
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117543009 あーちゃんちはパンやさん ねじめ　正一／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116196346 あたしのサンドイッチ 久保　晶太／作　絵 東京：教育画劇 書庫

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   

0117271882 あのときのカレーライス きむら　ゆういち／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115339566 アバディのパン 木葉井　悦子／作 東京：ほるぷ出版 書庫

0113332563 あんぱんのはつめい 岡本　一郎／構成・文 東京：チャイルド本社 書庫

0114155856 いけいけ!!カレーマン 浅沼　とおる／作　絵 東京：教育画劇 書庫

0117055269 いけいけ!!カレーマン 浅沼　とおる／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115216723 いっしょにごはんたべよ ペク　ソク／文 東京：平凡社 絵本 ハ   

0117849794 うさぎのパンやさんのいちにち かこ　さとし／著 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117857383 ウッソースやきそば ささき　みお／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117412171 ウッチョパスのカレーライス のぶみ／さく 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

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

0117734186 うどんできた! 加藤　休ミ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116475468 うどんドンドコ 山崎　克己／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

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   

0116559550 うれないやきそばパン 富永　まい／文 東京：金の星社 絵本 カ   

0116626813 えんそくおにぎり 宮野　聡子／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116100744 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

0111307955 おいしいラーメンてんこうせい 岡田　ゆたか／作 東京：ポプラ社 書庫

0117697441 おおおとことオムライス 杉本　憲一／著 東京：文芸社 絵本 ハ   

0116187691 おおきくなったらおにぎりになる! かざま　ちひろ／作 東京：タリーズコーヒージャパン 書庫

特集名：長野１２月児童テーマ「ごはんとパンとめん」
特集期間：2021/11/25～2021/12/22



0116994781 おこめようちえん 苅田　澄子／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116482514 おすしですし! 林　木林／作 東京：あかね書房 書庫

0117684183 おすしときどきおに くさなり／さく 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0116451659 おすしのうた 牛窪　良太／絵・文 東京：教育画劇 書庫

0117173500 おすしのずかん 大森　裕子／作 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116100843 おすしのせかいりょこう 竹下　文子／文 東京：金の星社 書庫

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   

0115231391 おだんごぱん 瀬田　貞二／訳 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116938044 おちゃわんかぞく 林　木林／文 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116246299 おとうさんはパンやさん 平田　昌広／作 東京：佼成出版社 書庫

0116488768 おともだちカレー きむら　ゆういち／作 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116459538 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ／作 東京：えほんの杜 絵本 ア   

0116454737 おにのおにぎりや ちば　みなこ／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117050542 おにきちおにぎり 林　彩子／作 東京：学研教育みらい 絵本 カ   

0117673194 おにぎりをつくる 高山　なおみ／文 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117734103 おにぎりさんきょうだい つぼい　じゅり／作 [東京]：教育画劇 絵本 カ   

0117472324 おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田　よしたか／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0312177447 おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田　よしたか／著 東京：佼成出版社 移動３号車

0113155337 おにぎりぱくりん 今西　祐行／文 東京：全国学校給食協会 書庫

0117663724 おにぎりもって 久住　昌之／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116527581 おにぎりゆうしゃ 山崎　克己／著 東京：イースト・プレス 書庫

0116512005 おにぎりがしま やぎ　たみこ／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0114846611 おにぎりくん 村上　康成／作 東京：小学館 書庫

0115933129 おにぎりくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

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

0117374785 おばけのパンこうじょう オームラ　トモコ／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0117886655 おばけのパンやさん いちよんご／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

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   



0115900243 おひさまぱんころりん さくら　ともこ／再話 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117480772 おむすびころりん さいとう　しのぶ／[作] 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0117692061 おむすびころりん 中島　和子／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115446312 おむすびころりん 香山　美子／文 東京：鈴木出版 書庫

0115820862 おむすびころりん いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117749234 おむすびころりんはっけよい! 森くま堂／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0112806336 おむすびたべたい! 黒河　松代／作 東京：佼成出版社 書庫

