
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117406041 アニマルバスとパンやさん あさの　ますみ／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116950106 あるひはるがきていました 小渕　もも／著 東京：アリス館 絵本 ア   

0117170845 いいにおいのおならをうるおとこ ジル・ビズエルヌ／文 東京：ロクリン社 絵本 ラ   

0117540567 いちご 新宮　晋／[作] 東京：文化出版局 絵本 ハ   

0115429862 いちごばたけのちいさなおばあさん わたり　むつこ／さく 東京：福音館書店 書庫

0117694869 うんめぇめぇし おくはら　ゆめ／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116482274 エディのごちそうづくり サラ ガーランド／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116100645 おいしいパンがたべたいな やまだ　うたこ／[作] 東京：学研 書庫

0117303420 おいしいふくやさん あま〜いダンスパーティー のし　さやか／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117103903 おたからパン 真珠　まりこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115470742 おにいちゃんにははちみつケーキ ジル・ローベル／ぶん 東京：主婦の友社 書庫

0116270513 おはぎちゃん やぎ　たみこ／作 東京：偕成社 書庫

0117062497 オバケカレー Goma／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0114942261 おひさまパン エリサ・クレヴェン／作絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116275785 おふろおばけ 村田　エミコ／ぶん・え 東京：大日本図書 書庫

0115437626 おふろだいすき 松岡　享子／作 東京：福音館書店 書庫

0117430470 おふろにジャブン1、2、3! ももろ／著 東京：小学館 絵本 サ   

0117773838 おふろ、はいる? 飯野　和好／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116976226 カメくんとアップルパイ 谷口　智則／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116818170 カレーちゃん きたがわ　めぐみ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117312314 かんぱいよっぱらい はらぺこめがね／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115305740 きいろいおはな なんり　えりこ／さく 東京：新風舎 絵本 サ   

0114798085 きょうのごはん 加藤　休ミ／作 東京：偕成社 書庫

0115593980 きょうはパン焼き あおき　ひろえ／作 東京：絵本館 書庫

0115445736 ぎょうざつくったの きむら　よしお／さく 東京：福音館書店 書庫

0116621236 ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

特集名：長野３月児童テーマ「くんくん、いいにおい」
特集期間：2021/2/25～2021/3/25



0116016882 ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117059675 ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117139485 くうちゃんのホットケーキ わたなべ　ゆうこ／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117657122 くまくまパン いちにちパンやさん 西村　敏雄／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116932294 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ　なつこ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116559543 ココとおおきなおおきなおなべ こがしわ　かおり／作 [東京]：教育画劇 絵本 カ   

0115467086 こじまのもりのはるになったらしたいこと あんびる　やすこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117111534 このパンなにパン? ふじもと　のりこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117247122 ごはんごはん 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0117678946 ごはん山 はらぺこめがね／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116097072 ゴロリともりのレストラン かとう　まふみ／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0116543539 3びきこりすのケーキやさん 権田　章江／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115051658 しげみむらおいしいむら カズコ・G.ストーン／さく 東京：福音館書店 書庫

0115124216 10本のまっかなバラ イヴ・メリアム／詩 鎌倉：あづき 書庫

0117277582 しましまジャム Goma／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116096645 しんかんくんのパンやさん のぶみ／さく 東京：あかね書房 書庫

0117308973 せかいいちまじめなレストラン たしろ　ちさと／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115467045 そよそよさん 仁科　幸子／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115942328 チョコレータひめ もとした　いづみ／文 東京：教育画劇 書庫

0117472670 でこぼこホットケーキ よしだ　あつこ／作 東京：世界文化社 絵本 サ   

0117628933 どうぶつパンパン ザ・キャビンカンパニー／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117334912 ドーナツやさんのおてつだい もとした　いづみ／さく 東京：絵本ナビ 絵本 ア   

0115673964 とびきりおいしいスープができた! ヘレン・クーパー／さく 東京：アスラン書房 絵本 ア   

0115991341 なのはなみつけた ごんもり　なつこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116096744 ニャンタとポンタのわたあめやさん たちの　けいこ／さく 東京：あかね書房 書庫

0116387648 ばけばけばけばけばけたくん　おみせの巻 岩田　明子／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117468736 はたけのにゃーこ 織茂　恭子／作 東京：童心社 絵本 タ   

0117084541 はちみつ ふじわら　ゆみこ／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115952798 はちみつチーズケーキ たちもと　みちこ／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0114213408 はなをくんくん ルース・クラウス／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117717165 花のすきなおおかみ きむら　ゆういち／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0117199232 花まつりにいきたい あまん　きみこ／文 京都：本願寺出版社 絵本 ハ   



0113594899 「ハニービスケット」の作り方 メレディス・フーパー／文 東京：あすなろ書房 書庫

0116326331 パパ・カレー 武田　美穂／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116278631 はやおきふっくらパンやさん 山本　省三／作 東京：講談社 絵本 カ   

0112576921 バラがさいた 市川　里美／作 東京：偕成社 書庫

0117215327 はらっぱららら 鈴木　智子／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117351098 はるをつかまえたうさぎちゃん 延原　清子／原作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117028506 はるののはら 竹下　文子／文 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   

0115626905 はるかぜのホネホネさん にしむら　あつこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116570235 パンがいっぱい 大村　次郷／写真・文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116676776 パンめしあがれ 視覚デザイン研究所／さく 東京：視覚デザイン研究所 絵本 サ   

0116949850 ピーテル、はないちばへ 広野　多珂子／文・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117453548 ひだまり 林　木林／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

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

0116019639 ファーディのはる ジュリア・ローリンソン／さく 東京：理論社 絵本 ラ   

0117203943 ふきのとう 甲斐　信枝／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116488776 ポッキーのわくわくサンドイッチ 柳沢　幸子／作・絵 東京：世界文化社 絵本 サ   

0115430779 マフィンおばさんのぱんや 竹林　亜紀／さく 東京：福音館書店 書庫

0114772247 まゆとおおきなケーキ 富安　陽子／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117485219 モグモグのおかしやさん カトウ　シンジ／著 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0116275777 もっとひつじぱん あきやま　ただし／作・絵 東京：鈴木出版 書庫

0116100660 もりのおやつやさん とりごえ　まり／[作] 東京：学研 書庫

0117711002 やたいのおやつ ふじもと　のりこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117444810 やまもりラーメン 赤川　明／[作] 東京：文研出版 絵本 ハ   

0115842189 りくちゃんのいちごジャム かたくるみ／文 東京：集英社 絵本 サ   

0114115249 レイチェルのバラ バーナデット／絵 新潟：西村書店 絵本 ナ   


