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ぽちっとあかいおともだち
コーリン・アーヴェリス文/フィオー
ナ・ウッドコック絵/福本友美子訳 少年写真新聞社 2017.8 100122375 909.3||Av

トントントンをまちましょう あまんきみこ作/鎌田暢子絵 ひさかたチャイルド 2011.12 100123711 909.3||Am

雪の女王

ハンス・クリスチャン・アンデルセ
ン原作/バーナデット・ワッツ絵/さ
さきたづこ訳 西村書店 1987.11 110033635 909.3||An

ゆきがふったら
レベッカ・ボンドさく/さくまゆみこ
やく 偕成社 2005.11 100123717 909.3||Bo

ゆきだるま (児童図書館・絵本の部屋) レイモンド・ブリッグス作 評論社 1978.10 110048676 909.3||Br

スノーマン
レイモンド・ブリッグズさく/きやま
かすみやく 竹書房 1994.12 100108023 909.3||Br

ぼうし ジャン・ブレット作/松井るり子訳 ほるぷ出版 2005.12 110048615 909.3||Br

大雪 (カリジェの絵本)

ゼリーナ・ヘンツ文/アロワ・カリ
ジェ絵/生野幸吉訳 岩波書店 1965.12 100120903 909.3||Ch

しあわせ (Books pooka) アンドレ・ダーハン作/角田光代訳 学習研究社 2009.1 100118605 909.3||Da

チリとチリリゆきのひのおはなし どいかや作 アリス館 2010.2 100123710 909.3||Do

しんせつなともだち (こどものとも傑作集) 方軼羣作/君島久子訳/村山知義画 福音館書店 1987.1 100110869 909.3||Fa

めざめのもりのいちだいじ : おおきなクマさんと
ちいさなヤマネくん (日本傑作絵本シリーズ) ふくざわゆみこさく 福音館書店 2005.1 100109050 909.3||Fu

ふゆじたくのおみせ : おおきなクマさんとちいさ
なヤマネくん ふくざわゆみこさく 福音館書店 2003.9 100109049 909.3||Fu
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雪のかえりみち (えほん・ハートランド:; 28) 藤原一枝作/はたこうしろう絵 岩崎書店 2000.1 100116205 909.3||Fu

ペネロペゆきあそびをする (たのしいしかけえほ
ん. ペネロペのしかけえほんシリーズ:2)

アン・グットマンぶん/ゲオルグ・ハ
レンスレーベンえ/ひがしかずこやく 岩崎書店 2004.9 100123725 909.3||Gu

あとかくしの雪 : 十一月(大師講のはなし) (行事む
かしむかし) 谷真介文/赤坂三好絵 佼成出版社 1991.10 100104896 909.3||Gy||11

かさじぞう : 十二月(年越のはなし) (行事むかしむ
かし) 谷真介文/赤坂三好絵 佼成出版社 1995.5 100105073 909.3||Gy||12

のはらでまたね はせがわさとみ作 文溪堂 2014.11 100123971 909.3||Ha

ゆき はたこうしろう絵 ひさかたチャイルド 2018.11 100123718 909.3||Ha

ゆきふふふ ひがしなおこさく/きうちたつろうえ くもん出版 2010.11 100123714 909.3||Hi

ちょろりんのすてきなセーター (こどものとも傑
作集:70) 降矢ななさく・え 福音館書店 1993.3 100123709 909.3||Hu

ぽっかぽかだいすきおさるさん (親と子の写真絵
本) 福田幸広写真・文 ポプラ社 2002.1 100123712 909.3||Hu

14ひきのさむいふゆ いわむらかずおさく 童心社 1985.11 100105740 909.3||Iw

おやすみなさいのおと いりやまさとし 講談社 2009.01 100115429 909.3||Ir

ゆきのひのたんじょうび (ブッククラブ. 国際版絵
本) 岩崎ちひろ絵と文/武市八十雄案 至光社 [197-] 110047768 909.3||Iw

おかしなゆきふしぎなこおり (ふしぎいっぱい写
真絵本:20) 片平孝写真・文 ポプラ社 2012.11 100123724 909.3||Ka
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ぽとんぽとんはなんのおと (こどものとも傑作集) 神沢利子さく/平山英三え 福音館書店 1985.2 100115412 909.3||Ka

ゆきのひ (キーツの絵本)

エズラ=ジャック=キーツぶん・え :

