
タイトル 著者 出版者 出版年

ね，うし，とら……十二支のはなし ドロシー・ヴァン・ウォアコム／文 ほるぷ出版 197812 148 ｳｱﾝ 児童

しめかざり 森須磨子／文・絵 福音館書店 2010.12 386 ﾓﾘ 児童

ふゆのほし かこさとし／著 偕成社 198511 443 ｶｺ 児童

冬の星座と星座物語 林完次／写真・文 フレーベル館 199712 443 ﾊﾔｼ 児童

星空の大研究 藤井旭／著 岩崎書店 2013.4 443 ﾌｼｲ-4 児童

日本の二十四節気・七十二候 根本浩／著 汐文社 2013.11 448 ﾈﾓﾄ-4 児童

しもばしら 細島雅代／写真 岩崎書店 2014.12 451 ｲｼﾁ 児童

あめ、ゆき、あられくものいろいろ 加古里子／絵と文 農山漁村文化協会 2005.4 451 ｶｺ 児童

雪と氷の大研究 片平孝／著 ＰＨＰ研究所 2011.12 451 ｶﾀﾋ 児童

雪の結晶冬のエフェメラル 小林禎作／著 北海道大学図書刊行会 198301 451 ｺﾊﾔ 児童

冬のお天気 根本順吉／著 小峰書店 199603 451 ﾀﾉｼ-4 児童

氷の世界 東海林明雄／著 あかね書房 2005.4 451 ﾄｳｶ 児童

冬の天気とくらし 日本気象協会／著 新日本出版社 2011.2 451 ﾆﾎﾝ-4 児童

雨とひょう フランクリン・Ｍ．ブランリー／文 福音館書店 196808 451 ﾌﾗﾝ 児童

あっ！ゆきだ フランクリン　Ｍ．ブランリー／さく福音館書店 2008.10 451 ﾌﾗﾝ 児童

森田正光のぼくもわたしも気象予報士 森田正光／監修 学習研究社 2006.2 451 ﾓﾘﾀ-2 児童

雪の上のあしあと ジーン・ジョージ／文・画 福音館書店 196911 481 ｼﾖｼ 児童

１がつのこうさく 竹井史郎／著 小峰書店 199602 507 ﾀｹｲ-1 児童

はじめての羊毛フェルトししゅう せとよしみ／作 学研教育出版 2011.11 594 ｾﾄ 児童

たのしいジュニア手芸 学研パブリッシング 2010.2 594 ﾀﾉｼ-2 児童

ゆびあみ 寺西恵里子／著 日東書院本社 2012.8 594 ﾃﾗﾆ 児童

はじめてのあみぐるみ 寺西恵里子／著 日東書院本社 2015.3 594 ﾃﾗﾆ 児童

てぶくろ人形 世界文化社 199711 594 ﾃﾌｸ 児童

はじめての棒針編み 寺西恵里子／著 日東書院本社 2013.12 594 ﾃﾗﾆ 児童

はじめてのかぎ針編み 寺西恵里子／著 日東書院本社 2013.12 594 ﾃﾗﾆ 児童

編み物＆もこもこ小物 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 金の星社 2014.3 594 ｳｲﾙ 児童

いっしょにつくろう！季節をたべる冬の保存食・行事食濱田美里／著 アリス館 2014.12 596 ﾊﾏﾀ 児童

未来へ伝えたい日本の伝統料理 後藤真樹／著 小峰書店 2010.4 596 ｺﾄｳ 児童

冬のスイーツ 大森いく子／著 金の星社 2011.3 596 ｵｵﾓ 児童

十二支の年賀状 川端誠／作 リブロポート 199411 727 ｶﾜﾊ 児童
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おりがみ１２か月 寺西恵里子／作 汐文社 2012.10 754 ﾃﾗﾆ-4 児童

