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児

出 版 社 税込価格 税抜価格

徳間書店 1,870 1,700

ポプラ社 1,430 1,300

BL出版 1,540 1,400

岩波書店 1,980 1,800

ほるぷ出版 1,650 1,500

岩崎書店 1,540 1,400

偕成社 1,540 1,400

BL出版 1,650 1,500

アリス館 1,650 1,500

福音館書店 990 900

フレーベル館 1,540 1,400

◎ 徳間書店 1,760 1,600

◎ 徳間書店 1,980 1,800

◎ ほるぷ出版 1,760 1,600

◎ 福音館書店 990 900

ブロンズ新社 1,650 1,500

福音館書店 1,540 1,400

評論社 1,540 1,400

アリス館 1,650 1,500

光村教育図書 1,540 1,400

ポプラ社 1,650 1,500

クレヨンハウス 1,980 1,800

角川書店 1,650 1,500

絵本塾出版 1,650 1,500

アリス館 1,650 1,500

★ ◎ アリス館 1,540 1,400

★ ◎ 岩崎書店 1,540 1,400

★ ◎ 絵本塾出版 1,870 1,700

◎ 新日本出版社 1,650 1,500

徳間書店 1,980 1,800

絵本塾出版 1,650 1,500

講談社 1,320 1,200

小学館 1,540 1,400

くもん出版 1,210 1,100

くもん出版 1,540 1,400

のら書店 1,760 1,600

岩崎書店 1,760 1,600

金の星社 1,430 1,300

◎ 偕成社 1,760 1,600

★ ◎ 新日本出版社 1,430 1,300

◎ ポリフォニープレス 1,870 1,700

◎ 小学館 1,320 1,200

◎ 合同出版 1,980 1,800

サン・ズッパル（作）

きたきつねと　はるのいのち 手島 圭三郎（絵・文）

めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン！ 多屋 光孫（文・絵）

二
　
　
　
　
　
　
年 ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット（文）　シドニー・スミス（絵）

すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上 一平　（作）　種村 有希子（絵）　

会いたくて 会いたくて 室井 滋（作）　長谷川 義史（絵）

氷上
ひょうじょう

カーニバル あべ 弘士

ステラとカモメとプラスチック　うみべのおそうじパーティー ジョージナ・スティーブンス(作)　イジー・バートン(絵)

どこからきたの？　おべんとう 鈴木 まもる(作・絵)

めぐり めぐる ジーニー・ベイカー（作）

ステイシー・マカナルティー（原作）

きみひろくん いとう みく（作）　中田 いくみ（絵）

かしたつもり×もらったつもり かさい まり(さく)　北村 裕花(え)

ねむろんろん 村中 李衣（文）　こしだ ミカ（絵）

きのうをみつけたい！ アリソン・ジェイ（作・絵）

とんでいった　ふうせんは ジェシー・オリベロス（文）　ダナ・ウエルコッテ（絵）

どうぶつのかぞくアフリカゾウ　よわむしトトといのちの石 如月 かずさ（作）　田中 六大（絵）

たいよう　1,000おくに ひとつの たいせつな ほし

アルフィー　（ゆくえふめいになったカメ） ティラ・ヒーダー(作)

一
　
　
　
　
　
　
年

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)

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）

きょうりゅうのサン　いまぼくはここにいる かさい まり（文）　星野 イクミ（絵）

鳥のおはなし絵本　すずめのまる 箕輪 義隆(絵)　かんちく たかこ(文)

さくららら 升井 純子（文）　小寺 卓矢（写真）

キリンのあかちゃんがうまれた日 志茂田 景樹（文）　木島 誠吾（絵）

悲しみのゴリラ
かな

ジャッキー・アズーア・クレイマー(作)　シンディ・ダービー(絵)

宇宙誕生
うちゅうたんじょう

からはじまる　いのちのものがたり　きみは　どこからやってきた？
フィリップ・バンティング(作)

