
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117765370 あ たにかわ　しゅんたろう／ぶん 東京：アリス館 絵本 ア   

0117181339 あからん 西村　繁男／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116706557 あいうえおいしいレストラン 川北　亮司／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0115654279 あいうえおおかみ くどう　なおこ／さく 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116310400 あいうえおおきなだいふくだ たるいし　まこ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116601568 あいうえおかしなどうぶつえん 川北　亮司／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116252586 あいうえおにぎり ねじめ　正一／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117863324 あいうえオノマトペ 石上　志保／文 東京：河出書房新社 絵本 カ   

0115320848 あいうえおばけ あべ　こうじ／ぶん 東京：少年写真新聞社 絵本 サ   

0114886203 あいうえおはよう にしまき　かやこ／作・絵 東京：こぐま社 絵本 カ   

0117426205 あいうえおりょうりめしあがれ accototo／著 東京：イースト・プレス 絵本 ア   

0116407206 あいうえあそびえほん 石津　ちひろ／文 東京：のら書店 絵本 ナ   

0115887986 あいうえおゴリラ こやま　峰子／ぶん 東京：えほんの杜 絵本 ア   

0116559311 あいうえおのえほん 内田　麟太郎／文 東京：童心社 絵本 タ   

0114204506 あいうえおうさま 寺村　輝夫／文 東京：理論社 絵本 ラ   

0116274853 あいうえおべんとう 山岡　ひかる／作 東京：くもん出版 書庫

0116274846 あいうえおん あき　びんご／作 東京：くもん出版 書庫

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

0115635419 あかさたなっちゃんのはつおんえほん もとした　いづみ／文 東京：講談社 書庫

0116845041 あきやさいのあきわっしょい! 林　木林／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115189540 APPLEプルプルッ かいち　とおる／作・絵 東京：PHP研究所 書庫

0117329078 あつめてあそぼうあいうえお 新井　洋行／作・絵 東京：赤ちゃんとママ社 絵本 ア   

0116504291 あひるのあーちゃんあいうえお さとう　めぐみ／ぶんとえ 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   

0116798737 あめあめぱらん 木坂　涼／文 東京：のら書店 絵本 ナ   

0116792409 アルパカパカパカやってきて おおなり　修司／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0114925548 あんパンのしょうめい まど　みちお／文 東京：小峰書店 書庫

特集名：長野１月児童テーマ「かきくけことばでおえういあそび」
特集期間：2021/12/22～2022/1/26



0117181313 いすにすわってたべなさい。 平田　昌広／作 東京：国土社 絵本 カ   

0117203562 いろはにほほほ かどの　えいこ／文・絵 福岡：アリエスブックス 絵本 ア   

0117253450 うたうたう 東　君平／さく・え 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0115888034 うまさんうまとび 水野　翠／さく 東京：小峰書店 書庫

0117300046 えでみるあいうえおさくぶん ニシワキ　タダシ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117208942 えじえじえじじえ 佐藤　可士和／え 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0116888348 エスカレーターいかがですかレーター 丸山　誠司／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0115262362 絵本ことばあそび 五味　太郎／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115657173 えほんであそぼうあいうえお 村上　勉／作 東京：教育評論社 絵本 カ   

0114857469 おっと合点承知之助 齋藤　孝／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117445981 おにのおにいさん さいとう　しのぶ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116274879 おばけぼうやのみずじごくうたうためぐり 川北　亮司／文 東京：くもん出版 書庫

0113975999 おひるのアヒル 中川　ひろたか／文 [東京]：PHP研究所 書庫

0117267013 おやさいめしあがれ 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   

0114859226 かいじゅうのこんだて 中川　ひろたか／文 [東京]：PHP研究所 書庫

0116824608 かえってきたへんしんトンネル あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115048738 かかかかか 五味　太郎／作 東京：偕成社 書庫

0115117160 カステラへらずぐち まど　みちお／詩 東京：小峰書店 書庫

0114240823 風の子しりとり とだ　こうしろう／作・絵 東京：戸田デザイン研究室 書庫

0117067033 かばのさら・ばらのかさ 石津　ちひろ／ことば 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0110082336 きっときってかってきて ことばあそびの会／文 東京：さ・え・ら書房 書庫

0117261396 コアラアラアラやってきて おおなり　修司／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0115107666 こえにだしてよみましょう フランチシェク・フルビーン／ぶん 東京：プチグラパブリッシング 書庫

0113526008 ここんぷいぷい 織田　道代／作 東京：福音館書店 書庫

0116656638 ことばであそぼう五七五 内田　麟太郎／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0117822031 ことばのこばこ 和田　誠／さく・え 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0117151175 ことばあそび教室 中川　ひろたか／作 東京：のら書店 絵本 ナ   

0116459595 ことばあそびどうぶつえん 石津　ちひろ／文 東京：のら書店 絵本 ナ   

0117476622 ことばあそびのたび 谷川　俊太郎／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117016238 ことばあそびレストラン 石津　ちひろ／文 東京：のら書店 絵本 ナ   

0117244368 こねことこねこ 東　君平／さく・え 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0115851461 こねこにこにこねどこでねころぶ 石津　ちひろ／文 神戸：BL出版 書庫



0114979537 ころころラッコこラッコだっこ 石津　ちひろ／文 神戸：BL出版 書庫

0117650895 こんにちワニ 中川　ひろたか／文 [東京]：PHP研究所 絵本 ハ   

0116021999 サカサかぞくのだんながなんだ 宮西　達也／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116185091 サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ 宮西　達也／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116362468 サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ 宮西　達也／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116485822 さかさことばでうんどうかい 西村　敏雄／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

