
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

かさじぞう
こどものとも傑作集 4

瀬田 貞二／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

1966 E/ｱｶﾊ/

かじってみたいな、お月さま
児童図書館・絵本の部屋

フランク・アッシュ／えとぶん
山口 文生／やく
（評論社）

1985 E/ｱﾂｼ/

はるにれ
日本傑作絵本シリーズ

姉崎 一馬／写真
（福音館書店）

1981 E/ｱﾈｻ/

大雪
大型絵本

ゼリーナ・ヘンツ／文
アロイス・カリジェ／絵
（岩波書店）

1965 E/ｶﾘｼ/

ウルスリのすず
大型絵本

ゼリーナ・ヘンツ／文
アロイス・カリジェ／絵
（岩波書店）

2001 E/ｶﾘｼ/

ゆきのひ
偕成社の新訳えほん キーツの絵本

エズラ=ジャック=キーツ／ぶん・え
きじま はじめ／やく
（偕成社）

1969 E/ｷﾂ/

12の月たち スラブみんわ
児童図書館・絵本の部屋

サムエル・マルシャーク／さいわ
ダイアン・スタンレー／え
（評論社）

1986 E/ｽﾀﾝ/

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

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）

1978 E/ﾊﾄﾝ/

くまのビーディーくん
フリーマンの絵本

ドン=フリーマン／さく
まつおか きょうこ／やく
（偕成社）

1998 E/ﾌﾘﾏ/

子うさぎましろのお話
おはなし名作絵本 3

佐々木 たづ／文
三好 碩也／絵
（ポプラ社）

1970 E/ﾐﾖｼ/

ねずみのマウスキンとふゆのぼうけん
エドナ・ミラー／さく
今泉 吉晴／やく
（さ・え・ら書房）

1980 E/ﾐﾗ/

※請求記号のうち、「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。

雪の絵本　～読み継がれてきた本と、2013年以降出版された本から～

読み継がれてきた絵本と、2013年以降に出版された絵本から雪が出てくる絵本を集めました。
この冬、読み聞かせなどで使う本を選ぶときには、「定番」と言われる絵本と新しい絵本を読み比べてみてはいかがでしょ
うか。

