
書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

１週間でカンタン！ママと子供たちのおしゃれニット　はじめてのか

ぎ針レッスン
アップルミンツ 5943/A6/2

シンプルデザインのメンズニット　M・L・LL size 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 5943/A8/10

ハンドニットでコーディネート　ａｕｔｕｍｎ　＆　ｗｉｎｔｅｒ 兵頭良之子／著 文化学園文化出版局 5943/H10/2

ヘルガ・イサガーのニットワードローブ　モダンなフォルムと色で魅

せる北欧のハンドニット
ヘルガ・イサガー／著 誠文堂新光社 5943/I9

アラン＆ガンジーニット 風工房／著 文化学園文化出版局 5943/K4/5

フェアアイル&ノルディックニット 風工房／[著] 文化学園文化出版局 5943/K4/6

S・M・L・XL KNIT　サイズの選べる手編みの本 michiyo／著 文化学園文化出版局 5943/M10/12

家族みんなのあったかニット　ファミリーニット40点 松村 忍，hao／監修 成美堂出版 5943/M14/2

アランニットの本　Best selection book，セーター、ベスト、カー

ディガン、マフラー、帽子etc
日本ヴォーグ社 5943/N1/64

編むのがたのしい、ニット サイチカ／著 文化学園文化出版局 5943/S26

小さな子どものかわいいニット　９０～１２０ｃｍの２サイズが編める 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 5943/A8/4

手編みがかわいいこどもたちのニット　９０ｃｍ・１１０ｃｍの２サイズ ブティック社 5943/B3/17

キッズ&ベビーとびきりかわいい手編みニット　90・110cmサイズ

のキッズ&80cmサイズのベビー
ブティック社 5943/B3/18

編み物（ニット）

　　子育て支援コーナー第50回企画展示

　　「冬を楽しく＆あったかく過ごす本」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　展示期間：令和元年１２月３日（火）～令和２年３月1日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★着てあったかくなる本

編み物（キッズニット） 1



書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

こどものどうぶつニット　９０ｃｍ　＆　１１０ｃｍサイズで編める 文化出版局／編 文化学園文化出版局 5943/B4/3

子どもが笑顔になるニット子どもに作りたいニット 播田 順子／著 合同フォレスト 5943/H16

おしゃれかわいいキッズニット　はじめての手編みレッスン，１週間

でカンタン！，９０・１００・１１０ｃｍ
川路ゆみこ／〔著〕 アップルミンツ 5943/K15/9

まいにちのこどもニット　90～140cmのウエアとかわいい小物 日本ヴォーグ社 5943/N1/65

90～130cmサイズの毎日着せたいキッズ♥ニット 岡本 啓子／著 日東書院本社 5943/O8/2

１週間でカンタン！かぎ針で編むあったかベビーのお出かけニット
ベストセレクション
ベストセレクション！

アップルミンツ 5943/A6/7

天使の赤ちゃんニット　1週間で完成!手編みのかんたんニット，と

じ・はぎかんたん!全図解と写真のプロセスつき
アップルミンツ 5943/A6/11

肌触りのよい糸で編むかわいい色のベビーニット 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 5943/A8/8