たこあそび 新坂和男／作・絵 岩崎書店 197909 759 ﾆｲｻ 児童

こぎつねキッペのふゆのうた 今村葦子／作 ポプラ社 2004.2 913 ｲﾏﾑ 児童

森のネズミの雪あそび 岡野薫子／作 ポプラ社 2001.11 913 ｵｶﾉ 児童

ゆきこんこん物語 さねとうあきら／作 理論社 2006.1 913 ｻﾈﾄ 児童

ねずくんとらくんのさむいさむいさむい たるいしまこ／さく・え 福音館書店 2004.2 913 ﾀﾙｲ 児童

つるばら村の三日月屋さん 茂市久美子／作 講談社 2001.5 913 ﾓｲﾁ 児童

楽しいスケート遠足 ヒルダ・ファン・ストックム／作　絵福音館書店 2009.10 933 ｽﾄﾂ 児童

長い冬休み アーサー・ランサム／作 岩波書店 2011.7 933 ﾗﾝｻ-1 児童

長い冬休み アーサー・ランサム／作 岩波書店 2011.7 933 ﾗﾝｻ-2 児童

氷の上のボーツマン ベンノー・プルードラ／作 岩波書店 2009.11 943 ﾌﾙﾄ 児童

ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社 2014.1 993 ﾔﾝｿ 児童

ふゆののはらで－かれくさつみ あきやまじゅんこ／さく 福音館書店 199401 E ｱｷﾔ 児童

グレー・ラビットとヘアとスキレルスケートにいくアリスン・アトリー／さく 童話館出版 2003.3 E ｱﾄﾘ 児童

ぬくぬく 天野祐吉／作 福音館書店 199401 E ｱﾏﾉ 児童

北風ふいてもさむくない あまんきみこ／文 福音館書店 2011.11 E ｱﾏﾝ 児童

だんだんやまのそりすべり あまんきみこ／作 福音館書店 2002.11 E ｱﾏﾝ 児童

ラスチョのせつじょうしゃ アンヴィル奈宝子／さく 福音館書店 201504 E ｱﾝｳ 児童

クリムのしろいキャンバス イヒョンジュ／さく 福音館書店 2014.10 E ｲ 児童

やまのこどもたち 石井桃子／文 岩波書店 198011 E ｲｼｲ 児童

なぞなぞな～に いまきみち／さく 福音館書店 199505 E ｲﾏｷ 児童

タンタンのしろくまくん いわむらかずお／作 偕成社 198408 E ｲﾜﾑ 児童

１４ひきのさむいふゆ いわむらかずお／さく 童心社 198511 E ｲﾜﾑ 児童

１４ひきのもちつき いわむらかずお／さく 童心社 2007.11 E ｲﾜﾑ 児童

ゆうびんやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え福音館書店 198705 E ｳｵｼ 児童

ほっけりょう 大石可久也／さく 福音館書店 198405 E ｵｵｲ 児童

ふゆのいちばへおかいもの 大井戸百合子／さく 福音館書店 201504 E ｵｵｲ 児童

あさいち 大石可久也／え 福音館書店 198405 E ｵｵｲ 児童

てっちゃんけんちゃんとゆきだるま おくやまたえこ／さく・え 福音館書店 198911 E ｵｸﾔ 児童

ゆきのひのポンテ オスターグレン晴子／文 福音館書店 2008.4 E ｵｽﾀ 児童

つららがぽーっとん 小野寺悦子／ぶん 福音館書店 2009.2 E ｵﾉﾃ 児童

ゆきのおしろへ ジビュレ・フォン・オルファース／作平凡社 2003.12 E ｵﾙﾌ 児童

だるまちゃんとうさぎちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 198110 E ｶｺ 児童
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ゆきのひ 加古里子／さく・え 福音館書店 198208 E ｶｺ 児童

