
書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

うさぎちゃんとゆきだるま
あいはら　ひろゆき／文
あだち　なみ／絵
（教育画劇）

2005 E/ｱ/05.10

サンタクロースが二月にやってきた
今江　祥智／文
あべ　弘士／絵
（文研出版）

2007 E/ｱ/07.11

おひさまになったゆきだるま
相川　なぎさ／さく・え
（新風舎） 2004 E/ｱ/

ぶたさんちのゆきのひ
板橋　敦子／作・絵
（ひさかたチャイルド） 2004 E/ｲ/

ゆきどけゆきだるま
いなば　たかゆき／作・絵
（碧天舎） 2004 E/ｲ/

くまの子ウーフ　ゆきのあさ
神沢　利子／作
井上　洋介／絵
（ポプラ社）

1978 E/ｲ /

はるのゆきだるま
石鍋　芙佐子／作・絵
（偕成社） 1983 E/ｲ /

ゆきだるまのプレゼント
いしい　つとむ／さく
（佑学社） 1989 E/ｲ /

ねずみくんとゆきだるま
なかえ　よしを／作
上野　紀子／絵
（ポプラ社）

2001 E/ｳ/

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
（セーラー出版）

1988 E/ｳ/

やぁゆきだるま！
ロイス・エイラト／作
ふじさき　なおこ／訳
（偕成社）

1997 E/ｴ/

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） 1980 E/ｵ/

ないしょのゆきだるま
角野　栄子／作
大島　妙子／絵
（あかね書房）

1998 E/ｵ/

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
（岩崎書店）

2002 E/ｵ/

ゆきのおしろへ
ジビュレ・フォン・オルファース／作
秦　理絵子／訳
（平凡社）

2003 E/ｵ/

ゆきあそび
くまくんのふゆ

なとり　ちづ／文
おおとも　やすお／絵
（福音館書店）

2005 E/ｵ/

ゆきだるまのふしぎなたび
尾崎　淳子／作・絵
（岩崎書店） 1980 E/ｵ/

※請求記号の「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

ゆきだるまの絵本

　ゆきだるまが登場する絵本を展示しています。冬の寒さに負けない、心温まる資料を当館でお選びくだ
さい。



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

あえたらいいな
かさい　まり／作・絵
（ひさかたチャイルド） 2005 E/ｶ/05.11

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） 2008 E/ｶ/08.4

きいちゃんとゆきだるまちゃん
おおしま　たえこ／さく
かわかみ　たかこ／え
（ポプラ社）

2000 E/ｶ/

ゆきのひのおはなし
かこ　さとし／さく
（小峰書店） 1997 E/ｶ/

ポポちゃんとゆきだるま
キミコ／さく
永井　妙佳／やく
（三起商行）

1995 E/ｷ/

ゆきあそび
菊池　日出夫／さく
（福音館書店） 1989 E/ｷ/

なつのゆきだるま
ジーン・ジオン／文
マーガレット・ブロイ・グレアム／絵
（岩波書店）

2003 E/ｸ/03.10

およぎたいゆきだるま
くぼ　りえ／作・絵
（ひさかたチャイルド） 2006 E/ｸ/06.7

ゆきのひのステラ
メアリー＝ルイーズ・ゲイ／作
江国　香織／訳
（光村教育図書）

2003 E/ｹ/

おおさむこさむ
こいで　やすこ／さく
（福音館書店） 2005 E/ｺ/05.10

チビクマちゃんのだいじなともだち
クレア・フリードマン／ぶん
ドゥブラフカ・コラノヴィッチ／え
（評論社）

2007 E/ｺ/07.10

サッド・スノウマン
クリスマスとぼくとゆきだるま

ささき　あつし／著
（新風舎） 2004 E/ｻ/

ふしぎなゆきの日
薫　くみこ／作
さとう　ゆうこ／絵
（ポプラ社）

1993 E/ｻ/

ゆきだるまのクリスマス
佐々木　マキ／作
（福音館書店） 1991 E/ｻ/

うさぎのゆきだるま
佐藤　さとる／作
しんしょう　けん／絵
（にっけん教育出版社）

2002 E/ｼ/

ホウキさんとメガネさん
ハンスペーター・シュミット／さく
いぬい　ゆみこ／やく
（評論社）

2004 E/ｼ/

ごろんごゆきだるま
たむら　しげる／さく
（福音館書店） 2007 E/ﾀ/07.10

ゆきだるまくん、どこいくの？
たむら　しげる／〔作〕
（偕成社） 2007 E/ﾀ/07.10

サンタとふしぎなながれ星
たむら　しげる／作
（メディアファクトリー） 1998 E/ﾀ/



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