オーガニックコットンで編む赤ちゃんニット　0～24カ月のベビーウ

エアとこもの
朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 5943/A8/9

かんたんかわいいベビーのニット　とじ・はぎなし 河合 真弓／[著] 日本ヴォーグ社 5943/K14/9

デイリーからお出かけまで毎日着せたいベビー♥ニット 岡本 啓子／著 日東書院本社 5943/O8/3

いちばんかわいい!ベビーニット　ウェアから小物まで赤ちゃんに着

せたい手づくり36アイテム
辰巳出版 5943/T16

手編みのニット帽子 文化出版局／編 文化学園文化出版局 5943/B4/4

ニットのウェアと冬こもの　バレリーナにあこがれて 遠藤ひろみ／著 文化学園文化出版局 5943/E1

手編みのカラフル指なし手袋　シンプルだから初心者でも簡単！ 河出書房新社 5943/K13/3

わたしのえりまき　２ｗａｙ使いの帽子、マフラー、スヌード、カグー

ル，手作りを楽しむ
くげなつみ／著 日東書院本社 5943/K21

編み物（キッズニット）

編み物（ベビーニット）

編み物（小物）
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

和文様の編み込みミトン&手袋　レディス・メンズ手袋とレディスミ

トン28
日本ヴォーグ社 5943/N1/68

見せたくなるほどかわいい手編みのくつした 日本文芸社／編 日本文芸社 5943/N12

i‐cordだからきれいにできる輪針で簡単!かわいい手袋とくつ下 大内 いづみ／著 家の光協会 5943/O9/3

たくさん編めるかぎ針編みＢＯＯＫ　あたたかくてかわいい８７の

ニット
成美堂出版編 成美堂出版 5943/S18/2

みんなのニット帽５５　編みたい・編んであげたい 世界文化 5943/S28

かぎ針で編むキッズニット アニマル冬こもの　1～4才，キャップ

ミトン フードつきベストetc…
アップルミンツ 5943/A6/12

おしゃれキッズのニット小物　帽子やマフラー、ベストまで！ 了戒かずこ／著 主婦の友社 5943/R2/2

毎日使える定番のこどもニットぼうし 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 5943/S22/2

毎日使える定番のこどもニットマフラー 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 5943/S22/4

毎日使える定番のこどもニットくつした 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 5943/S22/6

