
選定＝公益財団法人北海道青少年育成協会

出 版 社 税抜価格

アリス館 1,400

こぐま社 1,200

ひかりのくに 1,300

好学社 1,400

岩崎書店 1,380

講談社 1,500

BL出版 1,500

小峰書店 1,400

大日本図書 1,300

大日本図書 1,300

講談社 1,200

◎ くもん出版 1,400

◎ 徳間書店 1,700

◎ ポプラ社 1,300

◎ BL出版 1,400

岩崎書店 1,400

ポプラ社 1,500

講談社 1,500

鈴木出版 1,500

くもん出版 1,400

★ アリス館 1,400

★ ゴブリン書房 1,500

★ 徳間書店 1,600

評論社 1,400

マイクロマガジン社 1,600

★ ◎ ブロンズ新社 1,500

◎ 福音館書店 1,400

★ ◎ ポプラ社 1,500

★ ◎ 評論社 1,400

くもん出版 1,400

光村教育図書 1,400

ほるぷ出版 1,500

くもん出版 1,400

童心社 1,000

BL出版 1,400

★ ポプラ社 1,380

　評論社 1,400

少年写真新聞社 1,900

ポプラ社 1,500

あかね書房 1,500

★ ◎ 徳間書店 1,800

◎ 樹立社 1,500

◎ 徳間書店 1,700

幼
　
　
　
　
　
児

二
　
　
　
　
　
　
年

村じゅう　みんなで ヒラリー・ロダム・クリントン（文）　マーラ・フレイジー(絵)

とおくまで 曹　文軒(文) 　ボーデ・ポールセン(絵)

マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ（作）　キャラスクエット（絵）

めざめる 阿部海太

きのうをみつけたい！ アリソン・ジェイ（作・絵）

シマフクロウノのぽこ 志茂田景樹（文）　木島　誠吾（絵）

くらやみのゾウ　ペルシャのふるい詩から ミナ・ジャバアーピン（再話）　ユージン・イｪルチン（絵）

いろいろ　いろんな　かぞくのほん メアリ・ホフマン（ぶん）　ロス・アスクィス（え）

ソーニャのめんどり フィービー・ウォール　(作)

トンチンさんはそばにいる さえぐさ　ひろこ(作)　　ほりかわ　りまこ(絵)

とびっきりのともだち エイミー・ヘスト(文)　エイミー・ベイツ　(絵)

オーサ・メンデル＝ハートヴィッグ（文）　アネ・ダスタフソン（絵）

すばこ キムファン(文)　　イ・スンウォン　(絵)

たったひとつのドングリが -すべてのいのちをつなぐ- ローラ・M・シェーファー アダム・シェーファー(文) フラン・プレストン=ガノン（絵）

みんなからみえないブライアン ﾄﾙｰﾃﾞｨ・ラドウィッグ（作）パトリス・バートン（絵）

だいすきなマロニエの木

あめだま ペク・ヒナ（作）

うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ（文） みねお みつ(絵)

バッタロボットのぼうけん まつおか たつひで（作）

ちっちゃいさん イソール　（作）

おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ(作)　クリスチャン・ロビンソン（絵）

一
　
　
　
　
　
　
年

ちっちゃなサリーはみていたよ
ひとりでもゆうきをだせたなら

ｼﾞｬｽﾃｨﾝ・ロバーツ（ぶん）　ｸﾘｽﾁｬﾝ・ロビンソン（え）

ライフタイム　いきものたちの一生と数字 ローラ・M・シェーﾌｧｰ（ぶん）　ｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ｻｲﾗｽ・ﾆｰﾙ（え）

あめのひ サム・アッシャー（作・絵）

あたしのすきなもの、なあんだ？ バーナード・ウェーバー（ぶん）　ｽｰｼﾞｰ・ﾘｰ（え）

ななめねこ　まちをゆく ジェイソン・カーター・ｲｰﾄﾝ（ぶん）　ガス・ゴードン（え）

くれよんがおれたとき かさい　まり　（さく）　　北村裕花　（え）

いろいろはっぱ 小寺　卓矢（写真・文）

いろいろいっぱい
ちきゅうのさまざまないきもの

ニコラ・デイビス（文）   エミリー・サットン（絵）

やきいもやゴンラ ながい いくこ(作) 　くすはら 順子(絵)

