(300円初版年度 z_o(i年本体価格 の本てIIす。
I '  

一般書

書名 去り密tl 1鋤悟和か1-t1Jリ絵
（あらすじやおすすめのポイントなど）

竜詮ゃ音認の世界を切7リ給召
著作名 平石智美

出版社 x~ ツ出片反

ISBN q償乎ーク⑰位2000-S
本体価格 佐70円 初版年度 2o/f年 存＂と思 u幸す't)

＊記入はポ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） まで各区の理事へ必着≫



令和3年度おすすめ本リスト 白石区（区No. 7 

学校名：西白石小学校

、̀＇’

絵本

一
書名 やきいもやゴンラ

著者名 作・ながいいくこ絵・くすはら順子

出版社 ポプラ社

ISBN ISBN978-4-591-15989-7 

本体価格 1,300円初版年 2018年

児童書

ゴンラのやきいもやの前にはいつも行列ができています。

「ゴンラのやきいもがどんなにおいしいか」を常連のお客さ

ん違がおしゃぺり。でも、お店はなかなかあきません。お

しゃべりはつづきます。「ゴンラって、いつも無愛想」「やき

いものことで頭がいっぱいなのよ」．．．。待って待って待ちつ

づけ．．．やっとお店があいた！「またせたな」とゴンラ。その

やきいもは「こころまでとろけそう！」

おなかの鳴る絵本です。

書名 かみさまのおはなし この本は著者が昭和15年に書き上げたものです。

当時、子供向けの日本神話がないことに疑問を持ち、漠

著者名 藤田ミッ 字ばかりの『古事記』をわかりやすく書き直した

『カミサマノオハナシ』を出版しました。また、昭和41年に浩

出版社 講談社
宮様（今上天皇）にお読みいただきたいと「カタカナ」を「ひ

らがな」に書き直した『かみさまのおはなし』を出版しましたC

そして、令和元年5月、復刻版が出版されました。

ISBN ISBN978-4-06-515405-2 『古事記』は、日本最古の歴史書です。2,000年以上続い

ている日本のはじまりのお話を是非、子供違に読んでほし

本体価格 1,800円 初版年度 2019年
いと思います。

一般書

書名 悦ちゃん 悦ちゃんはお転婆でおませな女の子。ちょっぴり口が悪い

のはご愛嬌、歌がとても上手で、周りのみんなも目が離せ

著者名 獅子文六
ない存在。早くに母親を亡くして、のんびり屋の父親と二人

で暮らしているが、そこへ突如、再婚話が持ち上がったか

筑摩書房
ら、さあ大変。持ち前の行動力で東京中を奔走、周囲を巻

出版社 き込みながら最後には驚きの事件が！

戦前、昭和初期のお話です。とても愉快なお話でした。

ISBN ISBN978-4-480-43309-1 当時の生活の様子や人々の考え方、流行していた物など

がとても興味深かったです。「シャンだね」とう言葉が出てき

本体価格 880円 初版年度 2015年
て？？っとなりググりました。（笑）「カルピス気分」はググっ

ても出てきませんでした。

＊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（金）まで各区の理事へ必着》



令和3年度おすすめ本リスト 白石 区 （区No.~) 

学校名： 米里小営杉こ

絵本

一
書名 lもっぽうの鴻筍

著作名 I1,; 原.'ff/宗共
終＊由木沙‘祁、

可籾背凸
ISBN q'7i-4--?'1斗b-Of'f03 -O 

…年J1:4-30 円1初版年度12001:,ー王

児童書

書名

著作名＇イ乍

出版社

ここ
福音館喜店

（あらすじやおすすめのポイントなど）

ごごは .1/-.らかなの国。 だくれん

数ぁるひらがなの中で.,-~,,.J 5蜀，そ、力,.. 

這は＇れに置きで）にて小ていました。

碑 -13'らも雑令 r:、さいず．紐望t応‘
ていた ~~..J ですが、意外な展問と
念名禾が終わていまず。

父 0末な表紙の、絵本で‘すが．高す坪～
人,~お和和m碍名で

I (あらすじやおすすめのポイントなど）

砲‘後の、弟見沃転泣い和牧今で‘彰

ISBN 

ハコ⑮浴）の庄浮迄田唇を通して描n叩
ヤ籾話て＂す。賎りで夕泡忍し、弦旅で ー、

形牧珈様が？｀人切閲がJ加釦＼な
訊 1-:.させてくれます.1" t. 砂` 名釈む,_::.1ま

97?}-L/-忍翌譴o-ff-A長編です力＼｀＼飼い穴ラッ7~鈷なピ1-;J.

