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【冬ならではのお楽しみ】
展示期間：令和2年2月1日～2月29日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
柳田理科雄の1日1科学 [4] 冬
の空想科学 柳田 理科雄／著 汐文社 2016.2 /404/ﾔﾅ/4 1201647953

2
きせつのずかん さがそう!みぢか
なしぜん 4 ふゆのずかん 露木 和男／監修 岩崎書店 2019.3 /407/ｷｾ/4 1201928486

3
絵本ごよみ二十四節気と七十二候 美
しい日本の季節と衣・食・住 冬 さざん
かがはじめてひらき

坂東 眞理子/監修 教育画劇 2014.4 /449.3/ｴﾎ/4 0210632208

4
はじめてふれる日本の二十四節気・七
十二候 4 冬 熊穴に蟄る 根本 浩/著 汐文社 2013.11 /449.3/ﾈﾓ/4 0210623284

5
冬をたのしむ（海野和男のみぢ
かなしぜんのふしぎ） 海野 和男/写真・文 新日本出版社 2012.11 /460.7/ｳﾝ/ 1201503909

【冬の夜空を見上げてみよう】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

6
星と星座の伝説 冬

瀬川 昌男/著 小峰書店 2008.10 /443.8/ｾｶ/ 1200611786

7
よむプラネタリウム冬の星空案
内 野崎 洋子／文 アリス館 2016.11 /443.8/ﾉｻ/ 0210787929

8
オーロラみつけた

片岡 龍峰／さく ジャムハウス 2019.6 /451.7/ｶﾀ/ 0210843470

【氷カッチン！雪しんしん…－冬のお天気－】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

9
南極大陸のふしぎ 雪と氷が広がる地
球の果ての大自然（子供の科学★サ
イエンスブックス）

武田 康男/著 誠文堂新光社 2013.1 /402.9/ﾀｹ/ 1201517552

10
100の知識北極と南極 スティーブ・パーカー/

著
文研出版 2011.11 /402.9/ﾊｶ/ 0210554436

11
ソフィー・スコットの南極日記（絵
本地球ライブラリー） アリソン・レスター/作 小峰書店 2013.8 /402.9/ﾚｽ/ 1201546957

12
たのしいお天気学 4 冬のお天気

小峰書店 1996.3 /451.1/ﾀﾉ/ 0210030283

13
ゆきのひ（こどものとも絵本）

加古 里子/さく え 福音館書店 2009.4 /451.6/ｶｺ/ 1201513841

おおさむこさむ　ブックリスト
寒い季節がやってきました。物語や絵本だけでなく、冬ならではの自然現象や食べものについての本も集めました。
寒い冬を元気に乗り越えよう！
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14
あめ、ゆき、あられくものいろいろ（か
こさとしの自然のしくみ地球のちからえ
ほん）

