
分類 タイトル

　E　オオ アイスクリームがふってきた わたなべ　しげお∥さく おおとも　やすお∥え

　E　イイ あたしゆきおんな 富安　陽子∥文 飯野　和好∥絵

　E　ケラ 書庫 あっ！ゆきだ フランクリン　Ｍ．ブランリー∥さく ホリー　ケラー∥え

　E　マッ ◎ エルマーとゆき デイビッド・マッキー∥さく 斉藤　洋∥やく

　E　マッ ◎ エルマーのゆきあそび デビッド　マッキー∥ぶんとえ きたむら　さとし∥やく

　E　デュ ◎ おばけのゆきだるま ジャック　デュケノワ∥さく おおさわ　あきら∥やく

　E　タカ おやこペンギンジェイとドゥのゆきあそび 片平　直樹∥作 高畠　純∥絵

　E　ガン ◎ がんばれ!ルルロロ いっぱいゆきだるま あいはら　ひろゆき∥文

　E　モッ 書庫 クレオのゆきあそび ステラ　ブラックストーン∥作 キャロライン・モックフォード∥絵

　E　クロ こすずめとゆき 深山　さくら∥文 黒井　健∥絵

　E　スズ さいたさいたゆきのはな 鈴木　真実∥作

　E　サク 書庫 しろくまボビーとはじめてのゆき マリー　ジョゼ　サクレ∥絵 ピエール・コラン∥文

　E　パカ ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん ローラ　カーラー∥ぶん ジェイク　パーカー∥え

　E　ハセ 小さなよっつの雪だるま 長谷川　集平∥[作]