ゆきのようせい 松田 奈那子（作）

ジャックのどきどきモンスター

ジェシカといっしょ ケビン・ヘンクス（作・絵）

４ひきのちいさいおおかみ スベンヤ・ヘルマン（文）　ヨゼフ・ヴィルコン（絵）

きみとぼくがつくるもの オリヴァー・ジェファーズ（作）
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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）

ヒキガエルがいく パク ジョンチェ（作）

やっこさんのけんか 殿内 真帆(作・絵）

しりとり 安野 光雅　（作）

令和４年度版　北海道青少年のための200冊　図書目録

選　　　定＝公益財団法人北海道青少年育成協会
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

★　令和４年度北海道学校図書館協会指定図書
◎　令和４年度に新しく選定した図書（４６冊）

幼児・小学生の部

書                 名 著                   者

きょうりゅうのサン　きょう ぼくは なまえを もらった かさい まり(文)　星野 イクミ(絵)

１００ 名久井 直子(さく)　井上 佐由紀(しゃしん)

シャーロット・ゾロトウ（文）　シャーロット・ヴォーク(絵)

ぞうのヘンリエッタさん リズ・ウォン（作・絵）

テツコ・プー　ふうせんになったおんなのこ 児島 なおみ

カールは なにを しているの？ デボラ・フリードマン(作)

かあさん、だいすき

かなしみがやってきたらきみは エヴァ・イーランド（作）



出 版 社 税込価格 税抜価格

小峰書店 1,540 1,400

くもん出版 1,540 1,400

評論社 1,650 1,500

西村書店 1,650 1,500

あかね書房 1,430 1,300

さ・え・ら書房 1,650 1,500

汐文社 1,760 1,600

少年写真新聞社 1,760 1,600

福音館書店 1,430 1,300

ほるぷ出版 1,539 1,399

佼成出版社 1,430 1,300

★ ◎ 文研出版 1,430 1,300

◎ 徳間書店 1,540 1,400

◎ 講談社 2,750 2,500

ポプラ社 1,760 1,600

あすなろ書房 1,540 1,400

廣済堂あかつき　 1,980 1,800

アリス館 1,320 1,200

小峰書店 1,650 1,500

アリス館 1,540 1,400

佼成出版社 1,430 1,300

新日本出版社 1,815 1,650

岩崎書店 1,320 1,200

ポプラ社 1,430 1,300

★ ◎ 岩崎書店 1,430 1,300

★ ◎ 佼成出版社 1,650 1,500

◎ 佼成出版社 1,430 1,300

◎ 文研出版 1,430 1,300

少年写真新聞社 1,540 1,400

さ・え・ら書房 1,430 1,300

偕成社 1,760 1,600

ポプラ社 1,320 1,200

オークラ出版 2,200 2,000

金の星社 1,694 1,540

講談社 1,694 1,540

新日本出版社 1,650 1,500

佼成出版社 1,815 1,650

文研出版 1,694 1,540

学研プラス 1,694 1,540

徳間書店 2,057 1,870

★ ◎ 文研出版 1,540 1,400

◎ ポプラ社 1,650 1,500

金の星社 1,430 1,300

ほるぷ出版 1,540 1,400

偕成社 1,320 1,200

西村書店 2,420 2,200

ポプラ社 1,430 1,300

河出書房新社 1,430 1,300

金の星社 1,540 1,400

合同出版 1,650 1,500

あすなろ書房 1,540 1,400

童心社 1,540 1,400

小学館 1,760 1,600

★ ◎ 講談社 1,540 1,400

★ ◎ 化学同人 2,090 1,900

◎ 徳間書店 1,760 1,600

◎ BL出版 1,760 1,600

レッツ　キャンプ いとうみく（作）　酒井 以（絵）

体育がある 村中 李衣（文）　長野 ヒデ子（絵）

四
　
　
　
　
　
　
年

赤はな先生に会いたい！ 副島 賢和

大牧 圭吾（監修）

かこ さとし（作）　鈴木 まもる(絵)

クマゲラ　北国からの動物記 竹田津 実（文・写真）

手と手をぎゅっとにぎったら 横田 明子（作）　くすはら 順子（絵）

AI ロボット、ひと月貸します！ 木内 南緒(作)　丸山 ゆき(絵)