おとうさんをまって 片山令子／さく 福音館書店 2004.11 E ｶﾀﾔ 児童

たのしいふゆごもり 片山令子／作 福音館書店 199110 E ｶﾀﾔ 児童

こおりのしまのペンタ 鎌田暢子／作 福音館書店 2014.8 E ｶﾏﾀ 児童

スキーをはいたねこのヘンリー メリー・カルホーン／文 リブリオ出版 2002.4 E ｶﾙﾎ 児童

てぶくろくろすけ 川崎洋／さく 福音館書店 2004.1 E ｶﾜｻ 児童

しあわせなワニくんあべこべの１日 神沢利子／作 ポプラ社 2013.7 E ｶﾝｻ 児童

おばあさんのすぷーん 神沢利子／さく 福音館書店 198111 E ｶﾝｻ 児童

あかいそりにのったウーフ 神沢利子／作 ポプラ社 198211 E ｶﾝｻ 児童

そりになったブナの木 かんざわとしこ／ぶん 国土社 197402 E ｶﾝｻ 児童

みんなでつくる－ふゆのかざりもの きうちかつ／作・絵 福音館書店 2002.11 E ｷｳﾁ 児童

ゆきがっせん 菊池日出夫／さく 福音館書店 199101 E ｷｸﾁ 児童

みんなでもちつき 菊池日出夫／さく 福音館書店 2008.4 E ｷｸﾁ 児童

しきしきむらのふゆ 木坂涼／文 岩波書店 2005.10 E ｷｻｶ 児童

このゆきだるまだーれ？ 岸田衿子／文 福音館書店 199711 E ｷｼﾀ 児童

たろのえりまき きたむらえり／著・絵 福音館書店 197303 E ｷﾀﾑ 児童

ゆきのひ エズラ・キーツ／ぶん・え 偕成社 198303 E ｷﾂ 児童

ふゆのはなし エルンスト・クライドルフ／ぶん・え福音館書店 198802 E ｸﾗｲ 児童

ふゆのくまさん ルース・クラフト／ぶん アリス館 198202 E ｸﾗﾌ 児童

ゆきのひのステラ メアリー＝ルイーズ・ゲイ／作 光村教育図書 2003.10 E ｹｲ 児童

おおさむこさむ こいでやすこ／さく 福音館書店 2005.10 E ｺｲﾃ 児童

ゆきのひのゆうびんやさん こいでたん／ぶん 福音館書店 199210 E ｺｲﾃ 児童

子どもばやしのお正月 さげさかのりこ／作 福音館書店 2015.11 E ｻｹｻ 児童

そりあそび さとうわきこ／さく・え 福音館書店 199410 E ｻﾄｳ 児童

ばばばあちゃんのマフラー さとうわきこ／文・絵 福音館書店 199710 E ｻﾄｳ 児童

ばばばあちゃんのおもちつき さとうわきこ／作 福音館書店 199809 E ｻﾄｳ 児童

ハリーのセーター ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 198305 E ｼｵﾝ 児童

１２のつきのおくりもの 内田莉莎子／再話 福音館書店 2006.1 E ｼﾕｳ 児童Ｆ

ゆき ユリー・シュルヴィッツ／作 あすなろ書房 199811 E ｼﾕﾙ 児童

氷の巨人コーリン サカリアス・トペリウス／原作 集英社 2014.2 E ｽｽｷ 児童

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版 198812 E ｽﾀｲ 児童

ふわふわふとん カズコ・Ｇ．ストーン／さく 福音館書店 2001.10 E ｽﾄﾝ 児童

てぶくろがいっぱい フローレンス・スロボドキン／文 偕成社 2008.11 E ｽﾛﾎ 児童
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かさじぞう 瀬田貞二／再話 福音館書店 198209 E ｾﾀ 児童Ｆ

つんつくせんせいとかさじぞう たかどのほうこ／さく・え フレーベル館 2015.10 E ﾀｶﾄ 児童

にほんかもしか 高橋喜平／さく 福音館書店 198910 E ﾀｶﾊ 児童

のうさぎ 高橋喜平／ぶん 福音館書店 199602 E ﾀｶﾊ 児童

はじめてふったゆき 田島征彦／作 ブッキング 2006.12 E ﾀｼﾏ 児童

おしょうがつさん 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 199011 E ﾀﾆｶ 児童

あたたかいおくりもの たるいしまこ／さく 福音館書店 199210 E ﾀﾙｲ 児童

ありがたいこってす！ マーゴット・ツェマック／さく 童話館 199411 E ﾂｴﾏ 児童

はいたかのふゆ 手島圭三郎／作・絵 リブリオ出版 2002.1 E ﾃｼﾏ 児童

しまふくろうとふゆのつき 手島圭三郎／作 偕成社 199310 E ﾃｼﾏ 児童

ふぶきのとり 手島圭三郎／絵と文 絵本塾出版 2011.1 E ﾃｼﾏ 児童

ゆきうさぎのちえ 手島圭三郎／作・絵 リブリオ出版 2003.4 E ﾃｼﾏ 児童

てぶくろ エフゲーニ・Ｍ．ラチョフ／え 福音館書店 196511 E ﾃﾌｸ 児童Ｆ

おばけのゆきだるま ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版 2013.10 E ﾃﾕｹ 児童

やまねのネンネ どいかや／作・絵 ＢＬ出版 2002.2 E ﾄｲ 児童

みんなでぬくぬく エルザ・ドヴェルノア／ぶん 童話館出版 199711 E ﾄｳｴ 児童

ふゆめがっしょうだん 冨成忠夫／写真 福音館書店 199001 E ﾄﾐﾅ 児童

まゆとりゅう 富安陽子／文 福音館書店 2008.2 E ﾄﾐﾔ 児童

あたしゆきおんな 富安陽子／文 童心社 2012.11 E ﾄﾐﾔ 児童

しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセルト／さく ブックローン出版 199510 E ﾄﾚﾂ 児童

