
書　 名 著　者　 分類 書　 名 著　者 分類

キリンがくる日 志茂田 景樹 Ｅ ずっとまもっているよ メアリー･アン･フレイザー Ｅ

「あ・そ・ぼ」やで! くすのき　しげのり Ｅ クレヨンからのおねがい! ドリュー・デイウォルト E

さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏 48 あげます。 浜田　桂子 E

しゅくだい大なわとび 福田　岩緒 913 へいわってすてきだね 安里　有生 E

だれかぼくをぎゅっとして! シモーナ・チラオロ Ｅ はじめまして 近藤　薫美子 E

はなちゃんのはやあるきはやあるき 宇部　京子 Ｅ ちっちゃなサリーはみていたよ

文房具のやすみじかん 土橋　正 Ｅ 　　ひとりでもゆうきをだせたなら

まんてんべんとう くすのき　しげのり Ｅ みずたまのたび アンヌ・クロザ Ｅ

☆ きょうりゅうたちのいただきます ジェイン・ヨーレン Ｅ むねがちくちく 長谷川　集平 E

☆ むしこぶみつけた 新開　孝 48 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 E

☆ わすれもの 豊福　まきこ E ☆ 地球のみえないところをのぞいてみたら てづか　あけみ Ｅ

☆ なかよしおまもり、きいた? 松井　ラフ 913 ☆ ちっちゃいさん イソール Ｅ

☆ おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ E

☆ きょうはそらにまるいつき 荒井　良二 E

☆ くれよんがおれたとき かさい　まり E

書　 名 著　者 分類

ソーニャのめんどり フィービー・ウォール Ｅ

おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ Ｅ

すばこ キム・ファン Ｅ 書　 名 著　者 分類

とびっきりのともだち エイミー・ヘスト Ｅ ゆきがくれたおくりもの リチャード・カーティス E

ちいさなちいさなめにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス E

デデとひこうき 中川　洋典 E

しゅくだいさかあがり 福田　岩緒 913

カボチャのなかにたねいくつ? マーガレット・マクナマラ Ｅ

書　 名 著　者 分類 ドングリ・ドングラ コマヤスカン Ｅ

ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子 Ｅ みんなからみえないブライアン トルーディ・ラドウィッグ E

なにがあってもずっといっしょ くさの たき 913 だいすきなマロニエの木 オーサ・メンデル=ハートヴィッグ E

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス Ｅ かぞえる　　　五感のえほん　4 楠田　枝里子 E

すばこ キム・ファン Ｅ ☆ すばこ キム  ファン Ｅ

☆ はちみつ ふじわら ゆみこ Ｅ

　　 ☆ ソーニャのめんどり フィービー・ウォール Ｅ

☆ トンチンさんはそばにいる さえぐさ　ひろこ 913

☆ とびっきりのともだち エイミー・ヘスト Ｅ

☆マークは今年度新しく選定されたものです

平成29年度選定図書（小学１･２年生）

北海道青少年のための２００冊　（小学校１年生向）

北海道青少年のための２００冊　（小学校２年生向）

苫小牧子どものための選定図書

北　海　道　指　定　図　書

青少年読書感想文全国コンクール課題図書

ジャスティン・ロバーツ Ｅ



書　 名 著　者 分類 書　 名 著　者 分類

ゲンちゃん獣医になる 坂東　元 913 ぼくはニコデム アニエス・ラロッシュ E

谷川俊太郎少年詩集　どきん 谷川　俊太郎 911 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　たつひで E

犬ロボ、売ります レベッカ・ライル 93 アザラシ流氷の海へ 廣崎　芳次 48

キタキツネのおかあさん 竹田津　実 48 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ E

かあちゃん取扱説明書 いとう　みく 913 うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき　まり E

おばあちゃんの紙しばい つなみ 田畑　ヨシ E トイレをつくる未来をつくる 会田　法行 49

アイちゃんのいる教室   3年1組 高倉　正樹 37 ライオンのひみつ マーガレット・ワイルド E

ジャガーとのやくそく アラン・ラビノヴィッツ Ｅ ぞうのなみだひとのなみだ 藤原　幸一 Ｅ

命はどうしてたいせつなの? 大野　正人 15 目の見えない子ねこ、どろっぷ 沢田　俊子 913

おかあさん牛からのおくりもの 松岩　達 64 ダンゴウオの海　　 鍵井　靖章 E

もしも宇宙でくらしたら 山本　省三 53 あまのじゃくにかんぱい! 宮川　ひろ 913

☆ ドームがたり　未来への記憶 アーサー・ビナード E ☆ このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ Ｅ