北加伊道　松浦武四郎のエゾ地探検 関屋 敏隆(文・形染版画）

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)

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）

六
　
　
　
　
　
　
年

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

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）

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

天の台所 落合　由佳

蛾　　姿はかわる イザベル・トーマス（文）　ダニエル・イグヌス（絵）

ぼくの弱虫をなおすには K・L・ゴーイング（作）　早川 世詩男（絵）

シャイローと歩く秋 フィリス・レイノルズ・ネイラー

命の歌　ぼくは路上で生きた 十歳の戦争孤児 竹内 早希子（作）　石井 勉 (絵)

ヤーガの走る家 ソフィー・アンダーソン(作)

黄色い星　ユダヤ人を守った国王と　デンマークの人たちの物語 カーメン・アグラ・ディーディ（文）　ヘンリー・ソレンセン（絵）

おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク(作)　キティ・クローザー(絵)

宮崎 恵理(著)　重本 沙絵(監修)

メロンに付いていた手紙 本田 有明(文)　宮尾 和孝（絵）

風を切って走りたい！　夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋 うらら（著）

命のものさし　動物の命・人間の命・わたしの命 今西 乃子（著）　浜田 一男（写真）

流星と稲妻 落合 由佳

いつか、太陽の船 村中 李衣（作）　こしだミカ・根室の子供たち（絵）

読む喜びをすべての人に　日本点字図書館を創った本間一夫 金治 直美

五
　
　
　
　
　
　
年

大津波のあとの生きものたち 永幡 嘉之　（写真・文）

坂の上の図書館 池田ゆみる（作）　羽尻 利門(絵）

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

子どものためのニッポン手仕事図鑑

五七五　ぼくのとなりはブラジル人 万乃華 れん（作）　黒須 高嶺（絵）

馬と明日へ 杉本  りえ（作）　結布（絵）

きみの声がききたくて オーウェン・コルファー(作)　　Ｐ．Ｊ．リンチ(絵)

消えたレッサーパンダを追え！警視庁「生きもの係」事件簿 たけたに ちほみ(文)

かさい まり（文）　しの とうこ(絵)

みずとはなんじゃ？

神さまのパッチワーク 山本 悦子(作)　佐藤 真紀子(絵)　

クマが出た！助けてベアドッグクマ対策犬のすごい能力 太田 京子（著）

命を救う心を救う
途上国医療に人生をかける小児科医「ジャパンハート」𠮷岡秀人

ふじもと みさと（文）

めぐみの森 藤原幸一（文・写真）

きくち駄菓子屋

マロリー・ブラックマン（作）　佐竹 美保（絵）

お話のたきぎをあつめる人　魔法の図書館の物語 ローレンティン妃＆パウル・ヴァン・ローン（作） 佐竹 美保（絵）

日本のことばずかん　そら 神永 暁（監修）

動物たちが教えてくれる海の中のくらし 佐藤 克文(文)　木内 達朗(絵)

しあわせなときの地図
ちず

フラン・フニョ(文)　ズザンナ・セレイ(絵)

俳句ステップ！ おおぎやなぎ ちか(作)　イシヤマ アズサ(絵)

小学生の部

書               名 著                  者

三
　
　
　
　
　
　
年

アザラシ流氷の海へ 廣崎 芳次（文）　原 志利（写真）

火山の国に生きる　生きている火山 宮武 健仁　（写真・文)

ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール（文）　エリザベス・ズーノン（絵）

みんなとちがうきみだけど ジャクリーン・ウッドソン（作）　ラファエル・ロペス（絵）

世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし 伊藤 彰浩(写真)　伊藤 かおり(文)

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)

