さむ～い冬！雪あそびはおもしろいよね。げんきいっぱい、そとであそんじゃおう！！
けど、たまにはおうちでゆっくり本をよんでみませんか。
ふゆにおすすめの絵本をあつめました！
おふとん かけたら

ふゆ

かがくいひろし

こうのあおい

対象：１歳～

対象：２歳～

対象：２歳～

わたりむつこ／ましませつこ

こぶたのピックは本をよむ
のがだいすき。ある日、本
のなかにみっつのことばを
見つけました。

こよみの家が１２軒。みんな
ひとりぼっちですごしていた
けど、１月さんがふと２月さ
んの家にあそびにいきます。

たっちゃんのスリッパはど
こへ？きつねくんをおいか

コリンといぬのサミィはふ

な色使いで冬の自然の美し

ゆが大きらい。ある日のさ

さを伝えます。

むいあさ外に出てみると…

対象：３歳～

松岡節／いもとようこ

カズノ・コハラ

しろいあしあと。シンプル
対象：０歳～

ポカポカホテル

ジャック・フロスト

いちめんのゆき。おおきな

けたらどうなるの？

対象：３歳～

ふゆのようせい

クリームさんにトイレット

けると、そこにはポカポカ
対象：３歳～

ホテルがありました。

さんかくサンタ

ぼくのてぶくろ

おふろだいすき

tupera tupera

ふくだすぐる

松岡享子／林明子

トントントンを
まちましょう

さんかくさんかくさんかく

ある日、かたほうのてぶく

ぼくはおふろが大好き。あ

あまんきみこ／鎌田暢子

サンタ。まんまるふくろを

ろがないことに気がついた

ひるのぷっかをつれてはい

トントントン。さむいよる

せなかにしょって、しかく

マーくん。てぶくろを探し

ると、いろんなどうぶつが

いおうちにこんばんは。

対象：２歳～

にそとへでかけます。

対象：４歳～

あわられて…

にやってきた、ふしぎなお
対象：４歳～

きゃくさんは、だあれ？

わたしのゆたんぽ

薫くみこ／かとうようこ

ゆきのひの
ゆうびんやさん

冬のあいだ「もりのてつど

こいでたん／こいでやすこ

女の子のつめたい足が苦手

ジョナサン・エメット/
ヴァネッサ・キャバン

うは」おやすみです。疲れ

風邪をひいたうさぎさんに

なゆたんぽは、ある日逃げ

初めて雪をみたモグラく

て 眠 っ て し ま っ た 駅 長さ

かわって、三びきのねずみ

出してしまいます。女の子

ないしょでんしゃ

対象：２歳～

こよみともだち

イアン・ホワイブロウ/
ティファニー・ビーク

たこさんまめさん、ソフト
ペーパーさん！おふとんか
対象：0歳～

対象：３歳～

ゆきのともだち

ん。目をさますと…

対象：２歳～

がはいたつにでかけます。

ぼく、ふゆの
きらきらをみつけたよ

きたむらさとし

対象：５歳～

の足がどんどん伸びて…

ん。つるっとすべって木の
対象：５歳～

ゆき

根にぶつかってしまいます

ぼくのふとん

おもちのきもち

鈴木のりたけ

かがくいひろし

ユリ・シュルヴィッツ

ふかふかふとん、いいきも

お正月、“かがみもち”は

雪が積もりゆく街の風景

し ず か で、つ め た く て、

ち。けれど、たまにはちが

ある決心をします。おもち

と、男の子の雪を愛でる気

あったかいぞ。くろねこの

うふとんでねてみたい！た

だっていろいろたいへんな

持ちを描いた、ある雪の日

視点からみた冬を、美しく

とえば…？

んです！

のおはなしです。

対象：２歳～

大人向け絵本

描いています。

酒井駒子
ぼくと、ママしかいないみ