とんがりぼうしのオシップ  赤い糸のぼうけん アンネマリー・ファン・ハーリンゲン（作）

かえるぴょん ささめや　ゆき

わたしの森に アーサー・ビナード（文）　田島 征三(絵)

かあさん、だいすき シャーロット・ゾロトウ（文）　シャーロット・ヴォーク(絵)

ジョン・バーニングガム（作）

きょうりゅうたちがけんかした ジェイン・ヨーレン（文）　マーク・ティーグ（絵）

おひさまおはよう 鈴木 智子（作・絵）

ちがうちがう （さく）accototoふくだとしお＋あきこ

ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん ローラ・カーラー(ぶん)　ジェイク・パーカー（え)

ねこってこんなふう？ ブレンダン・ウェンツェル（さく）

いえすみねずみ

たんぼレストラン はやし ますみ（作）

うさぎのニコラス リチャード・スキャリー（え)　オーレ・リソム(さく)

ぼくのたからもの 鈴木 まもる

ゴリラのおとうちゃん 三浦 太郎

令和元年度版　北海道青少年のための200冊

選定協力＝北海道学校図書館協会
　　　　　　　 北海道読書推進運動協議会　　　　　　　　　　　(本年度は41冊差替）

幼児・小学校の部

書                 名 著                   者

★は北海道学校図書館協会指定図書

◎は令和元年度に新しく選定した図書



出 版 社 税抜価格

小峰書店 1,400

福音館書店 1,300

ポプラ社 1,500

アリス館 1,400

フレーベル館 1,400

童心社 1,200

ブロンズ新社 1,400

くもん出版 1,400

評論社 1,500

★ ポプラ社 1,200

★ 汐文社 1,500

西村書店 1,500

★ ◎ 大日本図書 1,400

◎ あかね書房 1,300

福音館書店 1,300

ポプラ社 1,600

ＢＬ出版 1,700

光村教育図書 1,400

ポプラ社 1,200

小学館 1,300

あすなろ書房 1,400

岩崎書店 1,300

くもん出版 1,200

★ アリス館 1,400

フレーベル館 1,300
廣済堂あかつき　 1,800

★ ◎ アリス館 1,200

★ ◎ 小峰書店 1,500

ＢＬ出版 1,600

講談社 1,300
朝日学生新聞社 1,000
少年写真新聞社 1,400

アリス館 1,400

くもん出版 1,500

汐文社 1,400

さ・え・ら書房 1,300

偕成社 1,600

ポプラ社 1,200

オークラ出版 2,000

◎ 講談社 1,400

★ ◎ 金の星社 1,400

◎ 講談社 1,400

童心社 1,600

ポプラ社 1,300

徳間書店 1,600
朝日学生新聞社 1,200

あすなろ書房 1,300

金の星社 1,300

旬報社 1,500

評論社 1,600

新日本出版社 1,400

★ 金の星社 1,300

★ ほるぷ出版 1,400

偕成社 1,200

西村書店 2,200

★ ◎ ポプラ社 1,300

★ ◎ 河出書房新社 1,300

イクバル　命をかけて　闘った少年の夢 キアーラ・ロッサーニ（文）　ビンバ・ランドマン（絵）

メロンに付いていた手紙 本田 有明(文)　宮尾 和孝（絵）

六
　
　
　
　
　
　
年

みんなちがって、それでいい
パラ陸上が、私に教えてくれたこと

宮崎 恵理(著)　重本 沙絵(監修)

幽霊ランナー 岡田　潤

世界を救うパンの缶詰 菅　聖子（文）　やましたこうへい（絵）

まっすぐな地平線 森島いずみ

空から宝ものが降ってきた！
雪の力で未来をひらく

伊藤親臣

紅のトキの空 ジル・ルイス　(作)

マレットファン　夢のたねまき 村中李衣

ミーガン・リクス（作）

ガラスのベーゴマ 槿なほ（作）　久永フミノ（絵）

ハーネスをはずして
北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと

辻　惠子

いつも　心の中に 小出鞠るい　

生きる　劉連仁の物語 森越智子　　谷口広樹（絵）

イスタンブルで猫さがし 新藤悦子（作）　丹地陽子（絵）

戦火の三匹　ロンドン大脱出

片川 優子

赤はな先生に会いたい！ 副島 賢和

流星と稲妻 落合 由佳

ぼくとニケ

銀杏堂 橘　春香　(作・絵)