サンタのおもちゃ工場
たむら　しげる／作
（メディアファクトリー） 1998 E/ﾀ/

ワニぼうのゆきだるま
内田　麟太郎／文
高畠　純／絵
（文渓堂）

2005 E/ﾀ/

ちいさなふゆのほん
ヨレル・クリスティーナ・ネースルンド／文
クリスティーナ・ディーグマン／絵
（福音館書店）

2006 E/ﾃ/06.10

しろいゆきあかるいゆき
アルビン・トレッセルト／さく
ロジャー・デュボアザン／え
（ＢＬ出版）

2000 E/ﾃ/

たこぼとゆきだるま
きの　ひなた／ぶん
とぐさ／え
（星の環会）

2003 E/ﾄ/

くうぴぃときらきらちゃん
なかや　みわ／作・絵
（三起商行） 2005 E/ﾅ/05.11

こねこちゃんこねこちゃん
長野　ヒデ子／作・絵
（ひさかたチャイルド） 2006 E/ﾅ/06.11

おばけのマールとゆきまつり
なかい　れい／え
けーたろう／ぶん
（中西出版）

2006 E/ﾅ/06.12

はじめてのゆき
中川　李枝子／さく
中川　宗弥／え
（福音館書店）

2008 E/ﾅ/08.4

おばけのペロちゃんひえひえゆきだ
るまランド

なかがわ　みちこ／さく・え
（教育画劇） 2003 E/ﾅ/

サナのゆきのでんしゃ
なりた　まさこ／作・絵
（ポプラ社） 2003 E/ﾅ/

うれしいゆきのひ
はなさかうさぎのポッポ

はまち　ゆりこ／作・絵
（ポプラ社） 2004 E/ﾊ/

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
（岩崎書店）

2004 E/ﾊ/

やさしいゆきだるま
フランチェスカ・シュティッヒ／作
ヴラスタ・バランコヴァ／絵
（ひくまの出版）

2000 E/ﾊ/

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
（評論社）

2005 E/ﾋ/05.11

ゆきだるまのクリスマス！
キャラリン・ビーナー／ぶん
マーク・ビーナー／え
（評論社）

2006 E/ﾋ/06.11

ゆきだるまのかぞえうた
ひろかわ　さえこ／さく・え
（あかね書房） 2004 E/ﾋ/

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
（評論社）

2006 E/ﾌ/06.11

さわってあそぶスノーマン
レイモンド・ブリッグズ／さく
まつかわ　まゆみ／やく
（評論社）

2003 E/ﾌ/



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

スノーマン
レイモンド・ブリッグズ／〔作〕
（評論社） 1998 E/ﾌ/

ボリスのゆきあそび
ディック＝ブルーナ／さく
かどの　えいこ／やく
（講談社）

1994 E/ﾌ/

ゆきのひのうさこちゃん
ディック・ブルーナ／ぶん・え
いしい　ももこ／やく
（福音館書店）

1978 E/ﾌ/

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
（評論社）

1994 E/ﾌ/

ゆきがふったら
レベッカ・ボンド／さく
さくま　ゆみこ／やく
（偕成社）

2005 E/ﾎ/05.11

ゆきだるまのサンタクロース
本間　渉夏／著
（文芸社） 2005 E/ﾎ/05.11

サンタクロースとぎんのくま
マレーク・ベロニカ／ぶん・え
みや　こうせい／やく
（福音館書店）

2007 E/ﾏ/07.10

ゆきだるま
武鹿　悦子／詩
牧野　鈴子／絵
（ひさかたチャイルド）

2007 E/ﾏ/07.11

びっくりかわいいふゆやすみ
たのしいふゆやすみがやってくるよ！

ドゥガルド・ステアー／ぶん
デレク・マシューズ／え
（大日本絵画）

2003 E/ﾏ/

ブルンミとゆきだるま
マレーク・ベロニカ／文と絵
羽仁　協子／訳
（風涛社）

2004 E/ﾏ/

もぐらくんとゆきだるまくん
ハナ・ドスコチロヴァー／作
ズデネック・ミレル／絵
（偕成社）

2004 E/ﾐ/

しきしきむらのふゆ
木坂　涼／文
山村　浩二／絵
（岩波書店）

2005 E/ﾔ/05.10

このゆきだるまだーれ？
岸田　衿子／文
山脇　百合子／絵
（福音館書店）

1997 E/ﾔ/

ゆきだるまの　おきゃくさま
ヤーノシュ／さく
やがわ　すみこ／やく
（偕成社）

1982 E/ﾔ /

ぼくのゆきんこ
葉　祥明／絵と文
（至光社） 1989 E/ﾖ/

ふゆがすき
ロイス・レンスキー／作
さくま　ゆみこ／訳
（あすなろ書房）

2004 E/ﾚ/

もぐらとゆきだるま
わたなべ　ゆういち／さく・え
（チャイルド本社） 2008 E/ﾜ/08.2

展示期間　2008年11月29日～１月15日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