0116699711 おむすびにんじゃのおいしいごはん 本間　ちひろ／作 東京：リーブル 絵本 ラ   

0116839051 おむすびにんじゃのおむすびぽん 本間　ちひろ／作 東京：リーブル 絵本 ラ   

0115685604 おむすびさんちのたうえのひ かがくい　ひろし／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116527342 オムライス・ヘイ! 武田　美穂／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116001710 かいてんずしだいさくせん 平田　昌広／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116581703 かえるのオムライス マットかずこ／ぶん・え 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117338053 かぶきやパン かねまつ　すみれ／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116645797 からすのそばやさん かこ　さとし／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0114749443 からすのパンやさん 加古　里子／絵と文 東京：偕成社 絵本 カ   

0115678567 カレーをつくろう! あぐい　かおる／さく 東京：新風舎 絵本 サ   

0117187336 カレー地獄旅行 ひげラク商店／さく・え 東京：パイインターナショナル 絵本 ハ   

0116384645 カレーだいおうのまほう 石倉　ヒロユキ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0117785964 カレーのおうさま 山本　祐司／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

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

0117334938 きつねうどんたぬきうどん 古内　ヨシ／さく 東京：大日本図書 絵本 タ   

0116762782 きのしたまさるパン 飯森　ミホ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115594038 きょうはパン焼き あおき　ひろえ／作 東京：絵本館 書庫

0117785865 ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115678526 ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

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   

0116738550 くまくまパン 西村　敏雄／作 東京：あかね書房 絵本 ア   



0116539230 ぐるぐるカレー 矢野　アケミ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116329848 くるくるくるよおすしがくるよ 川北　亮司／文 東京：ブロンズ新社 書庫

0116786807 こっそりオムライス きむら　ゆういち／作 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116921743 ごはん 平野　恵理子／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

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   

0116398157 ごはんのとも 苅田　澄子／文 東京：アリス館 絵本 ア   

0117280214 ごはんのにおい 中川　ひろたか／文 燕：おむすび舎 絵本 ア   

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

0112640347 ゴリラのパンやさん 白井　三香子／作 東京：金の星社 書庫

0117871897 さるシェフのオムライスやさん ひばさみ　りさ／[作] 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0114882814 サンドイッチつくろう さとう　わきこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117863027 サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田　よしたか／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116187600 じごくのラーメンや 苅田　澄子／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

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

0116584509 しゃもじいさん かとう　まふみ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117421149 しょくぱんちゃん6しまい ささき　みお／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0111123626 しろくまちゃんぱんかいに わかやま　けん／[絵] 東京：こぐま社 書庫

0116096710 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

0112762976 スージーちゃんのスパゲッティ P・コプランズ／作　絵 東京：金の星社 書庫

0117266692 すすめ!かいてんずし 岡田　よしたか／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115363566 スパゲッティになりたい おいかわ　けんじ／[作] 東京：学研 書庫

0117913004 スパゲッティのうた ぺこみそ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116795873 スパゲッティのぼうけん クレーン謙／作・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117476721 すみれベーカリーのカナリアパン 古田　節子／文 鎌倉：銀の鈴社 絵本 カ   

0114661481 世界一のパン 市居　みか／絵と文 小布施町(長野県)：文屋 絵本 ハ   

0116656687 ぞうのびっくりパンやさん nakaban／文・絵 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117585018 そうめんソータロー 岡田　よしたか／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115991309 そらとぶパンがま うえつじ　としこ／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   



0116976309 タケノコごはん 大島　渚／文 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115873416 たのしいパンのくに 深見　春夫／さく・え 東京：PHP研究所 書庫

0117430447 チキンライスがいく。 はらぺこめがね／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117567537 ちゅるちゅる 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   

0117676171 ちらしずし はまの　ゆか／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117595272 つるつるプール えぐち　よしこ／作 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

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   

0117274720 トーストン 新井　洋行／著 東京：アリス館 絵本 ア   

0117774141 どきどきオムライス 苅田　澄子／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117777722 どすこいすしずもう おおとろやまのひみつ アン　マサコ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116430687 とっておきのカレー きたじま　ごうき／作・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116240466 どんどんめんめん ひらた　まさひろ／ぶん 東京：えほんの杜 絵本 ア   

0117457564 どんぶりん 新井　洋行／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117595207 ながしそうめん ささき　みお／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0115430563 にぎりめしごろごろ 小林　輝子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116255498 にゃーい!にがおえパン ゆみちゃん／作・絵 東京：小学館スクウェア 絵本 サ   

0116176603 ねえカレーつくってよ はやさか　ゆうこ／作 東京：視覚デザイン研究所 書庫

0116084526 ねこのおすしやさん 鈴木　まもる／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0116270562 ねこのおすしやさん 鈴木　まもる／作・絵 東京：偕成社 書庫

