
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116742735あいうえおんせん 林　木林／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117804831あかいてぶくろ いりやま　さとし／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115938664あっ!ゆきだ フランクリン M.ブランリー／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116144650あぶくたった さいとう　しのぶ／構成・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0112866389いっぽんの木 ウルコ・ラポンデール／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0114825177うさぎのゆきだるま 佐藤　さとる／作 国立：にっけん教育出版社 絵本 ナ   

0117059287うどん対ラーメン 田中　六大／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116543612うどんのうーやん 岡田　よしたか／さく 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0116057472うどんはどこからきたの? 吉田　隆子／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0118370154ウポポウポポポポタージュスープ 越智　のりこ／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116108473絵で見るおふろの歴史 菊地　ひと美／文・絵 東京：講談社 絵本 カ   

0117142232おおゆきくまちゃん シャーリー・パレントー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116609165オーロラの雪 リーッタ・ヤロネン／文 東京：猫の言葉社 絵本 ナ   

0117003426おじいちゃんのコート ジム・エイルズワース／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117220855おふとんさん コンドウ　アキ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117003715おふろだいすき!しろくまきょうだい まつお　りかこ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117717348おふろだいすきねことおふろだいきらいねこ古内　ヨシ／作・絵 東京：赤ちゃんとママ社 絵本 ア   

0118370139おふろのおふろうくん 及川　賢治／[作] 東京：学研 絵本 カ   

0116729013おふろのくまちゃん シャーリー・パレントー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117306324おもちのかみさま かとう　まふみ／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116997321かけっこ 西薗　一也／監修 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116751116カチンコチン! 新井　洋行／さく 東京：くもん出版 絵本 カ   

0114188741きいちゃんとゆきだるまちゃん おおしま　たえこ／さく 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0113700777きこえるきこえるふゆのおと マーガレット・ワイズ・ブラウン／作東京：小峰書店 絵本 カ   

0117512152きしゃのゆ 尾崎　玄一郎／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115952418きらきら 谷川　俊太郎／文 東京：アリス館 絵本 ア   

特集名：長野２月児童テーマ「冬のともだち」
特集期間：2021/1/29～2021/2/24



0117797969きらぼしちゃんともりのクリスマス もち　なおみ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116500810くまだっこ デイヴィッド・メリング／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115936148くまのこミンのふゆじたく あいはら　ひろゆき／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117654079こねこのルップりんごだいすき ももろ／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0115234742このゆきだるまだーれ? 岸田　衿子／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115792343ごろんごゆきだるま たむら　しげる／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0117154252さむがりペンギン コンスタンツェ・フォン・キッツィング／作東京：小学館 絵本 サ   

01159457433びきのゆきぐま ジャン・ブレット／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117299826しずかにあみものさせとくれー! ベラ・ブロスゴル／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117036178じまんのマフラー マーシャ・ダイアン・アーノルド／文東京：あすなろ書房 絵本 ア   

011545046214ひきのさむいふゆ いわむら　かずお／さく 東京：童心社 書庫

0117648360しろいしろいころわん 間所　ひさこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116735465白い街あったかい雪 鎌田　實／文 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117009563すすめ!ゆきのきゅうじょたい 竹下　文子／文 東京：金の星社 絵本 カ   

0115433138だるまちゃんとうさぎちゃん 加古　里子／さく・え 東京：福音館書店 書庫

0115436198ちいさなもみのき マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115344368ちびくま キャサリン・アリソン／ぶん 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0116152786チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117485334でっかいかまくらつくったよ 鈴木　永子／さく 東京：リーブル 絵本 ラ   

0113876452てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115435257てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え 東京：福音館書店 書庫

0117329086手ぶくろを買いに 新美　南吉／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0113139851ナナさんはあみものやさんです 角野　栄子／作 東京：リブロポート 絵本 ラ   

0117771014ネコノテパンヤ 高木　さんご／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117235267パパおふろ きくち　ちき／作 東京：文溪堂 小さい絵本

0115445835ばばばあちゃんのマフラー さとう　わきこ／文・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116125360ふゆですよ 柴田　晋吾／さく 東京：金の星社 絵本 カ   

0117691907ふゆといえば… 新井　洋行／[作] 東京：アルファポリス 小さい絵本

0115355398ふゆのまほうつかい ジュリー・モンクス／さく 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116867367ふゆのむしとり?! はた　こうしろう／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117208421フワフワ おおなり　修司／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0116870189フワフワさんはけいとやさん 樋勝　朋巳／文・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   



0117151100ペネロペゆきあそびをする アン・グットマン／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117300053ペンギンホテル 牛窪　良太／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117022095ぽかぽかすずめ 山岡　ひかる／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117651232ぽかぽかゆずおふろ すとう　あさえ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117041905ぼくのおふろ 鈴木　のりたけ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116125337ぼくのてぶくろ ふくだ　すぐる／さく・え 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117269555ぽちっとあかいおともだち コーリン・アーヴェリス／文 東京：少年写真新聞社 絵本 サ   

0117009860まあちゃんとりすのふゆじたく かとう　まふみ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116904608マフラーでどうぞ 小野寺　悦子／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115393506まめうしのまんまるいふゆ あきやま　ただし／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0115985194みかんちゃん かわかみ　たかこ／[作] 東京：学研 絵本 カ   

0116087792みのむし 甲斐　信枝／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115376295もちづきくん 中川　ひろたか／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115597049もみちゃんともみの木 たかどの　ほうこ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116155680ゆーきーこんこん 長野　ヒデ子／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117019166ゆき きくち　ちき／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117438986ゆき はた　こうしろう／絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0113339444ゆき T.マーヴリナ／絵 所沢：ブック・グローブ社 絵本 ハ   

0118365485ゆきをしらないこねこのおはなし エリック・ローマン／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0116716119ゆきがふる 蜂飼　耳／ぶん 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0116419284ゆきがふるよ、ムーミントロール トーベ・ヤンソン／原作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115959652ゆきとくろねこ 竹下　文子／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117288464ゆきのあかちゃん 宮田　ともみ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116709940ゆきのうえゆきのした ケイト・メスナー／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117664938ゆきのけっしょう 武田　康男／監修・写真 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116124835雪の結晶ノート マーク・カッシーノ／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0117148148ゆきのしたのおともだち ばん　たくま／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0115233637ゆきのなかのキップコップ マレーク・ベロニカ／文と絵 東京：風濤社 絵本 ハ   

0117190033ゆきのなかのりんご フェリドゥン・オラル／文・絵 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117427955雪の花 セルゲイ・コズロフ／原作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116456666ゆきのひ くすのき　しげのり／原作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115434177ゆきのひ 加古　里子／さく・え 東京：福音館書店 書庫



0117635649ゆきのひにあえたら ワン　ユーウェイ／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116872904ゆきのひのいえで まるやま　あやこ／作・絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0117453886ゆきのよるに いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116267949ゆきふふふ ひがし　なおこ／さく 東京：くもん出版 小さい絵本

0117156778ゆき、まだかなあ マーシャ・ダイアン・アーノルド／文東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117810127ゆきだるまとかがみもち 林　木林／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116421918ゆきだるまのスノーぼうや ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117154393雪ふる夜の奇妙な話 大野　隆介／作 [東京]：ロクリン社 絵本 ラ   

0117147850ゆきみちさんぽ えがしら　みちこ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0114866320ゆきゆきどんどん 西内　ミナミ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117203646雪渡り 宮沢　賢治／文 東京：子どもの未来社 絵本 カ   

0117464164ゆげゆげ〜 さいとう　しのぶ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115970394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／作戸田：コンセル 絵本 カ   

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   