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー（文）

巣箱のなかで 鈴木 まもる（作・絵）

きけんなゲーム



出版社 税込価格 税抜価格

岩崎書店 1,650 1,500

PHP研究所 1,540 1,400

ポプラ社 1,650 1,500

岩崎書店 1,650 1,500

朝日学生新聞社 1,320 1,200

鈴木出版 1,760 1,600

講談社 1,430 1,300

ポプラ社 1,650 1,500

小学館 1,650 1,500

理論社 1,540 1,400

ポプラ社 1,540 1,400

講談社 1,540 1,400

ポプラ社 1,650 1,500

★ ◎ 講談社 1,540 1,400

◎ 岩崎書店 1,760 1,600

◎ 小峰書店 1,650 1,500

◎ 講談社 1,650 1,500

あすなろ書房 1,540 1,400

小学館 1,540 1,400

ポプラ社 1,650 1,500

理論社 1,540 1,400

学研プラス 1,650 1,500

あすなろ書房 1,760 1,600

講談社 1,430 1,300

新日本出版社 1,650 1,500

汐文社 1,540 1,400

ポプラ社 1,540 1,400

汐文社 1,760 1,600

鈴木出版 1,760 1,600

★ ◎ ポプラ社 1,650 1,500

◎ 講談社 1,540 1,400

◎ ポプラ社 1,540 1,400

◎ 理論社 1,540 1,400

くもん出版 1,760 1,600

朔北社 1,650 1,500

小学館 1,540 1,400

小学館 1,375 1,250

わたしがいどんだ戦い　１９３９年 評論社 1,760 1,600

講談社 1,320 1,200

評論社 1,760 1,600

講談社 1,430 1,300

新潮社 1,595 1,450

理論社 1,430 1,300

文研出版 1,650 1,500

小学館 1,540 1,400

新日本出版社 1,760 1,600

小学館 1,760 1,600

★ ◎ 河出書房新社 1,562 1,420

◎ 朝日新聞出版 1,760 1,600

◎ 徳間書店 2,200 2,000

未来の医療で働くあなたへ 奥 真也

ミカンの味 チョ・ナムジュ

ルーパートのいた夏 ヒラリー・マッカイ（作）

大
　
ま
　
か
　
な
　
三
　
段
　
階

イーブン 村上 しいこ

かけはし　慈しみの人・浅川巧 中川 なをみ

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ

恐竜まみれ　発掘現場は今日も命がけ 小林 快次

脱・呪縛 鎌田 實（著）　こやま こいこ（絵）

瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ（作）

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)

ギヴ・ミー・ア・チャンス　犬と少年の再出発 大塚 敦子

こんとんじいちゃんの裏庭 村上 しいこ

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）

キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー（作）

あしたの幸福 いとう みく

駅鈴（はゆまのすず） 久保田 香里　　　坂本 ヒメミ(画)

ミスターオレンジ トゥルース・マティ　（作）　平澤 朋子　（絵）

マイブラザー 草野 たき

セカイを科学せよ！ 安田 夏菜

そらのことばが降ってくる　保健室の俳句会 髙柳 克弘

団地のコトリ 八束 澄子

十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた　日系アメリカ人の政治家ノーマン・ミネタ アンドレア・ウォーレン(著)

キャラメル色のわたし シャロン・Ｍ・ドレイパー(作)

太陽ってどんな星？ 宮原 ひろ子

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク

１４歳のひろしま　ワタシゴト 中澤 晶子　ささめやゆき(絵)

リスタート ゴードン・コマーン

ｍｏｊａ　もじゃ 吉田 桃子

泥 ルイス・サッカー

ひかり舞う 中川 なをみ　スカイエマ（絵）

ヴンダーカンマ―　ここは魅惑の博物館 樫崎 茜

チェスターとガス ケイミー・マガヴァン

橋の上の子どもたち パドマ・ヴェンカトラマン

希望の図書館 リサ・クライン・ランサム(作)

みつばちと少年 村上 しいこ

ぼくがスカートをはく日 エイミー・ポロンスキー

中学生の部

書              名 著              者

夜間中学へようこそ 山本 悦子

僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥

エレキテルの謎を解け　電気を発見した技術者　平賀源内 鳴海 風

ハジメテヒラク こまつ あやこ

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

満月の娘たち 安東 みきえ

ガラスの梨　ちいやんの戦争 越水 利江子　牧野 千穂(絵)

