
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116575994 あたしゆきおんな 富安　陽子／文 東京：童心社 絵本 タ   

0115938664 あっ!ゆきだ フランクリン M.ブランリー／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117009993 アナと雪の女王 ディズニー・ストーリーブック・アーティスト／作 [東京]：うさぎ出版 絵本 ア   

0117300061 アナと雪の女王 もき　かずこ／文 [東京]：うさぎ出版 絵本 ア   

0117446146 ウィンタードラゴン 清水　美奈子／作・絵 東京：幻冬舎メディアコンサルティング 絵本 カ   

0114825177 うさぎのゆきだるま 佐藤　さとる／作 国立：にっけん教育出版社 絵本 ナ   

0115369084 うさぎちゃんとゆきだるま あいはら　ひろゆき／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0114820715 エルマーのゆきあそび デビッド・マッキー／ぶんとえ 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117641449 おおゆき 最上　一平／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116609165 オーロラの雪 リーッタ・ヤロネン／文 東京：猫の言葉社 絵本 ナ   

0116128216 かあさんをまつふゆ ジャクリーン・ウッドソン／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0116121021 かさじぞう 柏葉　幸子／文 東京：小学館 絵本 サ   

0116140930 かさじぞう 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0113700777 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 東京：小峰書店 絵本 カ   

0117036277 北をめざして ニック ドーソン／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0114215502 きたきつねのゆめ 手島　圭三郎／絵・文 東京：リブリオ出版 絵本 ラ   

0117424317 キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0115389322 くうぴぃときらきらちゃん なかや　みわ／作・絵 東京：三起商行 小さい絵本

0117673814 くまのムルはじめてゆきをみる カイサ・ハッポネン／作 東京：誠文堂新光社 絵本 サ   

0116716291 ぐるぐるちゃんとふわふわちゃん 長江　青／文・絵 東京：福音館書店 小さい絵本

0117424291 こすずめとゆき 深山　さくら／文 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115792343 ごろんごゆきだるま たむら　しげる／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0117165720 さがして!みつけて!アナと雪の女王 いつもオラフといっしょ 俵　ゆり／訳 東京：講談社 絵本 カ   

0116755596 さっちゃんのてぶくろ 内田　麟太郎／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0115945743 3びきのゆきぐま ジャン・ブレット／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116735465 白い街あったかい雪 鎌田　實／文 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

特集名：長野12月児童テーマ「ゆき　ゆき　こんこ」
特集期間：2020/11/26～2020/12/23



0113315584 しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセルト／さく 神戸：ブックローン出版 絵本 ハ   

0115527194 しろくまさんはどこ? ジャン・アレッサンドリーニ／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116891219 スケートにいこうよ リン・ベリー／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0113801450 スノーマン レイモンド・ブリッグズ／[作] 東京：評論社 絵本 ハ   

0117371377 ゾウさんのセーター 中村　紅葉／作 東京：タリーズコーヒージャパン 絵本 タ   

0115942070 だんろのまえで 鈴木　まもる／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117006726 ちいくまちゃんとしまくまちゃん かわむら　すずみ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115966186 チョコだるま 真珠　まりこ／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117055038 つららのぼうや 青木　新門／原作 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0117523886 つるのおんがえし 松谷　みよ子／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0116113481 つるのおんがえし いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117485334 でっかいかまくらつくったよ 鈴木　永子／さく 東京：リーブル 絵本 ラ   

0117329086 手ぶくろを買いに 新美　南吉／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0114087810 手ぶくろを買いに 新美　南吉／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117006270 天使がいっぱい 長谷川　集平／[作] 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0114793730 どさんこうまのふゆ 本田　哲也／作 東京：福武書店 絵本 ハ   

0116303017 ながいながいよる マリオン・デーン・バウアー／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0115225385 はじめてのゆき なかがわ　りえこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115569089 はじめてのゆきのひ バーネット・フォード／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0115803744 初雪のふる日 安房　直子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116310806 ふぶきのとり 手島　圭三郎／絵と文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115189490 ふゆがすき ロイス・レンスキー／作 東京：あすなろ書房 小さい絵本