　E　シミ ◎ ちいちゃんとゆきだるま しみず　みちを∥作

　E　ドイ チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや∥作

　E　イワ とっくんトラックゆきのひにぶぶー いわむら　かずお∥作・絵

　E　エッ ともだちはゆきだるまくん キャサリン・ウォルターズ∥作 アリソン・エッジソン∥絵

　E　シラ なかよしゆきだるま 白土　あつこ∥作・絵

　E　タカ ねこちゃんとゆきだるま 高部　晴市∥作

　E　バク 野ばらの村の雪まつり ジル・バークレム∥作・絵 こみや　ゆう∥訳

　E　ナカ はじめてのゆき 中川　李枝子∥さく 中川　宗弥∥え

　E　ブラ はじめてのゆきのひ バーネット・フォード∥ぶん セバスチャン・ブラウン∥え

　E　ハレ ◎ ペネロペゆきあそびをする アン　グットマン∥ぶん ゲオルグ　ハレンスレーベン∥え

　E　デイ 書庫 ぼくたちゆきんこ マーティン・ワッデル∥文 サラ・フォックス＝デイビ－ズ∥絵

　E　タシ ポレポレゆきのなか たしろ ちさと∥ぶん　え

　E　オリ 書庫 まあばあさんのゆきのひピクニック すとう　あさえ∥文 織茂　恭子∥絵

　E　カキ ママのゆきだるま 長崎　源之助∥文 柿本　幸造∥絵

　E　ハタ ゆき はた　こうしろう∥絵

　E　キク ゆき きくち　ちき∥作

　E　シュ ゆき ユリ・シュルヴィッツ∥作 さくま　ゆみこ∥訳

　E　バニ ◎ ゆき ジョン　バーニンガム∥作 谷川　俊太郎∥訳

　E　スト ゆき シンシア　ライラント∥文 ローレン・ストリンガー∥絵

　E　タチ ゆきあそび たちもと　みちこ∥さく・え

　E　シラ ゆきおとこのバカンス 白鳥  洋一∥作・絵

　E　アサ ● ゆきおんな まつたに　みよこ∥ぶん あさくら　せつ∥え

　E　コッ ゆきがくれたおくりもの リチャード　カーティス∥文 レベッカ　コッブ∥絵

　E　ツチ 書庫 ゆきがしんしん つちだ　よしはる∥さく

　E　ヘネ ゆきがたくさんつもったら ルク・デュポン∥作 ファン　ヘネヒテン∥絵 

　E　イチ ゆきがふったら いちかわ　なつこ∥作/絵

　E　ボン 書庫 ゆきがふったら レベッカ・ボンド∥作 さくま　ゆみこ∥訳

　E　マキ ゆきがふる 蜂飼　耳∥ぶん 牧野　千穂∥え

　E　ヤン ◎ ゆきがふるよ、ムーミントロール トーベ　ヤンソン∥原作・絵 ラルス　ヤンソン∥原作・絵

　E　ミト ゆきがやんだあとで… 三木　卓∥文 M　ミトゥーリチ∥絵

　E　ヨコ ゆきぐにれっしゃだいさくせん よこみぞ　えいいち∥さく

　E　ホリ ゆーきーこんこん 長野　ヒデ子∥作 堀川　真∥絵

　E　マキ ゆきだるま 武鹿　悦子∥詩 牧野　鈴子∥絵

ゆ　　 　　き
作者



　E　エガ ゆきだるまうさぎ 田中　てるみ∥文 えがしら　みちこ∥絵

　E　ブリ ゆきだるまストーリー・ブック レイモンド　ブリッグズ∥えとぶん 松川　真弓∥やく

　E　オカ ゆきだるまとかがみもち 林　木林∥作 岡本　よしろう∥絵

　E　ムラ ゆきだるまのきもち 中川　ひろたか∥文 村上　康成∥絵

　E　シラ ゆきだるまのくに 白土　あつこ∥作・絵

　E　ビル ゆきだるまのさがしもの ゲルダ・マリー・シャイドル∥作 ヨゼフ・ウィルコン∥絵

　E　デデ 雪ダルマは生きている ティエリー　デデュー∥文と絵 田中　一明∥訳

　E　オオ ゆきとくろねこ 竹下　文子∥作 おおの  麻里∥絵

　E　ミヤ ゆきのあかちゃん 宮田　ともみ∥作

　E　イ ゆきのうえのあしあと ウォン・ハーバート・イー∥さく 福本　友美子∥やく

　E　ニル ゆきのうえゆきのした ケイト　メスナー∥文 クリストファー　サイラス　ニール∥絵

　E　タカ ゆきのおじさんありがとう 高畠　純∥作

　E　タケ ゆきのけっしょう 武田　康男∥監修・写真 小杉　みのり∥構成・文

　E　カッ 雪の結晶ノート マーク・カッシーノ∥作 ジョン・ネルソン∥作

　E　ニシ ゆきのこうま 仁科　幸子∥さく・え

　E　バン ゆきのしたのおともだち ばん　たくま∥作

　E　アゼ 書庫 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 

　E　バナ ● 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

　E　ビク 書庫 ゆきのともだち イアン・ホワイブロウ∥さく ティファニー・ビーク∥え

　E　オラ ゆきのなかのりんご フェリドゥン　オラル∥文・絵 ふしみ　みさを∥訳

　E　カル 書庫 ゆきのねこ ダイヤル・コー・カルサ∥文と絵 あきの　しょういちろ∥訳

　E　キツ 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

　E　イモ ゆきのひ くすのき　しげのり∥原作 いもと　ようこ∥文・絵

　E　カコ ゆきのひ 加古　里子∥さく/え

　E　ワン ゆきのひにあえたら はっぱのしたのおんなのこ ワン　ユーウェイ∥さく 長山　さき∥訳

　E　マル ゆきのひのいえで まるやま　あやこ∥作・絵

　E　ゲイ 書庫 ゆきのひのステラ メアリー＝ルイーズ・ゲイ∥作 江国　香織∥訳

　E　イワ ゆきのひのたんじょうび 岩崎　ちひろ∥絵・文

　E　タン ゆきのひのチムニーちゃん たんじ　あきこ∥作

　E　ニシ ゆきのひのホネホネさん にしむら　あつこ∥さく・え

　E　アキ ゆきのひのようちえん こわせ　たまみ∥作 秋里　信子∥絵

　E　イワ ゆきのひは　あつい　あつい いわむら　かずお∥絵と文

　E　バト ゆきのふるよる Ｎ・バトワース∥作 林　真美∥訳

　E　リウ ゆき、まだかなあ マーシャ　ダイアン　アーノルド∥文 レナータ　リウスカ∥絵

　E　アベ ゆきのよあけ あしこ∥文 あべ　弘士∥絵

　E　マツ ゆきのようせい 松田　奈那子∥作 石黒　誠∥監修

　E　イモ ● ゆきのよるに いもと　ようこ∥文・絵

　E　ウメ ゆきみち 梅田　俊作∥さく 梅田　佳子∥さく

　E　エガ ゆきみちさんぽ えがしら　みちこ∥作

　E　ニシ 書庫 雪むかえの村 竹内　もと代∥文 西村　繁男∥絵

　E　アサ ● ゆきむすめ 木島　始∥文 朝倉　摂∥絵

　E　マツ ゆきやまたんけん 松岡　たつひで∥さく

　E　ダン 書庫 ゆき！ゆき！ゆき！ オリヴィエ・ダンレイ∥さく たなか　まや∥やく

　E　メッ 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 松永　美穂∥訳

　E　オザ ろっかのきせつ 荒木　健太郎∥さく 小沢　かな∥え

　E　タカ ワニぼうのゆきだるま 内田　麟太郎∥文 高畠　純∥絵
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●　昔話　               書庫　書庫に置いてある絵本
☆　赤ちゃん絵本　　◎　シリーズ絵本


