
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115624421 赤ちゃんをまもったサル 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0115874208 あわてんぼうのニワトリねえさん 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0116762790 1わのおんどりコケコッコー イリーナ・ザトゥロフスカヤ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115563686 いなばの白ウサギ 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0117669192 いぬのサビシー サンディ・ファッセル／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0116685967 いぬくんぼくはいいこだから… きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115874224 イノシシとお月さま 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0116387689 いのししくんおばけへいきだもん きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115564452 うさぎはやっぱり 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0116287988 うさぎくんとはるちゃん おかだ　ちあき／さく・え 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116279399 うさぎちゃんともだちできた きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116919226 うしのもーさん 風木　一人／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115973182 うしはどこでも「モ〜!」 エレン・スラスキー・ワインスティーン／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116573205 ウシくんにのって 古内　ヨシ／作・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116479643 うしちゃんえんそくわくわく きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116732355 うまちゃんかけっこならまけないもん! きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116669979 ウリオ 室井　滋／文 東京：世界文化社 絵本 サ   

0115962938 うりぼうのごちそうさがし 国松　エリカ／著 東京：佼成出版社 書庫

0117619338 うんがよくなりますように おとうとうさぎ! ヨンナ・ビョルンシェーナ／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0117159988 えとえとがっせん 石黒　亜矢子／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116381427 おうさまジャックとドラゴン ピーター・ベントリー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117006635 おさるのれっしゃ 牛窪　良太／文・絵 東京：アリス館 絵本 ア   

0116097064 おしゃれなのんのんさん 風木　一人／作 東京：岩崎書店 書庫

0117648311 おしょうがつバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0115635930 おもちのすきなヘビのおふじ 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0115286163 げんきにわんわん 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0115874000 子ウシをすくった母ウシ 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

特集名：長野１月児童テーマ「十二支のどうぶつたち」
特集期間：２０２０／１２／２４～２０２１／１／２８



0113827091 仔牛の春 五味　太郎／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115867608 こうまのウーラ とづか　かよこ／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0114331119 コッケモーモー! ジュリエット・ダラス=コンテ／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115969875 この世でいちばんすばらしい馬 チェン　ジャンホン／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116722547 こひつじまある 山内　ふじ江／文・絵 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116109299 さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高　順也／ぶん 東京：ビリケン出版 書庫

0116640277 さるのはし 唯野　元弘／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116621376 さるくんまかせてまかせて! きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117042291 しあわせないぬになるには ジョー・ウィリアムソン／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115286171 しっかりはしれば 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0115754327 しっこっこのこけこっこ 長野　ヒデ子／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0114088271 しまうままーくん ミシェル・ゲ／作・絵 東京：徳間書店 書庫

0116941048 しましましまうま かわむら　おさむ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0117136390 十二支のおもちつき すとう　あさえ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116729021 十二支のおやこえほん 高畠　純／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115554149 十二支のことわざえほん 高畠　純／[作] 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116261355 十二支のしりとりえほん 高畠　純／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116575978 十二支のしんねんかい みき　つきみ／文 東京：こぐま社 絵本 カ   

0117669648 十二支のどうぶつゴールをめざせ!! 広瀬　克也／作・絵 東京：星の環会 絵本 ハ   

0116576273 十二支のはじまり 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117031112 十二支のはじまり いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115193708 十二支のはじまり 長谷川　摂子／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0115582447 十二支のはじまり 荒井　良二／絵 東京：小学館 絵本 サ   

0116011735 十二支のはじまり 高谷　まちこ／ぶんとえ 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   

0115949166 十二支のはやくちことばえほん 高畠　純／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115450553 14ひきのあさごはん いわむら　かずお／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116710146 じゅっぴきでござる エクトル・シエラ／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115807232 しろいまゆげのトラ イ　ジンスク／文 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0116501032 スーフと白い馬 いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116888389 たくさんのたくさんのたくさんのひつじ のはな　はるか／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117162529 だじゃれ十二支 中川　ひろたか／文 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116437047 たつくんおむかえドキドキ きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   