0115449787 ふゆのあさ 村上　康成／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116533720 ふゆのはなし エルンスト・クライドルフ／ぶん・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115393209 ふゆのひのトラリーヌ どい　かや／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0115355398 ふゆのまほうつかい ジュリー・モンクス／さく 東京：小峰書店 絵本 カ   

0114857006 ペコラとゆきおとこ イワタ　ナオミ／原作 東京：ポプラ社 小さい絵本

0116430448 ぼくのゆきだるまくん アリスン・マギー／文 東京：主婦の友社 絵本 サ   

0115552069 ぼく、ふゆのきらきらをみつけたよ ジョナサン・エメット／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116861204 ほしをさがしに しもかわら　ゆみ／作・絵 東京：講談社 絵本 カ   

0117208967 ホッキョクグマの赤ちゃん さえぐさ　ひろこ／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0117437095 マッチうりのしょうじょ アンデルセン／[原作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   



0110466802 マッチうりの少女 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117016089 ママのゆきだるま 長崎　源之助／文 東京：学研プラス 絵本 カ   

0115801268 ミミ・クラクラゆきであそぼう! アニエス・ロゼンスティール／作 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116093675 もぐらくんとふゆ ハナ・ドスコチロヴァー／作 東京：偕成社 小さい絵本

0115036246 もぐらくんとゆきだるまくん ハナ・ドスコチロヴァー／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116155680 ゆーきーこんこん 長野　ヒデ子／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117019166 ゆき きくち　ちき／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117438986 ゆき はた　こうしろう／絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0113339444 ゆき T.マーヴリナ／絵 所沢：ブック・グローブ社 絵本 ハ   

0116274598 ゆき シンシア・ライラント／文 東京：新樹社 絵本 サ   

0118365485 ゆきをしらないこねこのおはなし エリック・ローマン／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0115365587 ゆきがやんだら 酒井　駒子／[作] 東京：学研 絵本 カ   

0115959652 ゆきとくろねこ 竹下　文子／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116709940 ゆきのうえゆきのした ケイト・メスナー／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116762758 雪のおしろへいったウッレ エルサ・ベスコフ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117664938 ゆきのけっしょう 武田　康男／監修・写真 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116124835 雪の結晶ノート マーク・カッシーノ／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0117148148 ゆきのしたのおともだち ばん　たくま／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0114869290 ゆきのじょおう アンデルセン／[原作] 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0115250268 雪の女王 ハンス・C.アンデルセン／げんさく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117190033 ゆきのなかのりんご フェリドゥン・オラル／文・絵 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117427955 雪の花 セルゲイ・コズロフ／原作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115433310 ゆきのひ 加古　里子／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117635649 ゆきのひにあえたら ワン　ユーウェイ／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0114549603 ゆきのひのバイオレット ジュリー・クラーク／作 東京：フレーベル館 小さい絵本

0115369167 ゆきのひのホネホネさん にしむら　あつこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116584632 ゆきのよあけ いまむら　あしこ／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117453886 ゆきのよるに いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0113164107 ゆきのよるのおきゃくさま ティルデ・ミヒェルス／ぶん 東京：宝島社 絵本 タ   

0116267949 ゆきふふふ ひがし　なおこ／さく 東京：くもん出版 小さい絵本

0117142596 ゆきゆきゆき たむら　しげる／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115376303 ゆき!ゆき!ゆき! オリヴィエ・ダンレイ／さく 東京：評論社 絵本 ハ   



0117006668 ゆきあそび たちもと　みちこ／さく・え 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115228140 ゆきおんな 立原　えりか／文 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0114043235 雪女 小泉　八雲／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0114043557 ゆきおんな 川村　たかし／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117517987 ゆきがっせん 菊池　日出夫／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117021733 ゆきだるまうさぎ 田中　てるみ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115778953 ゆきだるまくん、どこいくの? たむら　しげる／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0115427452 雪窓 安房　直子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116302969 ゆきやまたんけん 松岡　たつひで／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117203646 雪渡り 宮沢　賢治／文 東京：子どもの未来社 絵本 カ   

0115386674 雪わたり 宮沢　賢治／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0115970394 リスとはじめての雪 ゼバスティアン・メッシェンモーザー／作 戸田：コンセル 絵本 カ   

0115224750 ワニぼうのゆきだるま 内田　麟太郎／文 東京：文溪堂 絵本 ハ   