かこ さとし/絵と文
農山漁村文化協
会

2005.4 /451.6/ｶｺ/ 1201762893

15
雪のかたち（フレーベル館のか
んさつシリーズ） 片平 孝/写真・文 フレーベル館 1980.11 /451.6/ｶﾀ/ 1200218574

16
雪の一生（科学のアルバム）

片平 孝/著 あかね書房 2005.4 /451.6/ｶﾀ/ 1200728630

17
おかしなゆきふしぎなこおり（ふ
しぎいっぱい写真絵本） 片平 孝/写真・文 ポプラ社 2012.11 /451.6/ｶﾀ/ 1201521109

18
雪の結晶ノート

マーク・カッシーノ/作 あすなろ書房 2009.11 /451.6/ｶﾂ/ 1201731807

19
ゆきおこし ふゆをしらせるくも
（かがくのとも傑作集） 瀬田 貞二/ぶん 福音館書店 1982.2 /451.6/ｾﾀ/ 0200110586

20
あんな雪こんな氷（講談社の創
作絵本） 高橋 喜平/文・写真 講談社 1994.1 /451.6/ﾀｶ/ 1200218848

21
氷の世界（科学のアルバム）

東海林 明雄/著 あかね書房 2005.4 /451.6/ﾄｳ/ 1200731600

22
しもばしら（かがくのとも傑作集）

野坂 勇作/さく 福音館書店 2004.11 /451.6/ﾉｻ/ 1200776738

23
あっ!ゆきだ（みつけようかがく） フランクリン M.ブラン

リー/さく
福音館書店 2008.10 /451.6/ﾌﾗ/ 0210473711

24
ほらあめだ!（みつけようかがく） フランクリン M.ブラン

リー/さく
福音館書店 2009.4 /451.6/ﾌﾗ/ 1201185079

25
つらら みずとさむさとちきゅうのちから
（ふしぎいっぱい写真絵本） 細島 雅代／写真 ポプラ社 2019.1 /451.6/ﾎｿ/ 0210833114

26
こおり（たくさんのふしぎ傑作集）

前野 紀一/文 福音館書店 2012.6 /451.6/ﾏｴ/ 0210566493

27
ゆきのかたち（しぜんにタッチ!）

高橋 健司/監修
ひさかたチャイル
ド

2007.11 /451.6/ﾕｷ/ 0210453192

28
雪の結晶 小さな神秘の世界

ケン・リブレクト/著 河出書房新社 2008.11 /451.6/ﾘﾌ/ 0210475048

29
天気でわかる四季のくらし 4 冬
の天気とくらし 日本気象協会/著 新日本出版社 2011.2 /451/ﾃﾝ/4 1201361514

【寒いところに住む動物】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

30
流氷の伝言 アザラシの赤ちゃんが教
える地球温暖化のシグナル 小原 玲/著 教育出版 2009.2 /451.8/ｵﾊ/ 1201526231

31
密着!動物たちの24時間 北極編

[Lorrie Mack/編著] 汐文社 2015.1 /481.7/ﾐﾂ/ 0210747110

32
コウテイペンギン ヨハンナ・ジョンストン

／さく
好学社 2017.12 /488.66/ｼﾖ/ 0210809418

33
ペンギンのヒナ（みつけようかが
く） ベティ テイサム/さく 福音館書店 2008.10 /488.66/ﾃｲ/ 1201610142

34
ペンギンかぞくとおそろしい山

藤原 幸一／著 アリス館 2016.10 /488.66/ﾌｼ/ 1201723150
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【冬に食べたい！ごはんやおかし】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

35
野菜で食育!おいしいスイーツ 4
冬野菜でつくるお菓子 柿沢 安耶/監修・著 岩崎書店 2011.3 /596.6/ｶｷ/4 1201361407

36
おだんご先生のおいしい!手づくり和菓
子 冬 ぽかぽかあったかかぼちゃしる
こ

芝崎 本実/著 童心社 2015.3 /596.6/ｼﾊ/ 1201656079

37
旬ってなに? 季節の食べもの 冬

本多 京子／監修 汐文社 2019.3 /596/ｼﾕ/ 1201927041

【世界で戦う冬のスポーツ選手たち】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

38
レジェンド! 葛西紀明選手と下川ジャン
プ少年団ものがたり（世の中への扉） 城島 充/著 講談社 2014.10 /784.3/ｶｻ/ 0210742208

39
高梨沙羅 さらなる飛躍（冬のア
スリートたち） 師岡 亮子／編 汐文社 2018.8 /784.3/ﾀｶ/ 0210824271

40
不可能とは、可能性だ パラリンピック
金メダリスト新田佳浩の挑戦（ノンフィ
クション知られざる世界）

笹井 恵里子／著 金の星社 2016.11 /784.3/ﾆﾂ/ 0210788984

41
浅田真央そして、その瞬間へ

吉田 順/著 学研教育出版 2013.10 /784.6/ｱｻ/ 0210621028

42
羽生結弦 あくなき挑戦の軌跡
（冬のアスリートたち） 満薗 文博／著 汐文社 2018.4 /784.6/ﾊﾆ/ 0210818204

43
カーリング女子 チームと栄冠
（冬のアスリートたち） 田中 充／編 汐文社 2018.11 /784.9/ｶﾘ/ 0210830409

【冬がテーマの物語】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

44
さいごのまほう（新・ともだちぶん
こ） 中島 和子/作 金の星社 1999.7 /913.6/ﾅｶｼ/ 1200549945

45
冬ってわくわくするね（ネズミさん
とモグラくん）

ウォン・ハーバート・
イー/作

小峰書店 2012.1 /933/ｲｳｵ/ 1201396049

46
黒ねこのおきゃくさま（世界傑作
童話シリーズ）

ルース・エインズワース
/作

福音館書店 1999.10 /933/ｴｲﾝ/ 0210074582

47
ふゆのものがたり（世界傑作童
話シリーズ）

ルース・エインズワース
/作

福音館書店 1999.10 /933/ｴｲﾝ/ 1200552709

48
雪だるまのひみつ ルース・エインズワース

/作
岩波書店 2002.10 /933/ｴｲﾝ/ 1200871000

49
飛ぶ教室（ポプラ世界名作童話）

E.ケストナー／作 ポプラ社 2016.11 /943/ｹｽﾄ/ 0210292946

50
アンデルセン童話集 2 雪の女王
（講談社青い鳥文庫） H=C=アンデルセン/作 講談社 1994.7 /949/ｱﾝﾃ/2 1200159109
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【絵本で味わう雪の世界】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

