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山形県立図書館
2011.12　No.16

　　　「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方々（おうちの方や読み聞かせボラン
　　　ティアの方、学校の先生　など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成して
　　　いるテーマ別リストです。

　　　　　　「ふゆの絵本」
　　　　　　　　　　 　  たのしい冬がやってきました。

                                    寒くておそとに出かけられない日は、

　　　　　　　　　　　　                                  絵本で雪の日を楽しみましょう。

（凡例）

書　名
 　　著者名等　　　出版者　　　出版年　　　請求記号
 　　あらすじ
 　　対象　　　☆キーワード
 ※ 対象区分（あかちゃんから／幼児から／小学生から）ごとに書名のアイウエオ順で掲載しています。
 ※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考としてください。

きらきら

  谷川 俊太郎／文      アリス館      2008.11      Z913.8/ﾀﾆ/

  北海道・大雪山のふもとに降った天然の雪の結晶の写真に、谷川俊太郎のことばを添えた写真絵本。自然
が作った形の美しさ、ふしぎさと、そこから生み出された言葉のきらめきを感じ取れる一冊。谷川俊太郎
メッセージカード付き。      [24p]

  幼児(0～5歳      ☆雪　写真

こぶたちゃんのそりあそび

  レオ・ティマース／さく・え      フレーベル館      2010.1      Z949.33/ﾃｲ/

  今日は楽しいそり遊びの日。パパとママには「ひとりですべってはいけません」と言われたけれど、2人
が見てないうちに「いち、にの、それー!」とすべっちゃった。どうなる? こぶたちゃん!      [28p]

  幼児(0～5歳)      ☆冬　ゆきあそび

ゆきだるまのあたま      こどものくに傑作絵本

  黒田 かおる／作      金の星社      2008.10      Z913.8/ｸﾛ/
  あたまを作ってもらえなかった、ゆきだるま。いぬや、やっこだこ、いし、まーるいパンなどをあたまに
してみるけれど、なんだかしっくりこない。あたたかいはり絵とリズミカルな文章が楽しい、ゆかいな絵
本。      [24p]

  幼児(0～5歳)      ☆冬　ゆきあそび

あかちゃんから 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000786938
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000904773
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000404946
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000404946
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000778858
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000867717
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ゆきのうえのあしあと

  ウォン・ハーバート・イー／さく      ひさかたチャイルド      2008.12      Z933.7/ｲ/
  雪の上に、誰かの足跡、見ーつけた! 女の子は、足跡をたどってみることにしました。凍った池のそば、
倒れた樹木の下、いろんなところを通りますが…。色鉛筆で細部までていねいに描いた、やさしく、ここ
ちよい冬のおはなし。      [32p]
  幼児(0～5歳)      ☆冬

アイスクリームがふってきた      くまたくんのえほん

  渡辺茂男／著            1987      Z913.8/ﾜﾀ/

  幼児(0～5歳)      ☆冬　雪　ゆきあそび

きつねとかわうそ      こどものくに傑作絵本

  いもと　ようこ／文・絵      金の星社      1986.3      Z913.8/ｲﾓ/
        ２３ｐ
  幼児(0～5歳)      ☆きつね　昔話

しんせつなともだち      こどものとも傑作集

  方　軼羣／作      福音館書店      1987.1      Z923.7/ﾌｱ/
        ２６ｐ
  幼児(3～5歳)，小初      ☆冬　ともだち

てぶくろ      世界傑作絵本シリーズ ロシアの絵本

  エウゲーニー・M・ラチョフ／え      福音館書店      1965.11      Z983/ﾗﾁ/
        15p
  幼児(3～5歳)      ☆てぶくろ　動物

はっぱみかん
  風木 一人／さく      佼成出版社      2007.12      Z913.8/ｶｾﾞ/
  やあ! ぼくがどれだかわかる? ほら、ひとつだけ葉っぱのついてるみかん。それがぼく。かっこいいだ
ろ。葉っぱがついてるぼくは特別。だけど子どもに葉っぱをとられてしまい…。「自分らしさ」を考える
ユニークな絵本。      31p

  幼児(0～5歳)      ☆みかん

ふゆですよ      四季のえほん
  柴田　晋吾／さく      金の星社      2009.10      Z913.8/ｼﾊﾞ/

  心あたたまる冬が来ました。山にも、海にも、田んぼ、公園にも…。みんなは冬をどんなふうに過ごすの
かな? いろんな場所で冬を迎える、さまざまな生きものたちに出会える絵本。      〔３２ｐ〕