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）

徳治郎
と く じ ろ う

とボク 花形 みつる

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

ドーナツの歩道橋 升井 純子



出版社 税込価格 税抜価格

北海道新聞社 1,834 1,667

早川書房 1,650 1,500

中央公論社 1,320 1,200

筑摩書房 902 820

小学館 814 740

集英社 1,870 1,700

ポプラ社 1,650 1,500

集英社 2,420 2,200

講談社 968 880

マガジンハウス 1,430 1,300

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 880 800

光文社 1,012 920

新潮社 1,870 1,700

講談社 2,035 1,850

飛鳥新社 1,650 1,500

現代書館 1,760 1,600

集英社 880 800

柏艪舎 1,430 1,300

集英社 1,540 1,400

角川書店 1,760 1,600

フタバスズキリュウ　もうひとつの物語 ブックマン社 2,057 1,870

徳間書店 1,870 1,700

小学館 1,540 1,400

モンテレッジォ　小さな村の旅する本屋の物語 方丈社 1,870 1,700

アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 集英社 1,980 1,800

文藝春秋 990 900

新潮社 2,035 1,850

北海道新聞社 1,705 1,550

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 新潮社 1,485 1,350

新潮社 1,485 1,350

ナツメ社 1,540 1,400

東京創元社 1,320 1,200

潮出版社 1,870 1,700

集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 1,870 1,700

集英社 1,540 1,400

講談社 2,530 2,300

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1,650 1,500

河出書房新社 1,540 1,400

ポプラ社 1,540 1,400

柏艪舎 1,870 1,700

文藝春秋 1,870 1,700

◎ 新潮社 1,760 1,600

◎ PHP研究所 1,023 930

◎ 河出書房新社 1,672 1,520

◎ 河出書房新社 946 860

◎ NHK出版 1,760 1,600

◎ 早川書房 2,090 1,900

◎ 文藝春秋 2,090 1,900

◎ 集英社 2,090 1,900

◎ 新潮社 1,430 1,300

チーム・オベリベリ 乃南 アサ

昨日星を探した言い訳 河野 裕

推
お

し、燃
も

ゆ 宇佐見 りん

セバット・ソング 谷村 志穂

エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子

逆ソクラテス 伊坂 幸太郎

廃　炉　「敗北の現場」で働く誇り 稲泉 連

京大おどろきのウイルス学講義 宮沢 孝幸

ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり

神さまの貨物 ジャン＝クロード・グランベール

新版　絵はがきにされた少年 藤原 章生

ルポ「命の選別」　誰が弱者を切り捨てるのか？ 千葉 紀和　上東 麻子

※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。

李王家の縁談 林 真理子

ソ連兵へ差し出された娘たち 平井 美帆

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２ プレイディみかこ

挑発する少女小説 斎藤 美奈子

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」～中村哲が本当に伝えたかったこと 中村 哲

同士少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬

夏の騎士 百田 尚樹

キリン解剖記 郡司 芽久

定価のない本 門井 慶喜

あなたの右手は蜂蜜の香り 片岡 翔

イチから分かる北方領土

プレイディみかこ

内田 洋子

中川 裕

夢見る帝国図書館 中島 京子

佐藤 たまき

タイコたたきの夢 ライナー・チムニク(作・絵)

がいなもん　松浦武四郎一代 河治 和香

海わたる聲
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 しをん

呼吸器の子 松永 正訓

ドミトリーともきんす 高野文子（著）

わかりやすさの罠　池上流「知る力」の鍛え方 池上 彰

北海タイムス物語 増田 俊也

「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

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）

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

i アイ 西 加奈子

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G・イトゥルベ

不死身の特攻兵
軍神はなぜ上官に反抗したか

鴻上 尚史

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）　

国境のない生き方　私をつくった本と旅 ヤマザキ マリ

無戸籍の日本人 井戸 まさえ

高校生・青年の部

書              名 著              者

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）