ねずみのおいしゃさま なかがわまさふみ／さく 福音館書店 198209 E ﾅｶｶ 児童

ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ／〔著〕 福音館書店 198309 E ﾅｶｶ 児童

とらたとおおゆき 中川李枝子／ぶん 福音館書店 198910 E ﾅｶｶ 児童

はじめてのゆき なかがわりえこ／さく 福音館書店 199601 E ﾅｶｶ 児童

ねずみのおいしゃさま なかがわまさふみ／さく 福音館書店 198209 E ﾅｶｶ 児童

みかん 中島睦子／作 福音館書店 200401 E ﾅｶｼ 児童

おしょうがつさんどんどこどん 長野ヒデ子／作・絵 世界文化社 2011.12 E ﾅｶﾉ 児童

ゆきあそび なとりちづ／文 福音館書店 2005.4 E ﾅﾄﾘ 児童

てぶくろをかいに 新美南吉／ぶん ポプラ社 198211 E ﾆｲﾐ 児童

ゆきのひのホネホネさん にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 2005.10 E ﾆｼﾑ 児童

もりのおふろ 西村敏雄／さく 福音館書店 2008.3 E ﾆｼﾑ 児童

ホネホネさんのおしょうがつ にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 2014.1 E ﾆｼﾑ 児童

しもばしら 野坂勇作／さく 福音館書店 2004.11 E ﾉｻｶ 児童
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ポッ・スットン 野坂勇作／さく 福音館書店 2012.1 E ﾉｻｶ 児童

ふゆのあらし 野坂勇作／さく 福音館書店 198812 E ﾉｻｶ 児童

しもばしら 野坂勇作／さく 福音館書店 2004.11 E ﾉｻｶ 児童

ゆきまくり 野坂勇作／さく 福音館書店 198911 E ﾉｻｶ 児童

ふゆねこさん ハワード・ノッツ／作・絵 偕成社 197703 E ﾉﾂﾂ 児童

ながいながいよる マリオン・デーン・バウアー／文 岩波書店 2011.1 E ﾊｳｱ 児童

雪の日のパーティー ジル・バークレム／作 講談社 198105 E ﾊｸﾚ 児童

ゆきこんこ 長谷川摂子／文 福音館書店 2013.12 E ﾊｾｶ 児童

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・ばーとん／ぶんとえ 福音館書店 198207 E ﾊﾄﾝ 児童