0116988916 だっておさるだもん サトシン／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115745473 たびはみちづれ 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0115874059 たまごから生まれたウマ 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0116919358 ちびっこゴリラ、ほんとうにほんとう? ナディーヌ・ロベール／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117665000 ちび竜 工藤　直子／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117318238 藤吉じいとイノシシ 椋　鳩十／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0116291220 どうして十二支にネコ年はないの? ドリス・オーゲル／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115228058 どうながのプレッツェル マーグレット・レイ／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117070573 どこどこ ここ・ここ… 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0116454323 としょかんねずみ　[1] ダニエル・カーク／さく 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0117756916 トラといっしょに ダイアン・ホフマイアー／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115874133 トラのおんがえし 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0117334540 とらのことらこ きくち　ちき／作・絵 東京：小学館 絵本 サ   

0116424938 トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ／文・絵 東京：岩波書店 絵本 ア   

0118370204 とらはえらい 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0116527698 とらくんおれさまさいこう!? きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116838798 トラさん、あばれる ピーター・ブラウン／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117022269 とりちゃんせかいいちのおべんとう きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116322611 なかなおり ヘルヤ・リウッコ=スンドストロム／文・陶板 東京：猫の言葉社 絵本 ナ   

0115634966 なにしているの? 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0116271024 にょろへびやのへびんくん すとう　あさえ／作 東京：岩崎書店 書庫

0115577363 にわとりちゃんとこぎつねくん ブリギッテ・シジャンスキー／文 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0116845025 ねずみがぱくっ! 西村　敏雄／さく 東京：白泉社 小さい絵本

0115561078 ネズミのよめいり 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0117453449 ねずみくんのおくりもの つちだ　よしはる／文絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116329871 ねずみくんぼくもできるよ! きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115226359 ハリーのセーター ジーン・ジオン／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117157263 パンダのたぷたぷと十二支のはじまり Rico／絵 東京：Jリサーチ出版 絵本 サ   

0116339276 ぴあのうさぎ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115874182 ヒツジのおやこのおくりもの 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0116835943 ひつじのショーン ショーンのそらのたび アードマン・アニメーションズ／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116135674 ひつじのロッテ アヌ・ストーナー／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   



0116770033 ひつじちゃんみんなにいいおかお きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115494460 ひつじぱん あきやま　ただし／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116424953 ひめねずみとガラスのストーブ 安房　直子／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116255464 ふうとはなとうし いわむら　かずお／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0115726473 ふしぎな黒イヌ 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0116258575 ふでばこのなかのキルル 松成　真理子／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117334953 フランクリンの空とぶ本やさん ジェン・キャンベル／ぶん 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116702994 へっぽこまじょこニコとニキ　キャンプでおおさわぎのまき あいはら　ひろゆき／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116109307 へびのせんせいとさるのかんごふさん 穂高　順也／ぶん 東京：ビリケン出版 書庫

0115678633 ヘビくんどうなったとおもう? みやにし　たつや／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116576224 へびちゃんおしゃべりだいすき! きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116618596 へんしんどうぶつえん ビーゲン セン／作 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115697252 ぼくたちのあさ たにむら　まゆみ／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0117101949 ぼくんちのシロ すずき　みほ／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116081928 まめうしくんとものまね〜 あきやま　ただし／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0115689523 みりょくのみ 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0117312504 みんなのひつじさん 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0114828387 ももんちゃんのっしのっし とよた　かずひこ／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

0116356650 ゆうかんなうしクランシー ラチー・ヒューム／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115878894 リッキとにわとりのミア ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116527268 りゅうのぼうや 富安　陽子／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115874034 リュウのむすめとおいしゃさん 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0115850935 わかりますとも! 五味　太郎／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   