51
水仙月の四日

宮沢 賢治/作 創風社 1997.8 CE/913/ｱｶ/ 1200505988

52
サンタクロースが二月にやってき
た（えほんのもり） 今江 祥智/文 文研出版 2007.11 CE/913/ｱﾍ/ 1200618781

53
かさこじぞう（むかしむかし絵本） いわさき きょうこ／ぶ

ん
ポプラ社 1978 CE/913/ｱﾗ/ 1201649264

54
14ひきのさむいふゆ

いわむら かずお/さく 童心社 1985.11 CE/913/ｲﾜ/ 1201913033

55
手ぶくろを買いに（日本の童話名
作選） 新美 南吉／作 偕成社 2017.9 CE/913/ｸﾛ/ 1201377023

56
こすずめとゆき

深山 さくら／文 佼成出版社 2018.10 CE/913/ｸﾛ/ 1201892567

57
ゆきおんな（日本名作おはなし
絵本） 中脇 初枝/文 小学館 2009.12 CE/913/ｻﾀ/ 1201270798

58
だんろのまえで

鈴木 まもる/作・絵 教育画劇 2008.10 CE/913/ｽｽ/ 1201177357

59
ワニぼうのゆきだるま

内田 麟太郎/文 文溪堂 2005.2 CE/913/ﾀｶ/ 1200887717

60
ごろんごゆきだるま（0.1.2.えほ
ん） たむら しげる/さく 福音館書店 2007.10 CE/913/ﾀﾑ/ 1201533294

61
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 金の星社 2014.2 CE/913/ﾂﾁ/ 1201594767

62
ふゆのうま（幻想シリーズ）

手島 圭三郎/絵と文 絵本塾出版 2010.12 CE/913/ﾃｼ/ 1201352687

63
ふぶきのとり（幻想シリーズ）

手島 圭三郎/絵と文 絵本塾出版 2011.1 CE/913/ﾃｼ/ 1201355920

64
手ぶくろを買いに

新美 南吉／作 あすなろ書房 2018.1 CE/913/ﾄｲ/ 1201785365

65
どさんこうまのふゆ

本田 哲也/作 芸文社 2014.7 CE/913/ﾎﾝ/ 1201596770

66
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 2014.10 CE/913/ﾓﾘ/ 1201618657

67
クリムのしろいキャンバス（世界
傑作絵本シリーズ） イ ヒョンジュ/さく 福音館書店 2014.10 CE/92/ｲﾋ/ 1201618665

68
夜明けまえから暗くなるまで ナタリー・キンジー‐

ワーノック/文
BL出版 2006.2 CE/93/ｱｾ/ 1200783627

69
ゆきのうえのあしあと ウォン・ハーバート・

イー/さく
ひさかたチャイル
ド

2008.12 CE/93/ｲｳ/ 1200625232

70
雪女（日本の童話名作選）

小泉 八雲/作 偕成社 2000.2 CE/93/ｲｾ/ 1200470845

71
ハリーのセーター（世界傑作絵
本シリーズ） ジーン・ジオン/ぶん 福音館書店 1983.5 CE/93/ｸﾚ/ 1201258983

72
あさがくるまえに

ジョイス・シドマン／文 岩波書店 2017.12 CE/93/ｸﾛ/ 1201791025

73
ゆきだるまはよるがすき!（評論
社の児童図書館・絵本の部屋）

キャラリン・ビーナー/
ぶん

評論社 2005.11 CE/93/ﾋﾅ/ 1200782504
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74
ゆきだるまといつもいっしょ キャラリン・ビーナー/

作
バベルプレス 2013.11 CE/93/ﾋﾅ/ 1201585146

75
スノーマン（評論社の児童図書
館・絵本の部屋）

レイモンド・ブリッグズ
/[作]

評論社 1998.10 CE/93/ﾌﾘ/ 1202002067

76
トムがてぶくろおとしたら ジム・エイルズワース

／文
犀の工房 2018.11 CE/93/ﾏｸ/ 1201906037

77
おさるのジョージスキーをする

M.レイ/原作 岩波書店 1999.10 CE/93/ﾚｲ/ 1201539879

78
ちいさなふゆのほん（世界傑作
絵本シリーズ）

ヨレル・クリスティーナ・
ネースルンド/文

福音館書店 2006.10 CE/94/ﾃｲ/ 1201533252

79
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
コンセル 2008.11 CE/94/ﾒﾂ/ 1201179452