しんせつなともだち 方軼羣／作 福音館書店 198701 E ﾌｱﾝ 児童

きつねとトムテ カール・エリック・フォーシュルンド／詩偕成社 198104 E ﾌｵｼ 児童

きつねとトムテ カール・エリック・フォーシュルンド／詩偕成社 198104 E ﾌｵｼ 児童

きつねとトムテ カール・エリック・フォーシュルンド／詩偕成社 198104 E ﾌｵｼ 児童

きつねとトムテ カール・エリック・フォーシュルンド／詩偕成社 198104 E ﾌｵｼ 児童

ふゆじたくのおみせ ふくざわゆみこ／さく 福音館書店 2003.9 E ﾌｸｻ 児童

もりのともだち マーシャ・ブラウン／作 冨山房 199210 E ﾌﾗｳ 児童

きこえるきこえるふゆのおと マーガレット・ワイズ・ブラウン／作小峰書店 199803 E ﾌﾗｳ 児童

ゆきだるま レイモンド・ブリッグズ／作 評論社 197810 E ﾌﾘﾂ 児童

スノーマン レイモンド・ブリッグズ／〔作〕 評論社 199810 E ﾌﾘﾂ 児童

くまのビーディーくん ドン・フリーマン／さく 偕成社 197906 E ﾌﾘﾏ 児童

ちょろりんのすてきなセーター 降矢奈々／さく・え 福音館書店 199303 E ﾌﾘﾔ 児童

ちゃいろのこぐまくん ダニエル・ブール／さく・え 福音館書店 198909 E ﾌﾙ-2 児童

ゆきのひのうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 198610 E ﾌﾙﾅ-4 児童

雪のおしろへいったウッレ エルサ・ベスコフ／作・絵 徳間書店 2014.2 E ﾍｽｺ 児童

ウッレと冬の森 エルサ・ベスコフ／さく・え らくだ出版 198306 E ﾍｽｺ 児童

げんきをだしてねかえるくん マックス・ベルジュイス／文と絵 セーラー出版 199301 E ﾍﾙｼ 児童

大雪 ゼリーナ・ヘンツ／文 岩波書店 1965.12 E ﾍﾝﾂ 児童

じめんのしたのなかまたち ケティ・ベント／絵 冨山房 199010 E ﾍﾝﾄ 児童

シロクマをさがしに ハリー・ホース／作 光村教育図書 2002.2 E ﾎｽ 児童

ピートのスケートレース ルイーズ・ボーデン／作 福音館書店 2011.11 E ﾎﾃﾝ 児童

ゆきのともだち イアン・ホワイブロウ／さく 理論社 2003.10 E ﾎﾜｲ 児童

おしょうがつ 松野正子／作 教育画劇 199211 E ﾏﾂﾉ 児童

氷の海とアザラシのランプ ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／文ＢＬ出版 2002.3 E ﾏﾃｲ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

雪の写真家ベントレー ジャクリーン・マーティン／作 ＢＬ出版 199912 E ﾏﾃｲ 児童

くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ／さく ペンギン社 198111 E ﾏﾘﾉ 児童

しずかなおはなし サムイル・マルシャーク／ぶん 福音館書店 198210 E ﾏﾙｼ 児童

どんぶらどんぶら七福神 みきつきみ／文 こぐま社 2011.11 E ﾐｷ 児童

じょせつしゃだいかつやく 峰村勝子／さく 福音館書店 199501 E ﾐﾈﾑ 児童

じょせつしゃ みねむらかつこ／作 福音館書店 2005.1 E ﾐﾈﾑ 児童

すすめ！じょせつきかんしゃ 峰村勝子／さく・え 福音館書店 199302 E ﾐﾈﾑ 児童

雪わたり 宮沢賢治／〔著〕 福音館書店 198204 E ﾐﾔｻ 児童

ふゆのむしにあいたくて 宮武頼夫／文 福音館書店 2011.4 E ﾐﾔﾀ 児童

ゆきのうえゆきのした ケイト・メスナー／文 福音館書店 2013.10 E ﾒｽﾅ 児童

まよなかのゆきだるま 森洋子／作 福音館書店 2014.10 E ﾓﾘ 児童

リボンのかたちのふゆのせいざオリオン 八板康麿／写真と文 福音館書店 199110 E ﾔｲﾀ 児童

もちっこやいて やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 2013.1 E ﾔｷﾕ 児童

３びきねこさんのそりあそび 柳生まち子／さく 福音館書店 2006.1 E ﾔｷﾕ 児童

ゆきのかたち 片野隆司／写真撮影 ひさかたチャイルド 2007.11 E ﾕｷﾉ 児童

さいごにのこるの、だあれだ ユン・クビョン／文 平凡社 2003.10 E ﾕﾝ 児童

ゆきぐにれっしゃだいさくせん 横溝英一／さく 小峰書店 2008.11 E ﾖｺﾐ 児童

てぶくろ エフゲーニ・Ｍ．ラチョフ／え 福音館書店 196511 E ﾗﾁﾖ 児童Ｆ

マディケンとリサベット アストリッド・リンドグレーン／さく篠崎書林 198601 E ﾘﾝﾄ 児童

こうしはそりにのって アストリッド・リンドグレーン／作 金の星社 199710 E ﾘﾝﾄ 児童

はじめてのふゆ ロブ・ルイス／さく ほるぷ出版 199211 E ﾙｲｽ 児童

あるきだしたゆきだるま ミラ・ローベ／さく 偕成社 198411 E ﾛﾍ 児童

ふくろうくん アーノルド・ローベル／作 文化出版局 198302 E ﾛﾍﾙ 児童

アイスクリームがふってきた わたなべしげお／さく あかね書房 197911 E ﾜﾀﾅ 児童

てんさらばさらてんさらばさら わたりむつこ／さく 福音館書店 198809 E ﾜﾀﾘ 児童

てんさらばさら　てんさらばさら わたりむつこ／再話 福音館書店 2004.4 E ﾜﾀﾘ 児童

ＴＨＥ　ＳＮＯＷＹ　ＤＡＹ Ｅｚｒａ　Ｊａｃｋ　Ｋｅａｔｓ／ Ｂｏｄｌｅｙ　Ｈｅａｄ 196200 E KEA 児童

Ｎｏ　Ｒｏｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｈａｒｒｙ！ Ｇｅｎｅ　Ｚｉｏｎ／文 Ｈａｒｐｅｒ　Ｃｏｌｌｉｎｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ198600 E ZIO 児童
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