みやこしあきこ

まちにはサンタクロースが

たい―。雪の日の静けさ・

お つ か い の と ち ゅ う で、

１００にん！全員見つけら

孤独感を描き、世界で数々

100にんの
サンタクロース

エリック・バテュ

谷口智則

一 日 中 ふ る ゆ き…。ぼ く
は、ふとかんがえた。もし
対象：３歳～

竹下文子／おおの麻里

もりのおくの
おちゃかいへ

もしもゆきが
あかだったら

もゆきがあかだったら…？

大人向け絵本

ゆきとくろねこ

れるかな？

ゆきがやんだら

大人向け絵本

の賞を受賞した作品です。

キッコちゃんがまよいこん
大人向け絵本

でしまったのは―？

クリスマス・イブ （マーガレット・Ｗ・ブラウン/ベニ・モントレソール）

【幼児向け】
やまのおふろやさん

（とよたかずひこ）

よるくま クリスマスのまえのよる （酒井駒子）

このゆきだるまだーれ？ （岸田衿子/山脇百合子）

バスでおでかけ

おおさむこさむ

サンタクロースってほんとにいるの？ （すぎうらはんも）

ゆきふふふ

（こいでやすこ）

（ひがしなおこ/きうちたつろう）

だるまちゃんとうさぎちゃん
ゆきあそび

（かこさとし）

ゆきがふったら

しんかんくんのクリスマス

（のぶみ）

クリスマスのふしぎなはこ

（長谷川摂子/斉藤俊行）

だれも知らないサンタの秘密

（たちもとみちこ）

ゆきのひはあついあつい

（間瀬なおたか）

（いわむらかずお）

（レベッカ・ボンド）

ちいさなサンタさん

（アラン・スノウ）

（葉祥明）

クリスマスイヴのこと

（クレメント・ムーア/アニタ・ローベル）

うさぎちゃんとゆきだるま （あいはらひろゆき／あだちなみ）

あのね、サンタの国ではね…

てぶくろ

おとうさんねずみのクリスマスイブ

（エフゲーニ・ラチョフ）

ゆめのゆき

【児童向け】
あえたらいいな

（かさいまり）

こぶたのブルトン ふゆはスキー
ふゆってどんなところなの？
だんだんやまのそりすべり
みずたまちゃん

（工藤ノリコ）
（あまんきみこ/西村繁男）

（林木林/あきくさあい）

こんやはすてきなゆきのよる
ゆきのひ

（中川ひろたか/市居みか）

（エリック・カール）

ちいさなもみのき

（マーガレット・Ｗ・ブラウン/バーバラ・クーニー）

賢者のおくりもの

（オー・ヘンリー/リスベート・ツヴェルガー）

ふくびき

（くすのきしげのり/狩野富貴子）

クリスマスおめでとう

（ひぐちみちこ）

ゆきだるまのクリスマス

（佐々木マキ）

（しばはらち）

（スズキコージ）

ねこちゃんとゆきだるま
あたしゆきおんな

（高部晴市）

（富安陽子/飯野和好）

【大人向け】
ぽとんぽとんはなんのおと？
手ぶくろを買いに

スノーマン

（クレメント・ムーア）

（エズラ・ジャック・キーツ）

ヤッホーホイホー

雪わたり

（嘉納純子/黒井健）

（神沢利子/平山英三）

（新美南吉/黒井健）

（宮沢賢治/たかしたかこ）
（レイモンド・ブリッグス）

てぶくろがいっぱい

（フローレンス・スロボドキン）

おばあちゃんのおせち

（野村たかあき）

もうすぐおしょうがつ

（西村繁男）

くまのこのとしこし

（髙橋和枝）

１４ひきのもちつき

（いわむらかずお）

もちもちおもち
開運えほん

（庄司三智子）

（かんべあやこ）

きょうとあしたのさかいめ
おせちのおしょうがつ
十二支の年越

（最上一平/渡辺有一）

（ねぎしれいこ/吉田朊子）

（川端誠）