箔ィ不めな f&L"で浮乳クまIJ~e 少じがフ
本体価格

一般書

書名

著作名

出版社

ISBN 

j,600円1初版年度12006年ノト穎蒻ハコ6¥-可危いです。 (lld豹年向ヮ）

一ぅ杭屯有てる

秋山宋J頑犀

双tlt'言材

9ク8'-'I--77邸— (Cf-8-'-ー／

（あらすじやおすすめのポイントなど）

浅淡のて'3た人がら戎湯に行かせ7

もら~l.す。J

圃J~ ~ ラィラさせないft,'らP知易に行い

ヤてら1'.~す→
→れの甚和l17ても特別む和 I.F-, ひI::つも

t"~ くが依ゃ附荊蔦取、毎飯をリ匹If

本体価格 （以）0 円初版年度 2D13 年
人以ての甚和和灯3.、．ここ~i苓’践ヽて

I I I I芯芯濤に広如慧？訊
＊記入はポ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で送ると印刷がつぷれてしまうので）

《期日厳守 5月 31日（月） まで各区の理事へ必着>



令和3年度おすすめ本リスト 白石 区 （区No. 9)  

学校名： 南郷小学校

絵本

書名 まいにちがプレゼント あなたの「きょう」はどんな今日？

著作名 いもとようこ
「あたらしい きょう」という言葉が新鮮。

一つ一つの言葉が、読み手にも聞き手にも

出版社 金の星社 語りかけます。

ISBN 978-4-323-02467-7 
プレゼントのもう一つの意味って・・・。

対象は年長以上すべてのひとに。

本体価格 ・1,400 円 初版年度 2018 年
絵はかわいいけれど、内容は深い。

児童書

書名
桃太郎は盗人なのか？

「桃太郎」から考える鬼の正体
「図書館を使った調ぺる学習コンクール」で文部

著作名 倉持 よつば
科学大臣賞を受賞した小学5年生の女の子の研究を

書籍化。 「桃太郎は盗人である」と書かれた本を

出版社 新日本出版社
読んで、誰もが知っている昔話の「鬼は悪者」と

いう常識に疑問をもち、家族や図書館司書の方な

ISBN 978-4-406-06389-0 ど多くの人に協力してもらいながら全国の200冊以

上の本を読み比べ、突き詰めて調べていく姿勢が

本体価格 1,500 円 初版年度 2019 年 素晴らしいです。

一般書

書名 世界でいちばん素敵な色の教室 この本では、 75色について色の名前の由来

橋本実千代（監修）
や歴史、色についての素朴な疑問や豆知識な

著作名
どがわかりやすく解説されています。

出版社 三オプックス 各ページで使用されているイメージ写真が

とてもキレイで見ているだけで癒されます。

ISBN 978-4-86673-113-1 「世界でいちばん素敵な教室」シリーズの中

本体価格 1,600 円 初版年度 2019 年
の1冊です。

＊プリントアウトの上、送付して＜ださい。

《期日厳守 5月 31日（月） まで各区の理事へ必着＞＞



令和3年度おすすめ本リスト 自石区 （区No./0) 

学校名：上白石小学校

絵本

書名 ふしき．のおうちはド1ド11.よ，，， 1こ，．

著作名 武田庚穏

出版社 ホ~J。ラ社

ISBN l/--S't J -o33Pt-o 

本体価格 心 00円初版年度 I't 9 /年

児童書

書名 、y々 !.-ロ叶のおく＇）も <1)

著作名
作 E..B. ホワト
絵 11"ース • ウ1'J→アムス‘•

出版社 あすなう書房

ISBN 971ーター'!S-/5-18'89-l

（あらすじやおすすめのポイントなど）

マ、／

やす

子 'C
した「力‘べ、の総力ゞ勁吠l的な
芽近1J:1hさぢ唸崎しま

子℃もには大ぎな窓膵なんです。

（あらすじやおすすめのポイントなど）

虹‘ニー映画心•刃トーリー、
のようなファンタジーだな、℃

じましずこ，

本体価格 l,t o o円初版年度 .200/

小さなりモ兄9旦知恵で
大きなブタど、夕ばす，はたして

年1ものように救うt思ぃますか？
一般書

書名 ライオンのおや）
（あらすじやおすすめのポイントなど）

やざしくてあたたかLI'、人のI[',.l:

著作名 小/I (糸 とっても積もれまt.f:! 
出版社 木~7。ラ泊±.. た（ざん泣ぎたいとぎにあ` すずめせ＇す。

ISBN 91i-'f-5"9 I I boo 2-2 （おいしいものも食^ ＇たくなリ寺す）

本体価格 l,,t'o o円 初版年度 2.o l9年

＊記入はポ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で送ると印刷がつぷれてしまうので）

《銅8鐵守 5月 31日（月） まで各区の理事へ必着>



令和3年度おすすめ本リスト g石 区 （区No.I I) 