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   

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   

0117241448 しりとりあそびえほん 石津　ちひろ／文 東京：のら書店 小さい絵本

0117601468 すごいたいじゅうでうごきません。 平田　昌広／作 東京：国土社 絵本 カ   

0114979545 ぞうからかうぞ 石津　ちひろ／文 神戸：BL出版 書庫

0116827528 ぞうまうぞ・さるのるさ 石津　ちひろ／ことば 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116656653 ぞうさんがびっくり! *すまいるママ*／作・絵 [東京]：教育画劇 絵本 カ   

0115917171 だじゃれオリンピック 中川　ひろたか／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0114945439 だじゃれしょくぶつえん 中川　ひろたか／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0117229484 だじゃれ世界一周 長谷川　義史／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0116138512 だじゃれ日本一周 長谷川　義史／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0115750879 だじゃれレストラン 中川　ひろたか／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0113620397 だじゃれはだれじゃ まど　みちお／文 東京：小峰書店 書庫

0117691972 ただいマンモス 鹿又　広祐／作 東京：こぐま社 絵本 カ   

0116521154 たぬきくんとことりちゃん サトシン／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116953118 たべもんどう 鈴木　のりたけ／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0116527656 だんごうおです。 平田　昌広／作 東京：徳間書店 絵本 タ   

0112768874 つきよに… 多田　ヒロシ／作 東京：こぐま社 書庫

0117244376 つけたしことばの本 だん　きょうこ／しょ 東京：高陵社書店 絵本 カ   

0115048753 ててててて 五味　太郎／作 東京：偕成社 書庫

0115082471 てんきよほうかぞえうた 岸田　衿子／作 東京：福音館書店 書庫

0116777723 てんぐ、はなをかむ。 平田　昌広／作 東京：国土社 絵本 カ   

0116906868 てんつくサーカス こうだ　てつひろ／さく 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117290585 どうぶつマンションにようこそ 二宮　由紀子／文 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117585596 どっちからよんでも 本村　亜美／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0116892951 どっちもね おおなり　修司／ことば 東京：絵本館 絵本 ア   



0116378498 ともだちぱんだ やました　こうへい／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115185829 どや 佐藤　卓／絵本構成 東京：日本放送出版協会 絵本 ナ   

0117563874 とりづくし 内田　麟太郎／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116109216 どろどろ せな　けいこ／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0114204399 どんどんちっちどんちっち 川崎　洋／作 東京：学研 絵本 カ   

0114859234 とんとんどんどん 中川　ひろたか／文 [東京]：PHP研究所 書庫

0116994823 なぞかけえほん 入船亭　扇里／文 東京：小学館 絵本 サ   

0116842014 なぞかけどうじょう 中川　ひろたか／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0114790058 なにもなくても 織田　道代／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117770941 日本どっちからよんでも 本村　亜美／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0114555055 ぬぬぬぬぬ 五味　太郎／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116895962 ねことこねこね 林　木林／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0114834997 ねずみくんのしりとり なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116909318 ねねねのねこ おおなり　修司／文 東京：絵本館 絵本 ア   

0117157073 は・は・は せな　けいこ／さく・え 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0114490196 パイがいっぱい 和田　誠／著 東京：文化出版局 絵本 ハ   

0117694703 はじめてのたべものいちにちあいうえお わたなべ　あや／作・絵 東京：学研プラス 絵本 カ   

0116584624 はっけん!ことばあそびのあっ! 石津　ちひろ／ぶん 東京：大日本図書 絵本 タ   

0115240236 ははははは 五味　太郎／作 東京：偕成社 書庫

0117708693 はやくちことばのさんぽみち 平田　昌広／文 東京：アリス館 絵本 ア   

0115770455 はやくちこぶた はやかわ　じゅんこ／著 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0117057240 はるやさいのはるやすみ 林　木林／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116633330 ぱんつくったよ。　[1] 平田　昌広／作 東京：国土社 絵本 カ   

0117871376 ぱんつくったよ。　2 平田　昌広／作 東京：国土社 絵本 カ   

0117740159 ひのたまのりのまたのひ 伊藤　文人／回文まんが 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0115262446 ビビビビビ 五味　太郎／作 東京：偕成社 書庫

0114163744 ひまへまごろあわせ まど　みちお／文 東京：小峰書店 書庫

0117181651 ふ・ふ・ふ 梅田　さとえ／さく 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0117669655 ぶぶるんふるふる まつもと　さとみ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117121707 へんしんおてんき あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115869422 へんしんオバケ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 書庫

0116540998 へんしんおんせん あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   



0116430414 へんしんかいじゅう あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116271313 へんしんクイズ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 書庫

0117238162 へんしんテスト あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115454761 へんしんトイレ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 書庫

0115871592 へんしんとびばこ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 書庫

0115444200 へんしんトンネル あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 書庫

0117588251 へんしんバス あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116100801 へんしんマジック あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 書庫

0115593576 へんしんマラソン あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 書庫

0116229337 へんしんマンザイ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116695800 へんしんレストラン あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117194589 ぼくとばく 鈴木　のりたけ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0113877872 ぽぽぽぽぽ 五味　太郎／作 東京：偕成社 書庫

0112522404 ぽぽんたのたんぽぽ 菊地　清／作 東京：偕成社 書庫

0117569996 まくらからくま コジヤジコ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0112822127 まどさんとさかたさんのことばあそび まど　みちお／文 東京：小峰書店 書庫

0117296962 マンボウひまな日 たけがみ　たえ／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0114242282 ミルクくるみ 中川　ひろたか／文 [東京]：PHP研究所 書庫

0115563769 むしのあいうえお 今森　光彦／切り絵とことば 東京：童心社 書庫

0115791964 よるくまくるよ 石津　ちひろ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   