80
みんなでぬくぬく エルザ・ドヴェルノア/

ぶん
童話館出版 1997.11 CE/95/ｹｲ/ 1200533337

81
アトリエのきつね ロランス・ブルギニョン/

作
BL出版 2011.11 CE/95/ｾﾙ/ 1201397047

82
スーパースノーマン

ジャック・デュケノワ/作 BL出版 1999.11 CE/95/ﾃﾕ/ 1200553533

83
おばけのゆきだるま ジャック・デュケノワ/さ

く
ほるぷ出版 2013.10 CE/95/ﾃﾕ/ 1201580907

84
てぶくろ ウクライナ民話（世界傑
作絵本シリーズ）

エウゲーニー・M・ラチョ
フ/え

福音館書店 1965.11 CE/98/ﾗﾁ/ 1200632949

85
北の魔女ロウヒ

バーバラ・クーニー/絵 あすなろ書房 2003.1 CE/99/ｸﾆ/ 1200872156

86
かわうそ3きょうだいのふゆのあ
さ（えほんひろば） あべ 弘士/作 小峰書店 2010.11 E/913/ｱﾍ/ 0210530596

87
まほうのマフラー（絵本の時間）

あまん きみこ/さく ポプラ社 2002.1 E/913/ｱﾏ/ 0210306548

88
トントントンをまちましょう

あまん きみこ/作
ひさかたチャイル
ド

2011.12 E/913/ｱﾏ/ 0210555904

89
きょうというひ

荒井 良二/作 BL出版 2005.12 E/913/ｱﾗ/ 0210406437

90
ゆきだるまのふしぎなたび（えほ
ん・ドリームランド） 尾崎 淳子/作・絵 岩崎書店 1980.12 E/913/ｵｻ/ 0200397168

91
だいじょうぶロビン

おぼ まこと/作・絵
河合楽器製作所・
出版事業部

1999.10 E/913/ｵﾎ/ 0210073845

92
このゆきだるまだーれ?（日本傑
作絵本シリーズ） 岸田 衿子/文 福音館書店 1997.11 E/913/ｷｼ/ｱｶ 0210109394

93
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

2006.7 E/913/ｸﾎ/ 0210422319

94
おおさむこさむ（こどものとも傑
作集） こいで やすこ/さく 福音館書店 2005.10 E/913/ｺｲ/ 0210400978

95
ゆきのひのゆうびんやさん（幼児
絵本シリーズ） こいで たん/ぶん 福音館書店 1992.10 E/913/ｺｲ/ｱｶ 0200488538

96
ゆきがふるよ ねこがいるよ

ごうだ つねお/さく 教育画劇 2009.10 E/913/ｺｳ/ 0210497955

97
こころの花たば（PHPにこにこえ
ほん） 城谷 英男/さく・え PHP研究所 1998.2 E/913/ｼﾛ/ 0210113480

98
ゆきだるまのかぞえうた（もりの
うさぎのうたえほん）

ひろかわ さえこ/さく・
え

あかね書房 2004.11 E/913/ﾋﾛ/ 0210391260
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99
ゆきだるま（チャイルドブックアッ
プル傑作選） 武鹿 悦子／詩 チャイルド本社 2017.2 E/913/ﾌｼ/ 0210791624

100
ともだちはゆきだるまくん キャサリン・ウォルター

ズ/作
ひさかたチャイル
ド

2009.11 E/93/ｳｵ/ 0210500638

101
やぁゆきだるま!

ロイス・エイラト/作 偕成社 1997.3 E/93/ｴｲ/ 0210042702

102
なつのゆきだるま（岩波の子ども
の本） ジーン・ジオン/文 岩波書店 2003.10 E/93/ｼｵ/ 0210363479

103
魔女のウィニー冬は好き?

コーキー・ポール/絵
河合楽器製作所・
出版事業部

1997.12 E/93/ﾄﾏ/ 0210110511

104
ベスとベラ（世界傑作絵本シリー
ズ）

アイリーン・ハース/さ
く・え

福音館書店 2006.10 E/93/ﾊｽ/ 0210426381

105
ぼくのゆきだるまくん

アリスン・マギー/文 主婦の友社 2011.11 E/93/ﾏｷ/ 0210553847

106
こおりのなみだ

ジャッキー・モリス/さく 岩崎書店 2012.9 E/93/ﾓﾘ/ 0210570563

107
ふゆのまほうつかい（世界の絵
本コレクション） ジュリー・モンクス/さく 小峰書店 2005.11 E/93/ﾓﾝ/ 0210403080
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