＊読み継がれてきた絵本＊



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

アニメおさるのジョージ アイスマイルーム
マーガレット・レイ／原作
ハンス・アウグスト・レイ／原作
（金の星社）

2014 E/ｱﾆﾒ/14.12

クリムのしろいキャンバス
世界傑作絵本シリーズ 韓国の絵本

イ ヒョンジュ／さく
かみや にじ／やく
（福音館書店）

2014 E/ｲ/14.10

雪の女王 アンデルセンのきらめくポップアップ絵本
ハンス・クリスチャン・アンデルセン／著
エフゲニア・イエリヤツカヤ／絵&しかけ
（グラフィック社）

2013 E/ｲｴﾘ/13.11

ゆきわたり
かわでのえほん せかいめいさくアニメえほん 23

宮沢 賢治／原作
岡山 伸也／絵
（河出書房新社）

2014 E/ｵｶﾔ/14.11

チャーリー、おじいちゃんにあう
エイミー・ヘスト／ぶん
ヘレン・オクセンバリー／え
（岩崎書店）

2013 E/ｵｸｾ/13.12

ふゆやさいのふゆやすみ
林 木林／作
柿田 ゆかり／絵
（ひかりのくに）

2013 E/ｶｷﾀ/13.10

てぶくろをかいに
講談社の名作絵本

新美 南吉／作
柿本 幸造／絵
（講談社）

2013 E/ｶｷﾓ/13.1

こぐまのクークの12か月 
かさい まり／作・絵
（KADOKAWA）

2013 E/ｶｻｲ/13.10

ちいくまちゃんとしまくまちゃん  もこちゃんチャイルド 第455号 おはなしえほん 2
かわむら すずみ／さく・え
（チャイルド本社）

2015 E/ｶﾜﾑ/15.2

みまわりこびと  講談社の翻訳絵本
アストリッド・リンドグレーン／文
キティ・クローザー／絵
（講談社）

2014 E/ｸﾛｻ/14.10

海のむこう 
土山 優／文
小泉 るみ子／絵
（新日本出版社）

2013 E/ｺｲｽ/13.8

ゆきがくれたおくりもの  ポプラせかいの絵本 44
リチャード・カーティス／文
レベッカ・コッブ／絵
（ポプラ社）

2014 E/ｺｯﾌ/14.10

雪わたり  画本宮澤賢治
宮澤 賢治／作
小林 敏也／画
（好学社）

2013 E/ｺﾊﾔ/13.10

白い街あったかい雪  ポプラ社の絵本 23
鎌田 實／文
小林 豊／絵
（ポプラ社）

2013 E/ｺﾊﾔ/13.11

はるのおとがきこえるよ 
マリオン・デーン・バウアー／文
ジョン・シェリー／絵
（ブロンズ新社）

2015 E/ｼｪﾘ/15.2

ほしをさがしに  『創作絵本グランプリ』シリーズ
しもかわら ゆみ／作・絵
（講談社）

2014 E/ｼﾓｶ/14.10

ふたつのねがい ふゆのおとぎばなし
ハルメン・ファン・ストラーテン／作
野坂 悦子／訳
（光村教育図書）

2013 E/ｽﾄﾗ/13.9

はじめてふったゆき 
田島 征彦／作
竹内 智恵子／作
（復刊ドットコム）

2014 E/ﾀｼﾏ/14.2

すばらしい季節  末盛千枝子ブックス
ターシャ・テューダー／作
末盛 千枝子／訳
（現代企画室）

2014 E/ﾁｭﾀ/14.6

くるぞくるぞ 
内田 麟太郎／ぶん
長 新太／え
（童心社）

2013 E/ﾁｮｳ/13.10

あしたてんきになあれ  こどものとも700号記念コレクション20
荒川 薫／さく
長 新太／え
（福音館書店）

2014 E/ﾁｮｳ/14.4

＊2013年以降に出版された絵本＊



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

さっちゃんのてぶくろ  こどものくに傑作絵本
内田 麟太郎／作
つちだ のぶこ／絵
（金の星社）

2014 E/ﾂﾁﾀ/14.2

ぐるぐるちゃんとふわふわちゃん  福音館 あかちゃんの絵本
長江 青／文・絵
（福音館書店）

2013 E/ﾅｶｴ/13.10

スケートにいこうよ 
リン・ベリー／ぶん
なかた ひろえ／え
（ほるぷ出版）

2014 E/ﾅｶﾀ/14.12

こねこちゃんこねこちゃん  チャイルドブックアップル傑作選 vol.11-10
長野 ヒデ子／作・絵
（チャイルド本社）

2014 E/ﾅｶﾉ/14.1

ゆきのうえゆきのした  世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ケイト・メスナー／文
クリストファー・サイラス・ニール／絵
（福音館書店）

2013 E/ﾆﾙ/13.10

こうくんとちいさなゆきだるま  おひさまのほん
はせがわ さとみ／作
（小学館）

2013 E/ﾊｾｶ/13.12

おてんきなあに  クーとマーのおぼえるえほん 8
はた こうしろう／さく・え
（ポプラ社）

2015 E/ﾊﾀ/15.2

ユニコーン 
マルティーヌ・ブール／文・絵
松島 京子／訳
（冨山房インターナショナル）

2013 E/ﾌﾙ/13.4

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）

2014 E/ﾍｽｺ/14.2

ぼくのたいせつなぼうし ゆきだるまのスノーぼうや
ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え
のざか えつこ／やく
（フレーベル館）

2014 E/ﾍﾈﾋ/14.10

どさんこうまのふゆ 
本田 哲也／作
（芸文社）

2014 E/ﾎﾝﾀ/14.7

ゆきがふる 
蜂飼 耳／ぶん
牧野 千穂／え
（ブロンズ新社）

2013 E/ﾏｷﾉ/13.10

雪の女王 

ハンス・クリスチャン・アンデルセン／原
作
もずねこ／絵
（TOブックス）

2014 E/ﾓｽﾈ/14.11

まよなかのゆきだるま  こどものとも絵本
森 洋子／作
（福音館書店）

2014 E/ﾓﾘ/14.10

38豪雪レスキュー大作戦 
ほりえ ともこ／ぶん
ヤマモト マサヒロ／え
（ハーベスト出版）

2014 E/ﾔﾏﾓ/14.9

やだよ 
クラウディア・ルエダ／さく
うの かずみ／やく
（西村書店）

2013 E/ﾙｴﾀ/13.2

ねずみのつきめくり 
レオ=レオニ／[画]
谷川 俊太郎／詩
（好学社）

2013 E/ﾚｵﾆ/13.6

オーロラの雪 
リーッタ・ヤロネン／文
クリスティーナ・ロウヒ／絵
（猫の言葉社）

2013 E/ﾛｳﾋ/13.1

展示期間2015年12月1日～2016年1月25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TEL054-262-1243（資料課）