  幼児(0～5歳)      ☆冬

ふゆのあさ
  村上 康成／作      ひかりのくに      1997.11      Z913.8/ﾑﾗ/

  ふゆのあさ。しずちゃんはいつものように目がさめました。なんだか、静か。あっ、もしかして、そうか
もしんない…。ほら、やっぱり、雪だよ! 雪の降った朝の、いつもとちがうわくわくした気持ちを描く絵
本。      27p

  幼児(0～5歳)      ☆冬　雪

幼児から 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000799344
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000392034
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000149998
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000777176
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000215966
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000861106
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000360209
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000662837
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000360171
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000696988
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000474812
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000885162
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000285357
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000322154
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000357496
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ぼくのてぶくろ      えほんのぼうけん
  ふくだ すぐる／さく・え      岩崎書店      2009.11      Z913.8/ﾌｸ/

  ある日、マーくんは、家に帰ってくると、片一方のてぶくろがないことに気がつきました。「あれ? どこ
におとしてしまったのかな?」 探しに行かなくちゃ!      31p

  幼児(3～5歳)      ☆冬　雪　てぶくろ

みずたまちゃん      チューリップえほんシリーズ
  林 木林／作      鈴木出版      2010.11      Z913.8/ﾊﾔ/

  大好きな水玉模様に包まれて幸せいっぱい! 自分の幸せを少しずつみんなに分けてあげると、みんなも喜
んでくれて、幸せを分かち合う喜びに満たされる「みずたまちゃん」のお話。      1冊(ページ付なし)

  幼児(3～5歳)      ☆冬　ともだち

みんなおやすみ…

  和木 亮子／作      金の星社      2008.8      Z913.8/ﾜｷﾞ/
  雪が降ってきたのに、くまはねむれないでいました。「どうして今年はねむれないんだろう…」 目を閉
じていると、誰かがぬきあしさしあしで近づいてくる気配がして…。創作童話コンテスト大賞受賞作を絵
本化。      [24p]

  幼児(0～5歳)      ☆冬　ともだち　ふゆごもり

ゆきとくろねこ      キラキラえほん
  竹下 文子／作      岩崎書店      2008.12      Z913.8/ﾀｹ/

  しずかで、つめたくて、あったかいもの-。灰色の曇り空が広がる、どこかいつもと違う、とても寒い日
に、くろねこがはじめて出会ったものとは…。冬のおとずれとともに開きたくなる美しい絵本。      1冊
(ページ付なし)

  幼児(3～5歳)      ☆冬　雪　ねこ

りんりんはしろ!      評論社の児童図書館・絵本の部屋

  ニコラ・スミー／さく      評論社      2009.11      Z933.7/ｽﾐ/
  うまさんが引くそりに乗って、ねこちゃんといぬくんとぶたくんとあひるちゃんが、りんりん、しゃん
しゃんと、小高い丘の上までやって来た。そこから、うまさんまでそりに乗って、雪の中を滑り降りると
…。      [28p]
  幼児(0～5歳)      ☆どうぶつ　雪

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000886200
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000479181
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000985650
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000282164
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000767800
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000381095
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000381095
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000381095
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000786682
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000422421
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000422421
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000422421
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000883777
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000476603
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000476603
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000476603
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おかあさんおかあさんおかあさん…

  大島 妙子／著      佼成出版社      2005.11      Z913.8/ｵｵ/
  風邪をひいて寝ていると、どんどん不安になってきちゃう。おっちょこちょい、お料理がヘタ、おしゃべ
り、忘れんぼ。でも、だーい好き! お母さん、お母さん、早く帰ってきて…。心あたたまる絵本。      1冊
(ページ付なし)
  幼児(3～5歳)      ☆おかあさん　風邪

きょうとあしたのさかいめ  川といっしょにたびをした五つのまつぼっくりのおはなし
行事の由来えほん
  最上 一平／作      教育画劇      2000.10      Z913.8/ﾓｶﾞY/

  今日はおおみそか。秋に遠くに働きにいったみのりのお父さんが、みんなとお正月をむかえるために帰っ
てくる日です…。お正月の準備を通して家族のぬくもりが伝わってくる、おおみそかの由来話。      28p

  幼児(0～5歳)，小初      ☆大晦日　年越し

3びきのゆきぐま

  ジャン・ブレット／作      ほるぷ出版      2008.10      Z933.7/ﾌﾞﾚ/
  好奇心いっぱいのイヌイットの少女と、気のいいゆきぐまの家族が出会うと…。北極圏を舞台にした、
「3びきのくま」のお話。細部まで丁寧に描かれた絵が美しい、読み聞かせにぴったりの楽しい絵本。
[32p]

