
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115878886 青い大きな家 ケイト・バンクス／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116207796 あおいくも トミー・ウンゲラー／作 東京：ブロンズ新社 書庫

0115474165 あおい玉あかい玉しろい玉 稲田　和子／再話 長崎：童話館出版 絵本 タ   

0116922188 あおいちびトラ アリス・シャートル／文 大阪：保育社 絵本 ハ   

0117250647 あおいでんしゃでいくからね 滝沢　眞規子／監修・絵 東京：光文社 絵本 カ   

0115869075 あおいぼうしののんちゃん まつたに　みよこ／ぶん 東京：ブッキング 書庫

0114043623 あおいめ くろいめ ちゃいろのめ 加古　里子／絵と文 東京：偕成社 書庫

0116591108 あおねこちゃん ズデネック・ミレル／絵 東京：平凡社 絵本 ハ   

0115365694 あかがいちばん キャシー・スティンスン／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116986241 赤い糸 うさ／文・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116789967 あかいえのぐ エドワード・アーディゾーニ／作 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0116425315 あかいかさがおちていた 筒井　敬介／作 東京：童心社 絵本 タ   

0117055020 あかいかばんのひみつ エマ・アレン／文 東京：国土社 絵本 カ   

0115181877 赤いくつ アンデルセン／[原作] 東京：女子パウロ会 絵本 サ   

0117217935 あかい自転車 ジュード・イザベラ／文 東京：六耀社 絵本 ラ   

0117312355 あかいふうせん 山田　和明／作・絵 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0114605967 赤いぼうし 野崎　昭弘／文 東京：童話屋 絵本 タ   

0116745928 あかいほっぺた ヤン・デ・キンデル／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0116848490 あかくんとあおくん ガブリエル・ゲ／さく 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117221010 あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野　与志／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117127910 あきいろのころわん 間所　ひさこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0112552674 アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0116795717 いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ／さく 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0113800023 いろいろいろんな日 ドクター・スース／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115920340 いろいろおんせん ますだ　ゆうこ／ぶん 東京：そうえん社 絵本 サ   

0117412312 黄金の駒 澤田　聖子／文 福岡：石風社 絵本 サ   

特集名：長野１１月児童テーマ「いろんないろのほん」
特集期間：2020/10/29～2020/11/26



0116876335 オレときいろ ミロコマチコ／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0117694828 カラーモンスターがっこうへいく アナ・レナス／さく 東京：永岡書店 絵本 ナ   

0116005208 きらきらピンク ナン・グレゴリー／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116117912 きらきらピンク ナン・グレゴリー／作 東京：鈴木出版 書庫

0116994583 金のおさら バーナデット・ワッツ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116050931 きんのたまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117181701 きんのつののしか 宮川　やすえ／再話 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117444364 金の鳥 八百板　洋子／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116796012 きんいろだんご なめかわ　まい／作 東京：タリーズコーヒージャパン 絵本 タ   

0116858044 クリムのしろいキャンバス イ　ヒョンジュ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117656884 くれよんのくろくん なかや　みわ／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

0116854902 くろいながい おくはら　ゆめ／[作] 東京：あかね書房 絵本 ア   

0115234262 くろいマントのおじさん 金森　宰司／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116824624 くろねこさんしろねこさん 得田　之久／ぶん 東京：童心社 絵本 タ   

0110472388 ごちゃまぜカメレオン エリック・カール／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115250227 こんにちはあかぎつね! エリック・カール／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0116278730 サーカスのしろいうま 石津　ちひろ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116112244 サラちゃんとおおきなあかいバス ジェーン・ゴドウィン／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117437079 ショッキングピンク・ショック! キョウ・マクレア／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117679001 しろ 芥川　龍之介／原作 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0117673632 しろいおひげなにたべた? MiyaUni／さく 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0113117444 白いねこ オーノワ夫人／原作 東京：偕成社 書庫

0117062489 しろいやさしいぞうのはなし かこ　さとし／作・絵 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0115685638 しろいはうさぎ クォン　ユンドク／文・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115868796 しろいはうさぎ クォン　ユンドク／文・絵 東京：福音館書店 書庫

0117422774 しろちゃんしろネコおしゃれずき ふくなが　じゅんぺい／作・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115436693 スーホの白い馬 大塚　勇三／再話 東京：福音館書店 書庫

