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　　　　　　　　　お正月とふゆの本　図書リスト☃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

(お正月・干支のほん）

しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう タイトルコード

これはおひさま 谷川 俊太郎／ぶん、大橋 歩／え 福音館書店 Eオオ 1000010131052

おしょうがつさん 谷川 俊太郎／ぶん、大橋 歩／え 福音館書店 Eオオ 1000010191375

たこたこあがれ 熊谷 元一／さく 福音館書店 Eクマ 1000010428006

スモールさんののうじょう ロイス・レンスキー／ぶん・え、わたなべ しげお／やく 福音館書店 Ｅレン 1000010023712

でてこいミルク! ジェニファー・A・エリクソン／さく、オラ・アイタン／え 福音館書店 Ｅアイ 1000010398152

リンゴとカラス麦 フランク・アッシュ／えとぶん、山口 文生／やく 評論社 Ｅアツ 1000010262043

モーモーまきばのおきゃくさま マリー=ホール=エッツ／ぶん え、やまのうち きよこ／やく 偕成社 Ｅエツ 1000010496797

ペニーさん マリー・ホール・エッツ／作・絵、松岡 享子／訳 徳間書店 Ｅエツ 1000010513939

バッファローのむすめ ポール・ゴーブル／さく、もりした みねこ／やく ほるぷ出版 Ｅゴブ 1000010150012

わらのうし 内田 莉莎子／文、ワレンチン・ゴルディチューク／絵 福音館書店 Ｅゴル 1000010581497

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 Ｅサト 1000010580660

うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー／作、ピーター・スパイアー／絵 ポプラ社 Ｅスピ 1000010820572

じゅうにしものがたり 瀬川 康男／作 グランまま社 Ｅセガ 1000610001297

くいしんぼうのはなこさん いしい ももこ／ぶん、なかたに ちよこ／え 福音館書店 Ｅナカ 1000010048309

もうすぐおしょうがつ 西村 繁男／さく 福音館書店 Ｅニシ 1000010024182



おりこうなアニカ エルサ・ベスコフ／さく・え、いしい としこ／やく 福音館書店 Ｅベニ 1000010094738

ね,うし,とら……十二支のはなし ドロシー・バン・ウォアコム／ぶん、エロール・ル・カイン／え ほるぷ出版 Ｅルカ 1000010056583

乳牛の絵本 みとも もりゆき／へん、スズキ コージ／え 農山漁村文化協会 64 1000410033908

小さい牛追い マリー・ハムズン／作、石井 桃子／訳 岩波書店 ９４ハム 1000010022916

牛追いの冬 マリー・ハムズン／作、石井 桃子／訳 岩波書店 ９４ハム 1000010022917

ハコの牧場 北村 恵理／著、金井田 英津子／え 福音館書店 キタ 1000610027121

(ふゆのほん）

ゆきのひのゆうびんやさん こいで たん／ぶん、こいで やすこ／え 福音館書店 Ｅコイ 1000010273618

とらたとおおゆき なかがわ りえこ／ぶん、なかがわ そうや／え 福音館書店 Ｅナカ 1000010286579

じょせつしゃだいかつやく みねむら　かつこ／さく 福音館書店 Ｅミネ 1000010378877

かさじぞう 瀬田 貞二／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010048244

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 BL出版 Ｅアゼ 1000010834287

14ひきのさむいふゆ いわむら かずお／さく 童心社 Ｅイワ 1000010097058

とびねこヘンリー メリー・カルホーン／作、エリック・イングラハム／絵 佑学社 Ｅイン 1000010081616

ゆきみち 梅田 俊作／さく、梅田 佳子／さく ほるぷ出版 Ｅウメ 1000010106032

おとうさんとゆきぐにへいったんだよ しばた しんご／さく、おおた だいはち／え 偕成社 Ｅオオ 1000010317800

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 Ｅオク 1000010022400

ゆきのひ 加古 里子／さく・え 福音館書店 Ｅカコ 1000010048280

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 Ｅカコ 1000010040516



たのしいふゆごもり 片山 令子／作、片山 健／絵 福音館書店 Ｅカタ 1000010229227

大雪 ゼリーナ・ヘンツ／文、アロワ・カリジェ／絵 岩波書店 Ｅカリ 1000010001551

ゆきむすめ 内田 莉莎子／再話、佐藤 忠良／画 福音館書店 Ｅサト 1000010048271

そりあそび さとう わきこ／さく・え 福音館書店 Ｅサト 1000010366738

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作、おがわ えつこ／訳 セーラー出版 Ｅスタ 1000010123407

はじめてのゆき なかがわ りえこ／さく、なかがわ そうや／え 福音館書店 Ｅナカ 1000010432830

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ 福音館書店 Ｅバト 1000010114649

まいごのアンガス マージョリー・フラック／さく・え、瀬田 貞二／やく 福音館書店 Ｅフラ 1000010061259

くまのビーディーくん ドン＝フリーマン／さく、まつおか　きょうこ／やく 偕成社 Ｅフリ 1000800477307

まゆとりゅう 富安 陽子／文、降矢 なな／絵 福音館書店 Ｅフリ 1000800163241

ウッレと冬の森 エルサ・ベスコフ／さく・え、おのでら ゆりこ／やく らくだ出版 Ｅベス 1000010072240

くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文 絵、石井 桃子／訳 岩波書店 Ｅマリ 1000010102637

しんせつなともだち 方 軼羣／作、君島 久子／訳 福音館書店 Ｅムラ 1000800106356

てぶくろ 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 Ｅラチ 1000010496745

雪の結晶ノート マーク・カッシーノ／作、ジョン・ネルソン／作 あすなろ書房 451 1000800448494

ふゆとみずのまほうこおり 片平 孝／写真・文 ポプラ社 451 1000801828055

しもばしら 野坂 勇作／さく 福音館書店 451 1000410108193