珍獣ドクターのドタバタ診察日記
動物の命に「まった」なし！

田園調布動物病院院長　田向健一

池田ゆみる（作）　羽尻利門(絵）

星空点呼　折りたたみ傘を探して 嘉成晴香（作）　柴田純与（絵）

大津波のあとの生きものたち 永幡嘉之　（写真・文）

北国からの動物記　エゾリス 竹田津　実　（文・写真）

子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧　圭吾（監修）

お昼の放送の時間です 乗松葉子（作）  宮尾和孝（絵）

タンチョウのきずな「日本の鶴」の一年 久保敬親（写真と文）

アイヌのむかしばなし　ひまなこなべ 萱野　茂　(文)　　どい　かや(絵)

みずとはなんじゃ？ かこ さとし（作）　鈴木 まもる(絵)

五
　
　
　
　
　
　
年

槍ヶ岳山頂 川端誠(絵）

ブルーとオレンジ 福田隆浩（作）

拝啓、お母さん 佐和みずえ（作）　 かんべあやこ（絵）

チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる ジョニファー・ｻｰﾑズ（作）

かさい まり（文）　しのとうこ(絵)きくち駄菓子屋

自転車少年　（チャリンコボーイ） 横山充男　　黒須高嶺（絵）

レシピにたくした料理人の夢
ー難病で火を使えない少年ー

百瀬しのぶ　(文)

坂の上の図書館

関屋敏隆(文・形染版画）

ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー（作）

ノックノック　みらいをひらくドア ダニエル・ビーティー（文）　ブライアン・コリア―（絵）

巣箱のなかで 鈴木 まもる（作・絵）

四
　
　
　
　
　
　
年

キタキツネのおかあさん 竹田津　実（文・写真）

北加伊道　松浦武四郎のエゾ地探検

三
　
　
　
　
　
　
年

書               名 著                  者
アザラシ流氷の海へ 廣崎芳次（文）　原志利（写真）

うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき　まり（文）　すがい　ひでかず（絵）

警察犬になったアンズ
命を救われたトイプードルの物語

鈴木博房

ぼくらのウソテレビ ねじめ正一　(作）　武田美穂　(画)

はたらく 長倉洋海

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー（文）

ナージャの５つのがっこう キリーロバ・ナージャ（ぶん）　市原 淳(え)

プーさんとであった日
世界でいちばんゆうめいなクマの　ほんとうにあったお話

リンジ―・マティック　(ぶん)     ソフィー・ブラッコール(え)

キワさんのたまご 宇佐美　牧子（作）　藤原ヒロコ（絵）

さらわれたチンパンジー
野生どうぶつを救え！　本当にあった涙の物語

ジェス・フレンチ（著）

あまのじゃくにかんぱい！ 宮川ひろ（作）小泉るみ子（絵）

このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ

火山の国に生きる　生きている火山 宮武健仁　（写真・文)

