
分　類 タ　イ　ト　ル
 E     ﾅｶ  １０ぴきのかえるのふゆごもり 間所　ひさこ　さく 仲川　道子　え
 E     ｲﾜ  １４ひきのさむいふゆ いわむら　かずお　さく
 E     ｲﾇ  アイスクリームおうこく ナカオ　マサトシ　さく イヌイ　マサノリ　え
 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     ｳｫ  おおゆきくまちゃん シャーリー・パレントー　ぶん デイヴィッド　ウォーカー　え

 E     ｱﾝ  おばけのアイスクリームやさん 安西　水丸　作
 E　  ｶﾜ お化けの冬ごもり 川端　誠　作
 E     ﾀｶ  おやこペンギンジェイとドゥ 片平　直樹　作 高畠　純　絵
 E     ﾌﾞﾗ かぜをひいたケイティ シャーロット・コーワン　文 ケイティ・ブラタン　絵
 E     ｼﾝ  かまくらレストラン 真珠　まりこ　さく・え
 E     ｸﾎﾞ キタキツネ 久保　敬親　写真・文
 E     ｱﾍﾞ きょうのシロクマ あべ　弘士　作
 E　  ﾎﾘ くまちゃんのふゆまつり ほりかわ　りまこ　ぶんとえ
 E     ﾃﾞｸ こうさぎと4ほんのマフラー わたり　むつこ　作 でくね　いく　絵
 E　  ｱﾝ こじまのもりのゆきのひのおみやげ あんびる　やすこ　作・絵
 E　  ｽｽﾞ こんな冬みつけたよ 三崎　真生子　作 鈴木　幸枝　絵
 E     ｷｯ  さむがりペンギン コンスタンツェ　フォン　キッツィング 作

 E     ｺﾃﾞ じまんのマフラー マーシャ　ダイアン　アーノルド　文 マシュー　コーデル　絵
 E     ｵｵ シロクマくつや すてきななつやすみ おおで　ゆかこ　作
 E     ﾍﾈ シロクマくんのひみつ ヒド　ファン　ヘネヒテン　作・絵
 E     ﾋﾀﾞ シロクマのしゅくだい ティラ・ヒーダー　作 石津　ちひろ　訳
 E     ｷｼ シロクマゆうびんきょく 木島　誠悟　作
 E     ﾂﾀﾞ セーターになりたかった毛糸玉 津田　直美　著
 E     ｻｶ  ちいさなちいさなこおりのくに さかい　さちえ　作
 E     ｼﾐ  １シリ ちいちゃんとゆきだるま しみず　みちを　作
 E    ﾄﾞｲ チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや　作
 E     ﾌｼﾞ つららが　ぽーっとん おのでら　えつこ　ぶん ふじえだ　つう　え
 E     ﾆｼ  つららのぼうや 青木　新門　原作 西舘　好子・渡辺　あきお　作

 E     ｽｽﾞ でっかいかまくらつくったよ 鈴木　永子　さく
 E     ｽﾛ てぶくろがいっぱい フローレンス・スロボドキン　文 ルイス　スロボドキン　絵
 E     ﾀﾁ  どうぶつ村のごちそうごよみ・ふゆ たちばな　さきこ　著
 E     ｲｼ  なだれうさぎ 久留島　武彦　作 いしい　つとむ　絵
 E     ﾅｶﾞ なんのいろ  ふゆ ビーゲン・セン　作 永井　郁子　絵

 E     ﾅｶﾞ なんのにおい　ふゆ ビーゲン セン　作 永井　郁子　絵

 E  　ｶｻ ねずみのふわふわけいと かさい　まり　ぶん・え

 E     ﾅｶ  はじめてのゆき 中川　李枝子　さく 中川　宗弥　え

 E     ｼﾏ  バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか　作/絵

 E     ｳｫ はるはいったいいつくるの？ キャサリン・ウォルターズ　さく まつかわ　まゆみ　やく

 E     ﾑﾗ ピンクとスノーじいさん 村上　康成　作・絵

 E　  ｻﾄ ふしぎなゆきの日 薫　くみこ　作 さとう　ゆうこ　絵

 E     ﾓﾘ ぶたぬきくんほっきょくへいく 斉藤　洋　作 森田　みちよ　絵

 E　  ﾉﾂ ふゆねこさん ハワード・ノッツ　さく まつおか　きょうこ　やく

 E     ﾃｼ  ふぶきのとり 手島　圭三郎　絵と文

 E　  ﾊﾀ ふゆのむしとり？！ はた　こうしろう　作・絵 奥山　英治　作

 E     ｺﾊ  ふゆのようせいジャック・フロスト カズノ・コハラ　作 石津　ちひろ　訳

 E　 ｺﾞﾐ ふゆはふわふわ 五味　太郎　作

 E     ｶｷ  ふゆやさいのふゆやすみ 林　木林　作 柿田　ゆかり　絵

 E     ﾌｼﾞ ペンギンかぞくとおそろしい山 藤原　幸一　著

 E     ﾃﾞｲ ペンギンのヒナ ベティ　テイサム　さく ヘレン　Ｋ.デイヴィー　え

 E     ﾃﾞﾕ ペンギンほっきょくへゆく ジャック　デュケノワ　さく おおさわ　あきら　やく

 E     ﾜﾀ  ペンギンやまのアイスホテル 渡辺　有一　作/絵

 E     ﾃﾞｲ 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＝デイビーズ　絵

 E　  ﾍﾈ ぼくのたいせつなぼうし ヒド・ファン・ヘネヒテン　さく・え のざか　えつこ　やく

 E     ｵﾘ 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     ﾎﾟﾙ 魔女のウィニー冬は好き？ コーキー・ポール　絵 ヴァレトリー・トーマス　文

 E     ﾏｾ まぼろしのゆきのはらえき 間瀬　なおかた　作・絵

 E     ｶｷ ママのゆきだるま 長崎　源之助　文 柿本　幸造　絵

 E     ﾔﾏ 水は、 山下　大明　写真・文
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 E     ﾊﾀ  ゆき はた　こうしろう　絵

 E     ﾋﾞﾅ ゆきだるまはよるがすき！ キャラリン・ビーナー　ぶん マーク　ビーナー　え

 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　ﾋﾞｸ 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 　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　 ﾐﾔ ゆきのひにトントン やすい　すえこ　作 みやもと　ただお　絵

 E　 ﾏﾙ ゆきのひのいえで まるやま　あやこ　作・絵

 E     ｻﾄ ゆきの日のおかしのいえ 薫　くみこ　作 さとう　ゆうこ　絵　

 E　 ｺｲ 👶 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

 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     ﾏﾂ  ゆきやまたんけん 松岡　たつひで　さく

 E     ﾀﾑ  👶 ゆきゆきゆき たむら　しげる　さく

 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     ﾀｹ  れいぞうこからとーって! 竹与井　かこ　著

 E     ﾓﾃﾞ れいぞうこにマンモス!? ミカエル　エスコフィエ　文 マチュー　モデ　絵

 E     ｳｴ  れいぞうこのおくのおく うえだ　しげこ　作/絵

 E     ｽｴ わんぱくだんのゆきまつり ゆきの　ゆみこ　作 上野　与志　作
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