0116579210 そらのいろって ピーター・レイノルズ／ぶん・え 東京：主婦の友社 絵本 サ   

0115227035 そらはさくらいろ 村上　康成／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115225104 そらいろのたね なかがわ　りえこ／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115432262 そらいろのたね なかがわ　りえこ／文 東京：福音館書店 書庫

0113995252 だいすきよ、ブルーカンガルー! エマ・チチェスター・クラーク／さく 東京：評論社 絵本 ハ   



0116279837 ちいさなあかいバス 高羽　賢一／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0116916131 ちっちゃなトラックレッドくんとイエローくん みやにし　たつや／作絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117077750 ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん みやにし　たつや／作絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116866930 トムテと赤いマフラー レーナ・アッロ／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0115517427 トルテのピンクケーキ やまだ　うたこ／[作] 東京：学研 絵本 カ   

0115386716 にじいろたまご すずき　あゆみ／さく・え 東京：新風舎 絵本 サ   

0117708792 ねえさんの青いヒジャブ イブティハージ・ムハンマド／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117031252 はじめてのいろのほん デルフィヌ・バドルディヌ／ぶん 東京：ワールドライブラリー 絵本 ワ   

0115435000 はちみついろのうま 小風　さち／作 東京：福音館書店 書庫

0117232298 はなのいろはどこへいくの 水野　翠／さく 東京：リーブル 絵本 ラ   

0117585646 ばらいろのかさ アメリー・カロ／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116738659 ピエロのあかいはな なつめ　よしかず／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115453151 ひとまねこざるときいろいぼうし H.A.レイ／文,絵 東京：岩波書店 書庫

0115310278 ひとりぼっちの白い子ラクダ Sh.ガンボルド／絵 小金井：ネット武蔵野 絵本 ナ   

0116802307 ピンクだいすき! ピレット・ラウド／ぶん　え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116719600 ピンクになっちゃった! リン・リカーズ／作 東京：1万年堂出版 絵本 ア   

0116947151 ピンクー オルガ・デ・ディオス／作　絵 東京：ワールドライブラリー 絵本 ワ   

0117231712 ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ／再話・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117697433 ブルーがはばたくとき ブリッタ・テッケントラップ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116185083 フレーミーのあかいえさいれ ユーフラテス／さく 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117192773 ぼくのあかいボール イブ・スパング・オルセン／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115820086 ぼくのきいろいバス 荒井　良二／[作] 東京：学研 書庫

0117422915 ポケットに色をつめこんで エイミー・グリエルモ／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116956244 まっかっかトマト いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0112120548 まっかな　せーたー いわむら　かずお／文・絵 東京：至光社 書庫

0114705452 まっくろおさるどこいった? さぶ　さちえ／さく 東京：長崎出版 書庫

0114989585 まっくろヒヨコ ラスカル／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0116243254 まっくろくろのおばけちゃんのぼうけん デヴィッド・カリ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115467029 まっくろちゃん こいわい　さとこ／著 東京：新風舎 絵本 サ   

0114112733 みずいろのこびん わだ　ことみ／作 東京：岩崎書店 書庫

0116930215 みずいろのぞう nakaban／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116427519 みずいろのマフラー くすのき　しげのり／ぶん 東京：童心社 絵本 タ   



0114825250 ミドリちゃんとよっつのけいと おおしま　たえこ／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0117691998 みどりのいぬ 今井　宏枝.／作・絵 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0117742734 みどりのほし 林　木林／作 東京：童心社 絵本 タ   

0117585182 ミドリのミセ やました　ゆうこ／さく 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0115869182 みどりのようせい かやま　あきこ／ぶん 東京：ブッキング 書庫

0117162750 みんなのあかいほん Kotimi／文 東京：アートデイズ 絵本 ア   

0116861212 むらさき色の滝 帚木　蓬生／作 東京：女子パウロ会 絵本 サ   

0115202517 モンゴルの黒い髪 バーサンスレン・ボロルマー／絵・文 福岡：石風社 絵本 サ   

0115516700 やぎとぎんのすず 八百板　洋子／文 東京：鈴木出版 書庫

0117211771 ゆうかんなねこ?くろすけ エド・ヴィアー／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116097007 ゆきとくろねこ 竹下　文子／作 東京：岩崎書店 書庫

0117356394 レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース／作 東京：汐文社 絵本 タ   

0115945727 レッド・ブック バーバラ・レーマン／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0113988042 ロビンの赤いベスト ジャン・フィアンリー／さく 東京：評論社 書庫

0116391947 わたしはあかねこ サトシン／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   