ゆびあみ、かぎ針あみ、

棒針あみがすぐできる！
春日一枝／作品制作　構成 小学館 590/K12/2

かわいい！かんたん！手づくり小物　ひとりでつくれる　４（毛糸や

フェルトで編み物とモコモコ小物）
ポプラ社 590/K25/1-4

かんたん手芸　５（毛糸でつくろう） 寺西恵里子／著 小峰書店 590/K31/1-5

考える力を育てるはじめてのゆびあみ　だれでも作れるかわいい

小物40点
日本ヴォーグ社 590/N4/2

はじめての編み物棒針編み 寺西恵里子／作 汐文社 590/T5/6-2

はじめての編み物かぎ針編み 寺西恵里子／作 汐文社 590/T5/6-3

編み物＆もこもこ小物　自分らしくデコっちゃおう！
ＷＩＬＬこども知育研究所／編
著

金の星社 590/W3/2-5

編み物（子どもの小物）

編み物（小物）
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

具だくさんでおいしい食べるスープ　ずっと作りたい決定版レシピ 枝元 なほみ／著 世界文化 5960/E5/5

いつものスープでアレンジレシピ60　たくさん作っておかずやメイン

に変身
森崎 繭香／著 日東書院本社 5960/M103

きょうの一汁二菜　とびきりおいしいおかずと副菜、スープ、鍋もの

１００
野口真紀／著 主婦と生活社 5960/N46/5

サルボ恭子のスープ サルボ恭子／著 東京書籍 5960/S121/5

絵本の中のおいしいスープ　こどもとつくるものがたりのレシピ３６ 東條真千子／著 インフォレスト 5960/T56

絵本の中の幸せスープレシピ　大好きな絵本から飛び出した、魔

法のスープたち３５
東條真千子／著 辰巳出版 5960/T56/2

子どもと楽しむ季節のスープ 東條 真千子／[著] 今井出版 5960/T56/4

スープの教科書　新しいうまみの引き出し方 渡辺有子／著 家の光協会 5960/W11/3

北欧のおいしいスープ　今日はどれにする？ フルタヨウコ／著 新星出版社 5962/F24

ロシアのスープ 荻野恭子／著 ＷＡＶＥ出版 5962/O23/6

贅沢グラタンと旨味シチュー 絶品レシピ研究会／著 日東書院本社 5962/Z6/2

よりぬきおかずスープ 藤井恵／〔料理〕 地球丸 5963/F16

スープ 細川亜衣／著 リトルモア 5963/H30

奥薗流おかずスープ　スープジャーのお弁当にピッタリ！ 奥薗壽子／著 世界文化社 5963/O10/5

子どもがよろこぶ野菜のおかずスープ　わが家で手作りシンプル

＆あんしんレシピ４７
島田まき／著，松丸奨／監修 世界文化社 5963/S69

温かい料理の本
（スープ）

★食べてあったかくなる本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

作りおきスープの素　お湯を注ぐだけですぐ食べられる！ 高山かづえ／著 文藝春秋 5963/T38

スープと煮込み　心と体をあたためる、一生モノのレシピが見つか

る。
渡辺麻紀／著 主婦の友社 5963/W8/2

スープジャーのお弁当　手づくりスープはカラダにやさしい！ 奥薗壽子／著 世界文化社 5964/O8/4

こどもが喜ぶスープジャーのお弁当　すぐに作れてカラダにやさし

いから、塾弁にもぴったり
渡辺あきこ／著 世界文化社 5964/W2/2

もりもりホットサンドと野菜ごろごろスープ 元気が出るよ! Tesshi／著 KADOKAWA 5966/T54

かんたんでおいしい！魔法のクッキングＢＯＯＫ　１（とってもヘル

シー！サラダとスープ）
枝元なほみ／著 ポプラ社 590/E2/3-1

かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月　6（11月&12

月七五三とクリスマス　）
トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 590/G1/2-6

野菜だしでいろいろスープ 宮沢 うらら／著 汐文社 590/M13/7-3

はじめてでもかんたん！世界の料理 中津川かおり／著 国土社 590/N13/1-1

かんたん15分!火も包丁も使わない魔法のレシピ　1（まんぷくごは

ん）
寺西 恵里子／作 汐文社 590/T5/13-1

15分でカフェごはん　カンタンなのにかわいい★　冬
しらいし やすこ，小澤 綾乃／
著

理論社 590/S24/2-4

今夜はこの鍋で決まり!　おうち鍋の決定版 藤野 嘉子／[ほか著] 家の光協会 5960/F20/3

土鍋だから、おいしい料理　焼く　蒸す　炒める　煮込む 福森道歩／著
ＰＨＰエディターズ・グ

ループ
5960/F28

いちばんやさしい基本の鍋レシピ 講談社／編 講談社 5960/K27/11

一度にたくさん作るからおいしい煮込み料理 上島亜紀／著 成美堂出版 5960/K118/3

絶対食べたい！ごちそう鍋レシピ７４ 夏梅美智子／監修 朝日新聞出版 5960/N41/7

ほったらかし煮込みレシピ　鍋さえあれば、じっくりコトコト 新田 亜素美／著 大和書房 5960/N78/2

