
「たのしい冬」　（令和２年１月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

ふゆのほし かこさとし／著 偕成社 1985.11 443 ｶｺ 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

冬の虫冬の自然 たかはしきよし／絵 福音館書店 198911 460 ｵｸﾓ 児童

雪の上のあしあと ジーン・ジョージ／文・画 福音館書店 1969.11 481 ｼﾖｼ 児童

おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子 芝崎本実／著 童心社 2015.3 596 ｼﾊｻ 児童

黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース／作 福音館書店 1999.10 933 ｴｲﾝ 児童

雪だるまのひみつ ルース・エインワース／作 岩波書店 1991.11 933 ｴｲﾝ 児童

ゆきの中のふしぎなできごと マージョリー・シャーマット／ぶん大日本図書 1983.02 933 ｼﾔﾏ-6 児童

ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店 2005.5 933 ﾙｲｽ 児童

牛追いの冬 マリー・ハムズン／作 岩波書店 1990.11 949 ﾊﾑｽ 児童

ハリネズミくんと森のともだち Ｓ．Ｇ．コズロフ／作 岩波書店 2000.5 983 ｺｽﾛ 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

こどものとも０・１・２ 福音館書店 2000.01 E 児童Ｈ

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

雪の上のなぞのあしあと あべ弘士／さく 福音館書店 199702 E ｱﾍ 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

雪の女王 ハンス・クリスチアン・アンデルセン／げんほるぷ出版 198101 E ｱﾝﾃ 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

おおどしのきゃく 五十嵐七重／再話 福音館書店 201704 E ｲｶﾗ 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
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

かさこじぞう 岩崎京子／ぶん ポプラ社 198203 E ｲﾜｻ 児童Ｆ

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

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

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

ゆきむすめ 内田莉莎子／さく 福音館書店 198110 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ

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

けいとだま 大槻あかね／さく 福音館書店 2010.1 E ｵｵﾂ 児童

かたっぽ 大原悦子／文 福音館書店 201804 E ｵｵﾊ 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

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

ゆきのひ 加古里子／さく・え 福音館書店 198208 E ｶｺ 児童

おかしなゆきふしぎなこおり 片平孝／写真・文 ポプラ社 2012.11 E ｶﾀﾋ 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

うらやまのエゾリス 金田正実／文・写真 福音館書店 2013.12 E ｶﾈﾀ 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

ぽとんぽとんはなんのおと 神沢利子／さく 福音館書店 198502 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

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
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

ゆきのひ エズラ・キーツ／ぶん・え 偕成社 198303 E ｷﾂ 児童

およぎたいゆきだるま くぼりえ／作・絵 ひさかたチャイルド 2006.7 E ｸﾎ 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

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

なっちゃんのゆきうさぎ こいでやすこ／さく 福音館書店 201801 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

こどものとも０・１・２ 福音館書店 20040101 E ｺﾄﾓ 児童Ｈ

こどものとも 福音館書店 199612 E ｺﾄﾓ-59 児童

こどものとも 福音館書店 199612 E ｺﾄﾓ-69 児童

こどものとも 福音館書店 199612 E ｺﾄﾓ-71 児童

おもちゃのくにのゆきまつり こみねゆら／さく 福音館書店 201801 E ｺﾐﾈ 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

ばばばあちゃんのおもちつき さとうわきこ／作 福音館書店 199809 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

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

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

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

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くまのゆめ たかどのほうこ／さく・え フレーベル館 2007.11 E ﾀｶﾄ 児童

のうさぎ 高橋喜平／ぶん 福音館書店 199602 E ﾀｶﾊ 児童
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本のタイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

ゆきゆきゆき たむら　しげる／さく 福音館書店 2016.10 E ﾀﾑﾗ 児童

ながれぼしをひろいに 筒井頼子／さく 福音館書店 199910 E ﾂﾂｲ 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

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

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

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

みかん 中島睦子／作 福音館書店 200401 E ﾅｶｼ 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

しもばしら 野坂勇作／さく 福音館書店 2004.11 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

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

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

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

ゆき ジョン・バーニンガム／作 冨山房 197606 E ﾊﾆﾝ 児童

ねぼすけスーザのセーター 広野多珂子／作 福音館書店 2002.12 E ﾋﾛﾉ 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

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
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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 2010.4 E ﾌﾙﾅ 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
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大雪 ゼリーナ・ヘンツ／文 岩波書店 2018.11 E ﾍﾝﾂ 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

ゆきやまたんけん 松岡たつひで／さく 福音館書店 2011.1 E ﾏﾂｵ 児童

エルマーのゆきあそび デビッド・マッキー／ぶんとえＢＬ出版 2002.11 E ﾏﾂｷ 児童

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

くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文・絵 岩波書店 198605 E ﾏﾘﾉ 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
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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

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

ふゆがすき ロイス・レンスキー／作 あすなろ書房 2004.11 E ﾚﾝｽ 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

ふたりはいつも アーノルド・ローベル／作 文化出版局 197705 E ﾛﾍﾙ 児童
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