きじまはじめやく 偕成社 1969.12 110048674 909.3||Ke

しきしきむらのふゆ 木坂涼文/山村浩二絵 岩波書店 2005.10 100120274 909.3||Ki

ないしょでんしゃ 薫くみこ作/かとうようこ絵 ひさかたチャイルド 2012.10 100123720 909.3||Ku

わたしのゆたんぽ きたむらさとしえとぶん 偕成社 2012.12 100123969 909.3||Ki

だるまちゃんとうさぎちゃん (こどものとも傑作
集) 加古里子さく/え 福音館書店 1977.4 110048688 909.3||Ka

ひとりぼっちのちいさなエルフ
ハンヌ・タイナ絵/インケリ・カル
ヴォネン文/つのぶえだん訳 新教出版社 2009.9 100122028 909.3||Ka

ゆきのひのようちえん (わたしのえほん) こわせたまみさく/秋里信子え PHP研究所 1994.12 100111203 909.3||Ko

きつねいろのくつした こわせたまみ作/いもとようこ絵 ひかりのくに [1996.12] 110047772 909.3||Ko

10ぴきのかえるのふゆごもり (PHPにこにこえほ
ん) 間所ひさこさく/仲川道子え PHP研究所 1990.11 100110896 909.3||Ma

雪の写真家ベントレー

ジャクリーン・ブリッグズ・マー
ティン作/メアリー・アゼアリアン絵
/千葉茂樹訳 BL出版 1999.12 100117259 909.3||Ma

ゆき
ユリ・シュルヴィッツ作/さくまゆみ
こ訳 あすなろ書房 1998.11 100123713 909.3||Sh

もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ著 偕成社 2010.11 100123715 909.3||Mi
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バムとケロのさむいあさ 島田ゆか作・絵 文渓堂 1996.12 110048686 909.3||Sh

山のおふろ 村上康成文・絵 徳間書店 2003.11 100123970 909.3||Mu

てぶくろをかいに (名作絵本ライブラリー) 新美南吉作/柿本幸造絵 ひさかたチャイルド 2006.11 100113922 909.3||Ni

おばあちゃんのおせち 野村たかあき作・絵 佼成出版社 2008.12 100123723 909.3||No

てぶくろ : ウクライナ民話 (世界傑作絵本シリー
ズ. ソビエトの絵本)

エウゲーニー・M・ラチョフえ/うち
だりさこやく 福音館書店 1965.11 100115143 909.3||Ra

ふゆのおばけ (こどものくに傑作絵本) せなけいこ作・絵 金の星社 2003.3 100108994 909.3||Se

ゆきがやんだら (学研おはなし絵本) 酒井駒子[作] 学習研究社 2005.12 100123716 909.3||Sa

だんろのまえで 鈴木まもる作・絵 教育画劇 2008.10 100123708 909.3||Su

てぶくろがいっぱい
フローレンス・スロボドキン文/ルイ
ス・スロボドキン絵/三原泉訳 偕成社 2008.11 110048669 909.3||Sl

ふたつのねがい : ふゆのおとぎばなし
ハルメン・ファン・ストラーテン作
: 野坂悦子訳 光村教育図書 2013.9 100120245 909.3||Su

もりのおふろやさん (ぽかぽかおふろ) とよたかずひこさく・え ひさかたチャイルド 2010.8 100120257 909.3||To

あいつもともだち (おれたち、 ともだち!) 内田麟太郎作/降矢なな絵 偕成社 2004.10 100116142 909.3||Uc

月夜のみみずく
ジェイン=ヨーレン詩/くどうなおこ
訳/ジョン=ショーエンヘール絵 偕成社 1989.3 110048612 909.3||Yo
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ハリーのセーター (世界傑作絵本シリーズ. アメリ
カの絵本)

ジーン・ジオンぶん/マーガレット・
ブロイ・グレアムえ/わたなべしげお
やく 福音館書店 1983.5 100123722 909.3||Zi

たのしいふゆごもり (日本傑作絵本シリーズ) 片山令子作/片山健絵 福音館書店 1991.10 110048599 909.3||Ka

おもちのきもち (講談社の創作絵本) かがくいひろし作・絵 講談社 2005.12 100123974 909.3||Ka

このゆきだるまだーれ? (日本傑作絵本シリーズ) 岸田衿子文/山脇百合子絵 福音館書店 1997.11 100123719 909.3||Ki

ゆきのひのゆうびんやさん (福音館の幼児絵本) こいでたんぶん/こいでやすこえ 福音館書店 1992.10 100123721 909.3||Ko

ふゆってどんなところなの? 工藤ノリコ作・絵
学研教育出版/学研マーケ
ティング (発売) 2012.12 100123973 909.3||Ku

5/5