温かい料理の本
（鍋・煮込み料理）
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

今夜はごちそう煮込み　「ひと手間」でおいしさと幸せひろがる 大橋 由香／著 ナツメ社 5960/O67

煮込み料理をご飯にかけて　作りおきして安心。ひと皿で大満

足。
坂田阿希子／著 文化学園文化出版局 5960/S117/2

煮もの炊きもの　素材を鍋に入れるだけ。すぐにおいしい。明日も

おいしい。煮ものとごはん88品。
真藤 舞衣子／著 主婦と生活社 5960/S122/3

鍋まかせレシピ　少し仕込んでじっくり煮込む 渡辺麻紀／著 学研パブリッシング 5960/W17/3

ひと鍋パスタ　あつあつ、ごちそう。 堤人美／著 新星出版社 5962/T55/3

贅沢グラタンと旨味シチュー　詳細プロセス付き，共通のソースで

作る
絶品レシピ研究会／著 日東書院本社 5962/Z6/2

かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング12か月　6（11月&12

月七五三とクリスマス　）
トモコ=ガルシア／作 岩崎書店 590/G1/2-6

かんたん15分!火も包丁も使わない魔法のレシピ　1（まんぷくごは

ん）
寺西 恵里子／作 汐文社 590/T5/13-1

四季のみそ汁　素材のもち味と相性を活かす 千葉道子／著 農山漁村文化協会 5962/C14

みそまる　お湯をそそぐだけ！簡単みそ汁８１のレシピ＆アイデア 藤本智子／著 二見書房 5962/F32/2

日々の汁もの。　定番の一品から、郷土料理まで 森野眞由美／著 マーブルトロン 5962/M37

辰巳芳子スープの手ほどき和の部 辰巳芳子／著 文藝春秋 5962/T52/2-1

ひとりでできるかな?はじめての家事　1（まずは、ごはんとみそし

る）
家庭科教育研究者連盟／編 大月書店 590/K3/3-1

つくりかたがよくわかるお料理教室　1（朝ごはん　ごはんとみそ

汁）
かんちく たかこ／調理・文，川
嶋 隆義／写真

岩崎書店 590/K32/1-1

昆布だしで定番和食 宮沢うらら／著 汐文社 590/M13/7-1

坂本廣子のだしの本　つくって食べて未来に伝えていこう！ 坂本廣子／著 少年写真新聞社 590/S5/7

みそ汁
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

誰でもできる楽しいなわとび
榎木繁男，岡野進，和中信男
／著

大修館書店 37549/E1

できたよ、なわとび
ベースボール・マガジン社／
編

ベースボール・マガジ

ン社
780/B2/3

なわとび「スゴ技」コレクション　楽しくマスター！　（全３巻） 河出書房新社 780/N24/1-１～3

基本から大会まで勝つ!長なわ8の字跳び最強のコツ 西沢 尚之／監修 メイツ出版 780/N27

きょうから体育が好きになる！　なわとび／短距離走 下山真二／著 鈴木出版 780/S33/1-2

あそびのずかん　５（なわとびあそび） 竹井史郎／著 あかね書房 780/T5-2-5

なわとび 竜田麻衣／絵 あかね書房 780/U14/1-3

はじめてのスノーボーディング
茶原忠督，スキーグラフィック
編集部／著

ノースランド出版 7843/C2

DVDで完全マスター!スキー上達セルフレッスン 藤本 剛士／監修 メイツ出版 7843/F5

スノーボードカンどころ総なめブック 実践スノーボード研究会／著 青春出版社 7843/J1

超簡単スノーボードでジャンプ　これさえ読めば必ず飛べる！ 実業之日本社／編集・著作 実業之日本社 7843/J2

初歩からのスキー　基本テクニックから始めるパワフルスキー 見谷昌禧／著 成美堂出版 7843/M4/2

スノーボード上達ｂｏｏｋ 三村利明／監修 成美堂出版 7843/M9

基本レッスンスノーボード 山口立雄／〔ほか〕著 大修館書店 7843/Y2

スノーボード楽々入門 渡辺伸一／〔著〕 実業之日本社 7843/W1

スポーツなんでも事典スキー・スケート こどもくらぶ／編 ほるぷ出版 780/K21/13

冬のスポーツ

★体を動かしてあったかくなる本

なわとび
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

はじめよう！陸上競技
苅部俊二／著，ベースボー
ル・マガジン社／編

ベースボール・マガジ

ン社
780/B2/10

絵でわかる＊ジュニアスポーツ　６（陸上競技・水泳競技） 〔関岡康雄〕／〔監修〕 学習研究社 780/E3/2-6

できる！スポーツテクニック　９（陸上競技） 高野進／監修 ポプラ社 780/D1/1-9

みるみる上達！スポーツ練習メニュー　８（陸上競技） 高橋玲美／文 ポプラ社 780/M30/1-8

ルールと技術がよくわかる小学生スポーツブック　６　（陸上競技

短・長きょり走／リレー／障害走／走りはばとび／走り高とび）
ポプラ社 780/R1/1-6