学校名：丸杉争立棧東小学i文

絵本

書名
（あらすじやおすすめのポイントなど）

ぢが` うねん 外国豆甜を麻峰パ扱弁で

著作名 ジ；、／、フラァセン 註マ＼＼孝す笑 —と
4 諺 ヽ ヽ の仮I~ /::. . ヅ▽7

(._ 7~ す
出版社

匁／ヨン／＼‘クス 枡 るがしの区苓）ま

ISBN ？クグ—ダー~6/o/一.Li s -y.. 

本体価格 17グシ円 初版年度 年

児童書

書名

著作名

~ 
"¥. "'7fノ//'-' • み

監
出版社 浮研
ISBN 

本体価格

梵がof:.や /jぷ§ュ

幻'ft>O円1初版年度 ~..L(年

贔砧犀芦芥昇昇!·~<
が対ヰ鯰TJ和1がマヴ‘‘に

訳 1.,Iて 菟Ut;:_す免託やめみミとが‘

“打 6 ,17炉た似羞鐸噸牧

甚が:~ぇらにつれ，年に応I膏殺」平

和り逸叶，和珈t'ある箪褪
心'/t扱い 、「サ、"/.J のしくみや対処~咋

情殺切正しし4象しオぶ営べI'j."J 6 

一般書

書名 り危り氏げのソ叶ワ'キ)(ャ-アかレやぃ枝゚ 俎ヽ 喉＜［対
（あらすじやおすすめのポイントなど）

ネ名り公の中，

著作名 りOVQ 此ても玲曖花レ

出版社 マキ）出版

加け叶収ーカーt~L

し,1.'中'"す：：f..T1J<わくさがん 液erわか
ISBN 的a;;--1./-一む?£J. ぬ丘

-巴驚＜メ;._J.-ーもあり釦恥

本体価格 ;,・ 以 0円初版年度 年

＊記入はポ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）

5月 31日（月） まで各区の理事へ必着>《期日厳守



令和3年度おすすめ本リスト 8 Tb 区 （区No./2) 

学校名： 脊達 I)、翌枝

絵本

書名
ねえ，むれ応し‘い？

（あらすじやおすすめのポイントなど）

著作名
r虹．と~Jh.-lJYl'いら遭凸ヵ¥"','つぎ‘つざ＂

斎児="差誼館' ―・-1,¥'ム

出されて〈和,ittv'1・ もな1べと成1ぶが）。

一・絃、、本＂苦屋出版社 和 ・i-.i:をヵ＼` ば釦吋",池かな力＼方‘扱”

ISBN 9 7 g-4--ti,!-. oo/~?8 心

ー柏吋．裸叫聞かもI~もE打cYiTヽ5。

本体価格 I、t;oo円 初版年度 198'? 年

児童書

書名
キャうl・もか3_I （あらすじやおすすめのポイントなど）

はい只り虎冷荘因なL
'-}'l莉まrよくテしe/: 浪21,t む

著作名 itfl ft~ 庚＂ 箇&)8観訪特渇袷底＆は」.I

出版社 け atr~ う— 寮隣 r::吋ぃし孔紐＇）やす（

設哨ぐi?¥Iり．また加l以屯枷
ISBN 9?i-lf--..li~ —.lO't-?J.-? 柘ぅ吟—＋可§ い(.2 i-t l サやすい(.'、~)

本体価格 (, l'()。円 初版年度 c{~d,.0 年
l"すよ！！

一般書

竺
竺
〗

庚浪， 0

ISBN 

本体価格

邑良やう

専ホ釦夭社

＂ートー 't-ig-0玲olふ

(, S-oo 円 1初版年度,~ 年

（あらすじやおすすめのポイントなど）

叫 0年.,中なtt11 :o~I 

”毛李を間('(、JJl,、,"い閉ぅ
~0) 知、彎、、奇 r.,1沿、ll .t 

物詩 rか（り年枯ぐ
炊Jt,3、't')まlA!

tr,t! 令抒争1今.J
情”‘木lI、ます・

t中、Cf:

毛 l~ふ食』'(4:
ーせ閏に知；灯二r~t.J6

、li,rt真信.-Ja..?I、Fら．．．

4、"且~..1JJ、木l"lB令ノ~'~ -~双メー一
ヽ`ーネパ`

＊記入はポ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で送ると印刷がつぷれてしまうので）

《期日厳守 5月 31日（月） まで各区の理事へ必着>


