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　　　　　　　お正月・ふゆの本　図書リスト

（お正月・トラの本） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

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

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

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

とらたとトラック 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 1000010811277

トラーのあさごはん A.A.ミルン／さく、E.H.シェパード／え 岩波書店 ９３ミル 1000010076401

トラー木にのぼる A.A.ミルン／さく、E.H.シェパード／え 岩波書店 ９３ミル 1000010079658

トラベッド 角野 栄子／さく、スズキ コージ／え 福音館書店 カド 1000010353202

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

七ふくじんとおしょうがつ 山末 やすえ／作、伊東 美貴／絵 教育画劇 Eイト 1000011017995

14ひきのもちつき いわむら かずお／さく 童心社 Eイワ 1000800123271

だるまちゃんととらのこちゃん 加古 里子／さく え 福音館書店 Eカコ 1000010108087



クムカン山のトラたいじ 松谷 みよ子／文、梶山 俊夫／絵 ほるぷ出版 Eカジ 1000010233628

てんぱたんてんぱたん 梶山 俊夫／再話・絵 福音館書店 Eカジ 1000010393213

十二支のお正月 川端 誠／作 リブロポート Eカワ 1000010097843

じゅうにしのおはなし ゆきの ゆみこ／文、くすはら 順子／絵 ひさかたチャイルド Eクス 1000410117756

おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー／作、晴海 耕平／訳 童話館出版 Eケル 1000800488474

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

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

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

十二支のはじまり 岩崎 京子／文、二俣 英五郎／画 教育画劇 Eフタ 1000010534065

トラといっしょに
ダイアン・ホフマイアー／文、ジェシー・ホ
ジスン／絵

徳間書店 Eホジ 1000801896209

お正月さまござった 西本 鶏介／作、村上 豊／絵 佼成出版社 Eムラ 1000010323122

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

しめかざり 森 須磨子／文・絵 福音館書店 38 1000800581509

たこ 加古 里子／さく 福音館書店 75 1000801716955

てまり 尾崎 敬子／文、日本てまりの会／監修 文渓堂 75 1000410025079

凧 茂出木 雅章／文、日本の凧の会／監修 文渓堂 75 1000210028366



（ふゆの本）

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

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

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

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、アロイス・カリジェ
／絵

岩波書店 Eカリ 1000801732140

ゆきのひ
エズラ=ジャック=キーツ／ぶん・え、きじま
はじめ／やく

偕成社 Eキツ 1000010022980

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



クレメンタインの冬じたく ケイト・スポーン／作、木坂 涼／訳 セーラー出版 Eスポ 1000010428988

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、い
しい ももこ／やく

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

ちょろりんのすてきなセーター 降矢 なな／さく・え 福音館書店 Eフリ 1000010037395

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

雪のおしろへいったウッレ
エルサ・ベスコフ／作・絵、石井 登志子／
訳

徳間書店 Eベス 1000801043989

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

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

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

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

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

ぽっかぽかだいすきおさるさん 福田 幸広／写真・文 ポプラ社 489 1000210004303