あきらめないランニング　楽しいランのはじめかた、続けかた 白方 健一，ナイスク／著 技術評論社 7820/S6

青山剛のどんどん走れる体になる！スイッチ・ランニング 青山剛／著 高橋書店 7823/A9/2

心と体が軽くなる！楽しいスローランニング ＭＩＤＯＲＩ／著 学研パブリッシング 7823/M18

ランナーのためのコンディショニングカレンダー 中野ジェームズ修一／著
ベースボール・マガジ

ン社
7823/N14/2

かけっこが速くなる親子で楽しく1週間おうちレッスン+なわとび・さ

かあがり
主婦の友社／編 主婦の友社 7823/S8/1-2

痛くならない！速く走れる！ランニング３軸理論 鈴木清和／著 池田書店 7823/S11/3

スロージョギング健康法　ゆっくり走るだけで、脳と体が元気にな

る！
田中宏暁／著 朝日新聞出版 7823/T8/2

ゼロから始めるマラソン＆ジョギング入門 谷川真理／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7823/T15

ちょろりんのすてきなセーター 降矢なな／さく・え 福音館書店 J/F62/8

あきのセーターをつくりに
石井 睦美／文，布川 愛子／
絵

ブロンズ新社 J/F210/4

ハリーのセーター
ジーン・ジオン／ぶん，マーガ
レット・ブロイ・グレアム／え

福音館書店 J/G1/6

ランニング・ジョギング

★冬を楽しむ絵本
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

きいろいセーター 本多豊国／絵・文 清流出版 J/H232/5

スープになりました
彦坂 有紀／作，もりと いずみ
／作

講談社 J/H430/4

ことしのセーター 石川 えりこ／さく・え 福音館書店 J/I238/5

もりのセーター
片山令子／作，ましませつこ
／絵

ＰＨＰ研究所 J/M3/26

そらとぶセーターくん 山脇恭／作，中沢正人／絵 偕成社 J/N90/4

サナのあかいセーター なりたまさこ／作・絵 ポプラ社 J/N169/5

ニットさん たむらしげる／著 イースト・プレス J/T27/49

セーターになりたかった毛糸玉 津田直美／著 ブロンズ新社 J/T148/5

フラニーとメラニーもりのスープやさん
あいはらひろゆき／ぶん，あだ
ちなみ／え

講談社 J/A197/6

フラニーとメラニーしあわせのスープ
あいはらひろゆき／ぶん，あだ
ちなみ／え

講談社 J/A197/14

ポカポカスープ
えき まさのぶ／作，相野谷
由起／絵

ひさかたチャイルド J/A214/15

せかいいちおいしいスープ　あるむかしばなし
マーシャ・ブラウン／文・絵，こ
みやゆう／訳

岩波書店 J/B3/27

かぼちゃスープ
ヘレン・クーパー／さく，せなあ
いこ／やく

アスラン書房 J/C69/2

こしょうできまり　かぼちゃスープ
ヘレン・クーパー／さく，かわだ
あゆこ／やく

アスラン書房 J/C69/4

とびきりおいしいスープができた！　かぼちゃスープのおはなし
ヘレン・クーパー／さく，かわだ
あゆこ／やく

アスラン書房 J/C69/5

ウポポウポポポポタージュスープ
智のりこ／作，みうらし～まる
／絵

鈴木出版 J/C448/3
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ろばのトコちゃんスープをつくる
ベネディクト・ゲティエ／さく，
ふしみみさを／やく

ほるぷ出版 J/G125/6

おだんごスープ
角野栄子／文，市川里美／
絵

偕成社 J/I23/23

いぬのマーサとスープのひみつ
スーザン・メドー／さく・え，ひ
がしはるみ／やく

フレーベル館 J/M230/6

ポテト・スープが大好きな猫
テリー・ファリッシュ／作，バ
リー・ルート／絵

講談社 J/R120/3

チキンスープ・ライスいり
モーリス・センダック／さく，じ
んぐうてるお／やく

冨山房 J/S8/29

ガンバリルおじさんのまめスープ やなせたかし／さく・え フレーベル館 J/Y25/71-1

にぎやかなおでん
犬飼 由美恵／文，出口 かず
み／絵

教育画劇 J/D175/3

へんなおでん はらぺこめがね／著 グラフィック社 J/H433/2

たぬきいっかのはらぺこ横丁 国松エリカ／〔作〕 学習研究社 J/K370/20

おでんのおうさま 山本 祐司／さく ほるぷ出版 J/Y215/8

ぼくのてぶくろ ふくだすぐる／さく・え 岩崎書店 J/F75/19

てぶくろ いもとようこ／作 講談社 J/I19/172

てぶくろチンクタンク きもとももこ／さく 福音館書店 J/K348/3

トムがてぶくろおとしたら
ジム・エイルズワース／文，バー
バラ・マクリントック／絵

犀の工房 J/M477/15

てぶくろ　ウクライナ民話 エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え 福音館書店 J/R2/２
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

