
品川区立図書館からのよみきかせにおすすめの絵本 

２０１３年２月号  

～ さむい さむい ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごろんごゆきだるま 

たむら しげる／さく 

福音館書店 

 

 ゆきが ふわり 

 ゆきが ごろんこ 

 ゆきが ずででん 

 ゆきだるまの できあがり 

 いぬが やってきた 

 あそびたい ゆきだるまは へんしん 

 します。 

 

（０歳から） 

 

 

 

ゆき 

ジョン・バーニンガム／作 

谷川 俊太郎／訳 

                             冨山房  

 

 あるひ ゆきが ふったよ。ぼくは 

おかあさんと いっしょに ゆきで 

いっぱい あそんだんだ。 

 ゆき あしたも あるかな。あしたも 

いっぱい あそべますように。 

 

               

 

 （１歳から） 



 

きらきら 

谷川 俊太郎／文 

吉田 六郎／写真 

               アリス館 

 

 きれいで ふしぎな このかたち。  

 ふゆの そらからの プレゼント。 

 いろいろな ゆきの かたちを 

  みてみよう！ 

   ゆきの けっしょうの しゃしん 

  えほんです。 

 

（１歳から） 

 

 

やまのおふろやさん 

とよた かずひこ／作・絵 

ひさかたチャイルド 

 

 

やまには ゆきがふっています。 

さむさに ふるえる おさるさんいっかが 

あたたかい おふろを みつけたよ。 

さむーいひは おふろで あたたまろう！ 

              

 

 

                         （２歳から） 

 

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 

          せな あいこ／やく 

               評論社 

 

 ぼくのつくった ゆきだるま。 

 つくったつぎのひには ぜんぜんちがう 

すがたになっている。 

  よるのあいだに ゆきだるまは なに  

をしているのかな？ 

 

              （３歳から） 

 

 

 

 おおさむ こさむ     

こいで やすこ／さく 

福音館書店 

  

 ゆきのひは ゆきぼうずが でて、 

 「さむい」と いったら こちこちに され 

 ちゃうんだって。 

  きつねの きっこと いたちの ちいと 

 にいは そりあそびに でかけたんだけど 

 だいじょうぶかな？ 

 

 

                 

                （３歳から） 



ゆきのひの ホネホネさん 

にしむら あつこ／さく・え 

福音館書店 

 

 

ゆうびんやさんの ホネホネさん 

ゆきがつもっていても はいたつに 

でかけます。 スキーをはいて 

しゅっぱつです。 

ザクザクシューと すべります。 

 

 

（４歳から） 

 

 

 

ぼく、ふゆのきらきらを みつけたよ 

ジョナサン・エメット／文   ヴァネッサ・キャバン／絵 

                      おびか ゆうこ／訳 

                           徳間書店 

 

 モグラは うまれて はじめて ゆきをみまし

た。ゆきのもりで まほうの たからものを み

つけました。おうちに もってかえるとちゅう 

たからものの かたちが どんどんかわり とう

とう きえて しまいました。 

 

 

 

               （５歳から） 

ぼうし 

ジャン・ブレット／作 

 松井 るり子／訳 

            ほるぷ出版 

はりねずみのハリーが けいとの 

くつしたを みつけました。 

はなをつっこんでみて はずそうと 

しても はりが ささってとれません。 

みんなに わらわれて うんざり！ 

ハリーがかぶった くつしたは だ

れが とってくれるのかな？  

                          （４歳から） 

 

 

 

ちょろりんのすてきなセーター 

降矢
ふり や

 なな／さく・え 

福音館書店 

 

 

さむがりの とかげのちょろりんは セーター

がほしくて たまりません。でも かあさんは 

かってくれません。そこで ちょろりんは 

じいちゃんの おしごとの おてつだいをして 

じぶんで おきにいりの セーターを かうこと

に します。 

 

 

               （５歳から） 



～  新  刊  ～ 

どっかんだいこん 

いわさ ゆうこ／さく 

童心社 

 

 

にほん ぜんこく きたから みなみ 

どっかん どっかん いろんな だいこん 

が あつまって はやく たべてと とび 

はねているよ。 

 

 

（３歳から） 

 

さかさんぼの日 

ルース・クラウス／作   マーク・シーモント／絵 

                         三原 泉／訳 

                             偕成

 あるあさ おとこのこは 「きょうは“さかさん

社

 

ろり 

     

図書館のおはなし会 

品川区立図書 せや、手遊び等の 
お

   

                                     

ぼの日”にしよう」とおもいつきました。 

コートのうえに ズボンをはいて ズボンの

うえに パンツを はいて うしろむきに 

へやをでて うしろむきで かいだんを そ

そろりおりて…。 

   

          

 （５歳から） 

館では、絵本・紙芝居の読み聞か

はなし会を行っています。各図書館の日程は下記のとおりです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

開催館 対象 開催日時 

０ 第２・４土曜 ０時３０分～ １２歳 日 午前１

幼児 毎週土曜日 午後２時３０分～ 品川図書館 

 小学生 毎週土曜日 午後３時～ 

毎週火曜日 午後３時～ 
荏原図書館 

土曜日（第１を除く） 午後２時～ 

八潮図書館 毎週火曜日 午後３時～ 

大井図書館 毎週火曜日 午後３時～ 

ゆたか図書館 毎週火曜日 午後３時～ 

大崎図書館 毎週水曜日 午後２時～ 

二葉図書館 毎週水曜日 午後３時～ 

南大井図書館 毎週水曜日 午後３時～ 

五反田図書館 毎週水曜日 午後３時～ 

源氏前図書館

幼児～ 

小学生 

毎週水曜日 午後３時３０分～ 
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問合せ

バッ p/

川区立図書館 

１月２３日（毎月２３日

：品川図書館（品川区北品川 2-32-3 ℡3471-4667） 

このリストの表紙絵使用は、各出版社の許諾を得ています。 

クナンバーが品川区立図書館ホームページ (http://lib.city.shinagawa.tokyo.j ) 

     でご覧いただけます。（トップページ⇒「テーマ別ブックリスト」         