☆ ながいながい骨の旅 松田　素子 E ☆ 火山の国に生きる　生きている火山 宮武　健仁 45

☆ プーさんとであった日 リンジー・マティック E

書　 名 著　者 分類

ひまなこなべ　アイヌのむかしばなし 萱野　茂 Ｅ

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ Ｅ 書　 名 著　者 分類

警察犬になったアンズ ドラゴンのなみだ 佐々木　ひとみ 913

　命を救われたトイプードルの物語 キタキツネのおかあさん 竹田津　実 48

ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人 E

先生、しゅくだいわすれました 山本　悦子 913

北加伊道　　松浦武四郎のエゾ地探検 関屋　敏隆 E

書　 名 著　者 分類 ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー E

くろねこのどん 岡野　かおる子 913 ゆいはぼくのおねえちゃん 朝比奈　蓉子 913

空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき 913 ノックノック　　みらいをひらくドア ダニエル・ビーティー Ｅ

干したから・・・ 森枝　卓士 Ｅ お昼の放送の時間です 乗松　葉子 913

耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン Ｅ タンチョウのきずな　　「日本の鶴」の一年 久保　敬親 48

2分の1成人式 井上　林子 913

☆ アイヌのむかしばなし　ひまなこなべ 萱野　茂 Ｅ

☆ 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 31

☆ ぼくらのウソテレビ ねじめ　正一 913

平成29年度選定図書（小学３･４年生）

北海道青少年のための２００冊　（小学校３年生向）

北海道青少年のための２００冊　（小学校４年生向）

北　海　道　指　定　図　書

青少年読書感想文全国コンクール課題図書

☆は今年度新しく選定されたものです

苫小牧子どものための選定図書

鈴木　博房 31



書　 名 著　者 分類 書　 名 著　者 分類

アヤカシさん 富安　陽子 913 パンプキン・ロード 森島　いずみ 913

宇宙人に会いたい！　天文学者が探る地球外生命のなぞ 平林　久 44 犬と人をつなぐ　ドッグトレーナー宮忠臣 井上　こみち 64

大津波のあとの生きものたち 永幡　嘉之 46 マリアンは歌う パム・ムニョス・ライアン E

東京大空襲を忘れない 瀧井　宏臣 21 槍ケ岳山頂 川端　誠 E

グッドジョブガールズ 草野　たき 913 ブルーとオレンジ 福田　隆浩 913

テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック=プリエト 95 希望の牧場 森　絵都 E

トイレをつくる未来をつくる 会田　法行 49 「おさかなポスト」が教えてくれること　多摩川の生態系を守る山崎充哲 たけたに　ちほみ 51

ぼくらの街にキリンがやってくる　チャイルズエンジェル450日の軌跡 志茂田　景樹 48 星空点呼　　折りたたみ傘を探して 嘉成　晴香 913

☆ 不可能とは、可能性だ  パラリンピック金メダリスト新田佳浩の挑戦 笹井　恵里子 78 大津波のあとの生きものたち 永幡　嘉之 36

☆ これから戦場に向かいます 山本　美香 31 エゾリス　　北国からの動物記　8 竹田津　実 48

☆ ケンガイにっ！ 高森　美由紀 913 自転車少年(チャリンコボーイ) 横山　充男 913

☆ 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 36 ☆ レシピにたくした料理人の夢　難病で火を使えない少年 百瀬　しのぶ 28