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

偕成社 J/S55/6

おじいさんのてぶくろ
ボリスラフ・ストエフ／絵，寺村
輝夫／文

学習研究社 J/S477

おんなじおんなじももんちゃん とよた かずひこ／さく・え 童心社 J/T125/92

さっちゃんのてぶくろ
内田麟太郎／作，つちだのぶ
こ／絵

金の星社 J/T249/17

おはなしのもうふ
フェリーダ・ウルフ／［ほか］
文，エレナ・オドリオゾーラ／絵

光村教育図書 J/O221/3

ぽかぽかゆずおふろ
すとう あさえ／ぶん，あおき
ひろえ／え

ほるぷ出版 J/A161/19

もりのおふろ 西村敏雄／さく 福音館書店 J/N256/4

おふろやさんのまねきねこ とよたかずひこ／さく・え ひさかたチャイルド J/T125/85

ウッレのスキーのたび エルサ・ベスコフ／さく フェリシモ J/B36/26

こねこのきょうだいグルグルとゴロゴロ　スケートにきたタコ 江川智穂／さく 小学館 J/E62/4

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

フレーベル館 J/G123/14

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 J/H147/34

ショコラちゃんのスキーだいすき
中川ひろたか／ぶん，はたこう
しろう／え

講談社 J/H245/32

こねこのプーフー　スキーをしたよ!
アン・ハレンスレーベン，ゲオ
ルグ・ハレンスレーベン／作

小学館 J/H279/66-7

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 J/H279/67

こうくんとちいさなゆきだるま はせがわさとみ／作 小学館 J/H421
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書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

あかいそりにのったウーフ
神沢利子／作，井上洋介／
絵

ポプラ社 J/I4/19-7

スキーをはいたねこのヘンリー
メリー・カルホーン／文，エリッ
ク・イングラハム／絵

リブリオ出版 J/I38/3

もりのスケート 菊池日出夫／さく 福音館書店 J/K158/9

エルマーのゆきあそび デビッド・マッキー／ぶんとえ ＢＬ出版 J/M10/22-8

ゆきだるまのきもち
中川ひろたか／文，村上康成
／絵

自由国民社 J/M143/110

だんだんやまのそりすべり
あまんきみこ／作，西村繁男
／絵

福音館書店 J/N31/23

サナのはじめてのスケート なりたまさこ／作・絵 ポプラ社 J/N169/11

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 J/N248/3

カロリーヌのゆきあそび ピエール・プロブスト／さく ＢＬ出版 J/P13/3-6

おさるのジョージスキーをする
マーガレット・レイ，Ｈ．Ａ．レイ
／原作

岩波書店 J/R2/39

ウィリーのそりのものがたり
ダニイル・ハルムス／文，ウラ
ジーミル・ラドゥンスキー／絵

セーラー出版 J/R88

ぼくのゆきだるまくん
アリスン・マギー／文，マーク・
ローゼンタール／絵

主婦の友社 J/R147/2

うさぎちゃんスキーへいく せなけいこ／作・絵 金の星社 J/S7/40

ゆきだるまのあたま
黒田かおる／作，せなけいこ
／絵

金の星社 J/S7/60

ごろんごゆきだるま たむらしげる／さく 福音館書店 J/T27/45

３びきねこさんのそりあそび 柳生まち子／さく 福音館書店 J/Y132/9

ぼくのそりにのって!
さえぐさ ひろこ／さく，吉田 尚
令／え

教育画劇 J/Y243/7
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