
年度 書　　　名 著　者 発行所 価格（円） 対　　象

りんご　津軽りんご園の１年間 叶内　拓哉 福音館書店 1,785円 幼児から

津軽鉄道応援写真集
のんびり走ろう！Take it Slow

津軽鉄道サポーターズ
クラブ 小学館 2,000円 小学校低学年から

どうしてこっちを見ているのって？ 広田　真之佑 文芸社 1,155円 幼児から

思いやりの心で育むすてきな友情 高橋　正一 明窓出版 1,365円 小学校低学年から

ピリカ、おかあさんへの旅
越智　典子
沢田　としき 福音館書店 1,785円 幼児から

ＧｏＧｏ上京！　ユメ見て歩け 柿崎　こうこ 双葉社 1,470円 中学生から

下北半島　自然観察ノート
天野　光
大八木　昭
木下　哲夫

特定非営利活動法人
自然学校エコーロッジ 1,200円 小学校高学年から

みちのく歌留多 倉田　丈裕
協同組合青森総合卸セ
ンター 1,260円 小学校低学年から

マタギに育てられたクマ 金治　直美 佼成出版社 1,575円 小学校中学年から

津軽百年食堂 森沢　明夫 小学館 1,575円 高校生から

ノボッチと木
伊集院　静
米田　民穂

アシェット婦人画報社 1,365円 中学生から

あおもりの昔コ 1,575円 幼児から

センターゴロ！
（小さな町の軟式野球物語） しがら きぬお 文芸社 1,575円 小学校高学年から

みさき
内藤　麟太郎
沢田　としき 佼成出版社 1,365円 幼児から

ラーシアのみずくみ
安井　清子
砂川　恵美子 こぐま社 1,365円 幼児から

ゲンナイ君が行く 穂南　あずさ 文芸社 1,050円 小学校高学年から

青森ドロップキッカーズ 森沢　明夫 小学館 1,575円 中学生から

エンザロ村のかまど
さくま　ゆみこ
沢田　としき 福音館書店 1,365円 幼児から

クックル～ひかりのみち～
白神・縄文の精霊たち

あいはら　ひろゆき
下田　冬子 ＰＨＰ研究所 1,260円 幼児から

新体操ボーイズ
～熱血先生、愛と涙の青春奮闘記～ 荒川　栄 青志社 1,260円 小学校中学年から

龍の子ケンとリン
高松宮妃久子殿下
大阪芸術大学絵本制作グルー
プ　鈴木　ゆか

小峰書店 1,890円 小学校低学年から

祭り囃子がきこえる 川上　健一 集英社 1,470円 中学生から

錦座ものがたり
－西村喜助夢一代記－ 滝尻　善英 伊吉書院 1,800円 小学校高学年から

余命１年からの奇跡 野澤　英二 かんき出版 1,470円 小学校高学年から

リンゴの老木とフクロウ 浜田　尚子 文芸社 1,150円 小学校低学年から

新幹線の旅～はやぶさ・のぞみ・さくらで日本
横断～ コマヤスカン 講談社 1,575円 小学校低学年から

はやぶさ、そうまでして君は 川口 淳一郎 宝島社 1,260円 中学生から

アオシシ 木下　哲夫 かもしか工芸 2,415円 小学校中学年から

みんなで見守る世界遺産白神山地 齋藤  宗勝 アリス館 1,470円 小学校高学年から

明日にかける愛 香月　秀之 竹内　夕紀 1,050円 中学生から

かめのみるゆめ 三浦　景子 日本文学館 840円 小学校中学年から

ライアの祈り 森沢　明夫 小学館 1,575円 中学生から

キッチンであそぼ なぎさなおこ 経済界 1,500円 幼児から

平22
(8点)

平23
(5点)

平24
(4点)

書籍及び映画の推奨状況

（１）書籍の推奨状況（平成19年度～29年度）

平19
(6点)

平20
(4点)

平21
(6点)

有限会社サウンドクリエイト



世界の一番北でくらすサルの物語
いそやま　たかゆき、
りょう子 朝日学生新聞社 1,260円 小学校低学年から

弱虫ロボコップ
「もう一日がんばる」勇気

振分靖彦
(元小結　高見盛関) 日本文芸社 1,365円 小学校高学年から

縄文のムラ
金子　邦秀、
児玉　祥一、
早川　和子

岩崎書店 1,944円 小学校中学年から

できたよ、ぼくたちのねぷた
鈴木　喜代春、
ヤマウチ　シュウコ リーブル 1,080円 幼児から

いのちの花 綾野　まさる ハート出版 1,404円 小学校中学年から

弘前城　人は石垣　人は城 知坂　元 北方新社 1,296円 小学校中学年から

田んぼアートのキセキ 葛西　幸男 主婦と生活社 1,296円 小学校高学年から

イサの氾濫 木村　友祐 未來社 1,944円 高校生等から

南部昔コ集第二集 柾谷　伸夫 アート＆コミュニティ 1,500円 幼児から

三本木農業高校の命の授業 青森県立三本木農業高校 光文社 1,404円 中学生から

ききりんご紀行 谷村　志穂 集英社 1,620円 小学校高学年から

平成29
（1点）

おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田　ミサオ 小学館 1,512円 小学校高学年から

（２）映画の推奨状況（平成19年度～29年度）

年度 対　　　象

中学校から

幼児から

小学校高学年から

小学校低学年から

平成23
(1点)

小学校高学年から

平成25
(1点)

小学校中学年から

平成27
(1点)

小学校高学年からライアの祈り エム・ケイ・ツー

※平成20,21,22,24,26,28,29年度は映画の推奨実績なし

株式会社ウィル・ドゥ

ふみ子の海 Ｃ．Ａ．Ｌ

うまれる インディゴ・フィルムズ

奇跡のリンゴ 2013「奇跡のリンゴ」制作委員会

平成27
(2点)

平成28
(4点)

作　　品　　名 制　　作　　者

平成19
(4点)

新あつい壁
映画「新あつい壁」製作上映
実行委員会

大ちゃん、だいすき。 映画「大ちゃん」製作委員会

０（ゼロ）からの風

平成25
(2点)

平成26
(3点)