  幼児(0～5歳)      ☆雪　くま

たのしいふゆごもり      日本傑作絵本シリーズ

  片山 令子／作      福音館書店      1991.10      Z913.8/ｶﾀ/
        34p
  幼児(0～5歳)，小初      ☆くま　ふゆごもり

だんだんやまのそりすべり      日本傑作絵本シリーズ

  あまん きみこ／作      福音館書店      2002.11      Z913.8/ｱﾏ/

  友だちと一緒に、だんだんやまにそりすべりに来たいっちゃん。でもこわくてすべれません。「さきに
いってぇ」とひとり、山の上に残っていると、おや、どこからか歌声が…。      1冊

  幼児(0～5歳)，小初      ☆冬　雪　ゆきあそび

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      Z933.7/ｽﾛ/

  てぶくろを片方なくしたふたごのもとに、続々と落とし物のてぶくろが届けられます。ふたりの家には、
てぶくろがいっぱい集まりました。いったいどうしたらいいのでしょう? 心暖まるお話絵本。      32p

  幼児(3～5歳)      ☆冬　てぶくろ

手ぶくろを買いに      日本の童話名作選

  新美　南吉／作      偕成社      1988.3      Z913.8/ﾆｲ/

  きつねの親子が住む森にも、冬がやってきました。子どものきつねは、はじめての雪に大喜び。かあさん
ぎつねは子どものきつねを連れて、てぶくろを買いに町へと出かけますが…。南吉童話の名作を絵本化。
３１ｐ

  小初      ☆冬　きつね　てぶくろ

小学生から 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000493939
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000966035
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000966035
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000966035
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000370186
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000370186
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000666533
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000666533
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000782918
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000240947
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000240947
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000240947
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000821475
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000664503
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000409583
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000617864
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000617864
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000784895
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000395140
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000380683


5

初雪のふる日
  安房 直子／作      偕成社      2007.12      Z913.8/ｱﾜ/
  秋の終わりの寒い日に、どこまでもつづく石けりの輪に飛び込んでいった女の子。石けりをはじめてふと
気がつくと、前と後ろをたくさんの白うさぎたちにはさまれてしまい…。白うさぎたちにさらわれてし
まった女の子のお話。      30p

  小初      ☆雪　うさぎ　初雪

ぼうし
  ジャン・ブレット／作      ほるぷ出版      2005.12      Z933.7/ﾌﾞﾚ/
  はりねずみのハリーが、毛糸の靴下をみつけました。はなをつっこんでみて、さて、はずそうとすると、
はりがささってとれません…。細部まで丁寧に描かれた絵が美しい、読み聞かせにぴったりの楽しい絵
本。      1冊(ページ付なし)

  幼児(0～5歳)      ☆冬　雪　ぼうし　どうぶつ

まあばあさんのゆきのひピクニック      えほんのマーチ
  すとう あさえ／文      岩崎書店      2002.12      Z913.8/ｽﾄ/
  めずらしく、ゆきがふりました。そこでまあばあさんは、ののちゃんをさそっていいます。「ゆきのひピ
クニック、しゅっぱーつ!」 ゆきのひピクニックって、いったいどんなピクニックなの? ゆきあそびのゆか
いなお話。      32p

  幼児(0～5歳)      ☆冬　雪　ゆきあそび

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      Z913.8/ﾐﾔ/

  おばあちゃんの家にケーキを届けに行く途中で、キッコちゃんがまよいこんだ不思議な館。そこでは、お
めかしした動物たちがすてきなお茶会を開いていて…。      [32p]

  幼児(3～5歳)      ☆冬　どうぶつ

もりのセーター      PHPにこにこえほん

  片山 令子／作      PHP研究所      2000.10      YZ913.8/ｶﾀ/

  ふたごのこぐまルルとララは、はだかんぼで寒そうな木にセーターを編んであげることにしました…。わ
たげを集め、みどりの葉っぱで染めて毛糸にして、編みかたも習います。      1冊

  幼児(0～5歳)      ☆冬　ふゆごもり　どうぶつ　セーター

ゆきがくる

  あさい たかし／さく      福武書店      1990.10      Z913.8/ｱｻ/
        1冊
  幼児(0～5歳)，小初      ☆冬　雪

ゆきどうろう
  フランシーヌ・ウィーブ／作            2001.12      YZ930/ｳｲ/
        １冊
        ☆冬　雪　雪灯篭　家族

山形県立図書館 経営課調査相談担当 
〒990-0041 山形市緑町1-2-36  （023）631-2523（代） 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000690176
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000672576
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000498753
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000891000
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000411731
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000833270
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000983580
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000865495
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000370095
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000682156
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000225854
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000587463
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000392887
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000785684