☆ もしも地球がひとつのリンゴだったら デビッド・J・スミス 40 ☆ 坂の上の図書館 池田　ゆみる 913

☆ 銀杏堂 橘　春香 913

書　 名 著　者 分類

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 書　 名 著　者 分類

レシピにたくした料理人の夢 ロード　　キャンピングカーは北へ 山口　理 913

　難病で火を使えない少年 ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン E

いつも心の中に 小手鞠　るい 913 ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり 913

武器より一冊の本をください　少女マララ・ユスフザイの祈り ヴィヴィアナ・マッツァ 28

捨て犬・未来、命の約束　和牛牧場をたずねて 今西　乃子 64

生きる　　劉連仁の物語 森越　智子 36

書　 名 著　者 分類 イスタンブルで猫さがし 新藤　悦子 913

チキン! いとう　みく 913 夢見る犬たち　　五番犬舎の奇跡 クリフ・マクニッシュ 93

ぼくたちのリアル 戸森　しるこ 913 戦火の三匹　　ロンドン大脱出 ミーガン・リクス 93

霧のなかの白い犬 アン・ブース 93 ガラスのベーゴマ 槿　なほ 913

転んでも、大丈夫 ☆ 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 36

　 ぼくが義足を作る理由 ☆ いつも　心の中に 小手鞠　るい 913

☆ 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 50

☆ 紅のトキの空 ジル・ルイス 93

☆ マレットファン　夢のたねまき 村中　李衣 37

臼井　二美男

北　海　道　指　定　図　書

青少年読書感想文全国コンクール課題図書

平成29年度選定図書（小学５･６年生）

北海道青少年のための２００冊　（小学校５年生向）

北海道青少年のための２００冊　（小学校６年生向）

苫小牧子どものための選定図書

☆は今年度新しく選定されたものです

辻　惠子 36

百瀬　しのぶ 28

49



書　 名 著　者 分類 書　 名 著　者 分類

明日は海からやってくる 杉本 りえ 913 奇跡はつばさに乗って 源　和子 31

キタキツネの十二か月 竹田津 実 48 チェロの木 いせ　ひでこ Ｅ

きみ江さん   ハンセン病を生きて 片野田　斉 28 光のうつしえ　廣島 ヒロシマ 広島 朽木　祥 913

ありがとうは僕の耳にこだまする 東田　直樹 911 毎日新聞社記事づくりの現場 深光　富士男 0.7

ありがとう実験動物たち 太田　京子 916 いのちの花　 捨てられた犬と猫の魂を花に変えた私たちの物語 向井　愛実 646

お米ができるまで 岩貞　るみこ 61 ナックの声が聞きたくて!　“スーパー・ベルーガ”にことばを教えるイルカ博士 村山　司 48

白をつなぐ まはら　三桃 913 カンボジアの大地に生きて ミンフォン・ホー 93

☆ 知里幸恵物語 金治　直美 28 赤いペン 澤井　美穂 913

☆ 零戦パイロットからの遺言 原田　要 28 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 913

☆ ABC! 曙第二中学校放送部 市川　朔久子 913 川床にえくぼが三つ にしがき　ようこ 913

☆ 16歳の語り部 雁部　那由多 369.3 岬のマヨイガ 柏葉　幸子 913

☆ ザ・パーフェクト 土屋　健 457.8 すぐそこに、カヤネズミ　　 畠　佐代子 48

☆ 夜間中学へようこそ 山本　悦子 913

☆ 〈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 78

知里幸恵物語

 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人

☆ 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 93

書　 名 著　者 分類 ☆ テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック=プリエト 95

知里幸恵物語

　アイヌの「物語」を命がけで伝えた人

駅鈴(はゆまのすず) 久保田　香里 913

書　 名 著　者 分類

いっしょに走ろっ！ 星野　恭子 78

心のおくりびと　東日本大震災復元納棺師 今西　乃子 36

書　 名 著　者 分類 紙コップのオリオン 市川　朔久子 913

円周率の謎を追う 鳴海　風 少年口伝隊一九四五 井上　ひさし 912

　江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 キタキツネの十ニか月 竹田津実 48

ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト 93 ユキとヨンホ　白磁にみせられて 中川　なをみ 913

月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人 53 泥だらけのカルテ　 柳原　三佳 49

風味[さんじゅうまる] まはら　三桃 913

母さんが消えた夏 キャロライン・アダーソン 93

コービーの海 ベン・マイケルセン 93

きみ江さん　　ハンセン病を生きて 片野田　斉 28

渋谷ギャル店員　　ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山　さやか 916

ぼくたちに翼があったころ

　コルチャック先生と107人の子どもたち

☆ いい人ランキング 吉野　万理子 913

☆ 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江　優子 913

☆ 霧のなかの白い犬 アン・ブース 93

書　 名 著　者 分類

闇のダイヤモンド キャロライン・Ｂ．クーニー 93

鉄は魔法つかい 畠山　重篤 45

食を考える 佐藤　洋一郎 61

発電所のねむるまち マイケル・モーパーゴ 93

沈黙の殺人者 ダンディ・デイリー・マコール 93

レディが群れに帰るまで 野谷　悦子 48

時速47メートルの疾走 吉野　万理子 913

夏の朝 本田　昌子 913

ラ・プッツン・エル　　6階の引きこもり姫 名木田　恵子 913

ABC!　曙第二中学校放送部 市川　朔久子 913

夢へ翔けて

　戦争孤児から世界的バレリーナへ

たまたまザイール、またコンゴ 田中　真知 294

☆ 駅鈴（はゆまのすず） 久保田　香里 913

☆ ちいさなちいさなベビー服 八束　澄子 49

☆ 生命の始まりを探して僕は生物学者になった 長沼　毅 46

☆ 小やぎのかんむり 市川　朔久子 913

☆ ミスターオレンジ トゥルース・マティ 94

北海道青少年のための２００冊　（中学校３年生向）

北海道青少年のための２００冊　（中学校１年生向）

ミケーラ・デプリンス 76

タミ・シェム=トヴ 92

金治　直美 28

北海道青少年のための２００冊　（中学校２年生向）

☆
北　海　道　指　定　図　書

平成29年度選定図書（中学生向）

苫小牧子どものための選定図書

28

青少年読書感想文全国コンクール課題図書

☆マークは今年度新しく選定されたものです

28

金治　直美