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   

0115920472 ねこのパンヤ おかだ　なおこ／絵と文 東京：小学館 書庫

0116992058 ねこさんスパゲッティ 夏目　尚吾／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0110018371 はなぶさやまの パンやさん 佐々木　利明／ぶん 東京：小峰書店 書庫

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

0115589665 ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん　むしぱんのまきさとう　わきこ／作 東京：福音館書店 書庫

0117708685 ぱぱんがパン! 柴田　ケイコ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

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   

0117485136 パンどうぶつえん Coppe／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   



0117660894 パンになりたい まるやま　なお／著 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0115432809 パンのかけらとちいさなあくま 内田　莉莎子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117418939 パンのずかん 大森　裕子／作 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116924713 パンのようちえんえんそくにいく さとう　めぐみ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

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   

0115175093 パンタのパンの木 そが　まい／さく 東京：小峰書店 書庫

0117563841 パンダのパンやさん 岡本　よしろう／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116104530 パンダくんのおにぎり いしかわ　こうじ／作・絵 東京：PHP研究所 書庫

0117055277 ぱんぱんパンのまあるまる ひろかわ　さえこ／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117142521 パン屋のイーストン 巣山　ひろみ／文 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0116512013 パンやのコナコナ どい　かや／文 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117059873 パンやのブラウンさん ヨーコランド／さく 東京：ワールドライブラリー 絵本 ワ   

0117356428 パンやのろくちゃん 長谷川　義史／作 東京：小学館 絵本 サ   

0114790074 ひもほうちょうもつかわない平野レミのおにぎりブック平野　レミ／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116013608 ひみつのカレーライス 井上　荒野／作 東京：アリス館 書庫

0114458763 ぶたのほかほかパンやさん 正岡　慧子／文 東京：PHP研究所 書庫

0115869547 ブタベイカリー 角野　栄子／作 東京：文溪堂 書庫

0117445957 フルーツパンをつくろう! 宮本　えつよし／さく・え 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116676743 ふわふわパン作り おおで　ゆかこ／絵 東京：河出書房新社 絵本 カ   

0115838625 へんしん!ぱんやさん さこ　ももみ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116762808 へんてこパンやさん Goma／作・絵 東京：フレーベル館 書庫

0118369784 ぼくのぱん わたしのぱん 神沢　利子／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0112478797 ぼくのぱん わたしのぱん 神沢　利子／ぶん 東京：福音館書店 書庫

0115344582 ぼくんちカレーライス つちだ　のぶこ／[作] 東京：佼成出版社 書庫

0116760257 ポポくんのみんなでおすし accototo／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0111209060 まちのパンやさん 香山　美子／ぶん 東京：新日本出版社 書庫

0115430787 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

0116612722 みどりさんのパンやさん おおい　じゅんこ／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   



0114775687 みんなでうどんづくり 菊池　日出夫／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117012831 みんなのくまくまパン 西村　敏雄／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117359166 めしくわぬにょうぼう 常光　徹／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117414763 めんたべよう! 小西　英子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117771329 めんのずかん 大森　裕子／作 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116587486 めんのめんめん 庄司　三智子／著 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117913095 めんめんレース 五味　ヒロミ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0111873451 もりのサンドイッチやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 書庫

0115455826 もりのスパゲッティやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 書庫

0117055210 やきそばじどうはんばいき 中村　徹／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117111302 やきそばばんばん はらぺこめがね／作・装丁 東京：あかね書房 絵本 ア   

0111445524 やったね!みんなでスパゲッティ 岡田　ゆたか／作 東京：ポプラ社 書庫

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

0117497487 ゆうごはんなにたべたい? かけひ　さとこ／作・絵 東京：赤ちゃんとママ社 絵本 ア   

0112959283 ラージャのカレー 国松　エリカ／作・絵 東京：偕成社 書庫

0117323865 ラーメンこうばん ささき　みお／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116683418 ラーメンてんし やなせ　たかし／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115057168 ラーメンのかわ 赤川　明／作・絵 東京：講談社 書庫

0116406968 ラーメンちゃん 長谷川　義史／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0114274491 ライオンさんカレー 夏目　尚吾／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0115657165 りすのパンやさん ミミィとミーヤン／さく 東京：学研 書庫