会田法行（写真・文）

ぞうのなみだ　ひとのなみだ 藤原幸一

ダンゴウオの海 鍵井靖章（写真・文）

トイレをつくる　未来をつくる

小学校の部



出版社 税抜価格

フレーベル館 1,400

岩崎書店 1,300

小学館 1,400

講談社 1,500

くもん出版 1,400

岩崎書店 1,500

講談社 1,200

フレーベル館 1,400

PHP研究所 1,400

ポプラ社 1,500

★ 岩崎書店 1,500

朝日学生新聞社 1,200

鈴木出版 1,600

★ ◎ 岩崎書店 1,300

◎ 講談社 1,300

◎ ポプラ社 1,500

◎ 小学館 1,500

鈴木出版 1,600

偕成社 1,600

あすなろ書房 1,400

講談社 1,400

あかね書房 1,400

講談社 1,400

あすなろ書房 1,400

くもん出版 1,500

★ 河出書房新社 1,300

偕成社 1,700

あすなろ書房 1,400

★ ◎ 小学館 1,400

◎ ポプラ社 1,500

◎ PHP研究所 1,600

◎ 理論社 1,400

◎ 学研プラス 1,500

講談社 1,400

福音館書店 1,700

講談社 1,400

講談社 1,500

ポプラ社 1,600

偕成社 2,300

くもん出版 1,600

新日本出版社 1,400

河出書房新社 1,300

朔北社 1,500

小学館 1,400

小学館 1,250

フレーベル館 1,450

評論社 1,600

◎ 講談社 1,200

◎ 評論社 1,600

◎ 講談社 1,300

澤井美穂（作）　　中島梨絵（絵）

満月の娘たち 安東 みきえ

ギヴ・ミー・ア・チャンス　犬と少年の再出発 大塚 敦子

気がつけば動物学者三代 今泉 忠明

はるかな旅の向こうに エリザベス・レアード(作)

Mr．トルネード
航空事故を激減させた気象学者　藤田哲也

佐々木健一（著）

１００時間の夜 アンナ・ウォルツ

わたしがいどんだ戦い　１９３９年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー（作）

生命の始まりを探して僕は生物学者になった 長沼　毅

ミスターオレンジ トゥルース・マティ　（作）　平澤朋子　（絵）

こんとんじいちゃんの裏庭 村上しいこ

たまたまザイール、またコンゴ 田中真知（著）

駅鈴（はゆまのすず） 久保田香里　　　坂本ヒメミ(画)

ちいさなちいさなベビー服 八束澄子

ラ・プッツン・エル　６階の引きこもり姫 名木田恵子（著）

ABC！　曙第二中学校放送部 市川朔久子

夢へ翔けて  戦争孤児から世界的バレリーナへ ミケーラー・デプリンス　　エレーン・デプリンス

時速４７メートルの疾走 吉野万理子

夏の朝 本田昌子（著）　木村彩子（画）

ぼくがスカートをはく日 エイミー・ポロンスキー

ひかり舞う 中川 なをみ

かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ　マーティン・ギャンダ

ヴンダーカンマ―　ここは魅惑の博物館 樫崎 茜

さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク

泥 ルイス・サッカー

一〇五度 佐藤まどか

咸臨丸にかけた夢
幕末の数学者・小野友五郎の挑戦

鳴海　風　　関屋敏隆（画）

栗山魂 栗山英樹

百年後、ぼくらはここにいないけど 長江優子

霧のなかの白い犬 アン・ブース　(著)　　橘　賢亀　(絵)

奮闘するたすく まはら三桃

いい人ランキング 吉野万理子

コービーの海 ベン・マイケルセン（作）

きみ江さん　ハンセン病を生きて 片野田  斉

ノベライズ　パパはわるものチャンピオン 板橋 雅弘(著)

ガラスの梨　ちいやんの戦争 越水 利江子　牧野 千穂(絵)

僕は上手にしゃべれない 椎野直弥

ひらけ蘭学のとびら
　『解体新書』をつくった杉田玄白と蘭方医たち

鳴海　風　　関屋敏隆（画）

太陽ときみの声 川端裕人

風のヒルクライム ぼくらの自転車ロードレース 加部鈴子

川床にえくぼが三つ にしが　きようこ

岬のマヨイガ 柏葉幸子　　さいとう　ゆきこ（絵）

書              名 著              者
赤いペン

キミがくれた希望のかけら セアラ・ムーア・フィッツジェラルド(作)　平澤朋子(絵)

テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・グイック＝プリエト　(著)

すぐそこに、カヤネズミ
身近にくらす野生動物を守る方法

畠佐代子

夜間中学へようこそ 山本悦子

＜１0秒００の壁＞を破れ！
陸上男子１００ｍ　若きアスリートたちの挑戦

高野祐太

レモンの図書室 ジョー・コットリル(作)

ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル ウェスリー・キング（作）

中学生の部



出版社 税抜価格

文藝春秋 1,333

集英社 1,500

集英社 1,600

ポプラ社 1,500

ＮＨＫ出版 1,600

角川春樹事務所 1,600

新潮社 1,300

北海道新聞社 1,667

早川書房 1,500

集英社 1,800

集英社 1,800

平凡社 1,200

中央公論新社 1,200

筑摩書房 820

集英社 1,200

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,600

新潮社 1,800

小学館 740

文藝春秋 1,650

集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2,100

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,400

光文社 1,500

新潮社 1,600

集英社 1,700

幻冬舎 1,600

ポプラ社 1,500

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,500

集英社 2,200

ポプラ社 1,400

ユーキャン学び出版 1,250

新潮社 1,700

講談社 880

マガジンハウス 1,300

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 800

光文社 920

新潮社 1,700

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,600

講談社 1,850

飛鳥新社 1,500

現代書館 1,600

ハーバーコリンズ
・ジャパン 1,400

◎ 集英社 800

◎ 柏艪舎 1,300

◎ 集英社 1,400

◎ 角川書店 1,600

◎ 文藝春秋 1,750

◎ ブックマン社 1,700

◎ 徳間書店 1,400

◎ 小学館 1,700

◎ 方丈社 1,800

がいなもん　松浦武四郎一代 河治 和香

モンテレッジォ　小さな村の旅する本屋の物語 内田 洋子

※書名・著者名・出版社名・価格等に誤りがある場合はご容赦ください。

極夜行 角幡 唯介

フタバスズキリュウ　もうひとつの物語 佐藤 たまき

タイコたたきの夢 ライナー・チムニク(作・絵)

海渡る聲
悲劇の樺太引揚げ船「泰東丸」命奪われた一七〇八名の叫び

中尾 則幸

本と鍵の季節 米澤 穂信

ののはな通信 三浦 しおん

呼吸器の子 松永正訓

６時２７分発の電車に乗って、僕は本を読む ジャン＝ポール・ディディエロラーン

わかりやすさの罠　池上流「知る力」の鍛え方 池上 彰

あとは野となれ大和撫子 宮内悠介

「国境なき医師団」を見に行く いとうせいこう

バナの戦争
ツイートで世界を変えた７歳少女の物語

バナ・アベド

新聞記者 望月衣塑子

バッタを倒しにアフリカへ 前野　ウルド　浩太郎

北海タイムス物語 増田俊也

眩　くらら 朝井まかて

不死身の特攻兵
軍神はなぜ上官に反抗したか

鴻上尚史

漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎（原作）　羽賀翔一（漫画）

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G・イトゥルベ

私のスポットライト 林　真理子

東京ガールズ　選挙（エレクション）
こじらせ系女子高生が生徒会長を目指したら

長峰超輝

サイレント・ブレス 南　杏子

i アイ 西　加奈子

ヨーレのクマー 宮部みゆき　（作）　　佐竹美保　（絵）

神さまたちの遊ぶ庭 宮下奈都

君とまた、あの場所へ　シリア難民の明日 安田菜津紀

無戸籍の日本人 井戸まさえ

骨　　　　風 篠原勝之

ぼくたちは戦場で育った　ｻﾗｴﾎﾞ1992-1995 ヤスミンコ・ハリロビッチ（編著）

厭世マニュアル 阿川せんり

颶風の王 河﨑秋子

水曜日の凱歌 乃南アサ

国境のない生き方　私をつくった本と旅 ヤマザキマリ

ドミトリーともきんす 高野文子（著）

たったひとつの「真実」なんてない
メディアは何を伝えているのか？

森　達也（著）　

Masato　　 岩城けい

ロボコン　イケてない僕らのイカした特別授業 ニール・バスコム（著）　

かたづの！ 中島京子（著）

アイヌの世界を旅する　太陽の地図帖０２８ 北原次郎太（監修）

本屋さんのダイアナ 柚木麻子（著）

野生の猛禽を診る　獣医師・齊藤慶輔の３６５日 齊藤慶輔（著）

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている
再生・日本製紙石巻工場

佐々涼子（著）

あ ん ドリアン助川

天、共に在り　アフガニスタン三十年の闘い 中村哲

あい　永遠に在り 髙田郁

誕生日を知らない女の子
虐待－その後の子どもたち

黒川祥子

エンジェルフライト　国際霊柩送還士 佐々涼子

河北新報のいちばん長い日　震災下の地元紙 河北新報社

高校生・勤労青少年の部

書              名 著              者


