
可児市立図書館所蔵

分類記号 資料コード 書名 著者名 出版者名 テーマ 所蔵館

E　ｱ 101059140 あっぷっぷ くすはら　順子 チャイルド本社 わらべうたあそび 帷子

E　ｱ 003832155 あなたがとってもかわいい みやにし　たつや 金の星社 親子　成長 本館

E　ｱ 101059159 あぶくたった さいとう　しのぶ チャイルド本社 わらべうたあそび 帷子

E　ｱ 003423628 あぶない！ ラビッツアイ チャイルド本社 交通ルール　しかけ 本館

E　ｱ 002861608 あめのひのえんそく 間瀬　なおかた チャイルド本社 旅　葡萄狩り　しかけ 本館

E　ｱ 002522603 ありとすいか　 たむら　しげる ポプラ社 あり　ユーモア 本館

E　ｱ 002901982 ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 あり　ユーモア 本館

E　ｱ 002880381 あるのかな 織田　道代 鈴木出版 リズム　ダジャレ 本館

E　ｱ 003334546 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社 おもちゃ　友情 本館

E　ｱ 003815145 あんぱんまん やなせ　たかし フレーベル館 冒険　友情 本館

E　ｲ 002330767 いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子 あかね書房 ユーモア　ナンセンス 本館

E　ｲ 003476710 いただきバス 藤本　ともひこ すずき出版 バス　動物　いたずら 本館

E　ｲ 003025442 いつもいっしょに こんの　ひとみ 金の星社 大きさ　距離　親子 本館

E　ｲ 003989019 いもほりバス 藤本　ともひこ すずき出版 バス　収穫 本館

E　ｲ 200891283 いろいろバス tupera tupera 大日本図書 バス　色遊び 桜ケ丘分館

E　ｳ 003476701 うがいライオン ねじめ正一 すずき出版 ライオン　ユーモア 本館

E　ｳ 002515411 うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子  小峰書店 桜　バレリーナ 本館

E　ｳ 003631498 うみの１００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社
　海　人形

（長さ１ｍ超）
帷子分館

E　ｳ 003631498 うみキリン あきやま　ただし 金の星社 友達 本館

E　ｳ 002801440 ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 誕生日 帷子分館

E　ｳ 002652582 ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 誕生日 本館

E　ｴ 001401864 えんそく 片山　健 架空社 遠足　空想 本館

E　ｴ 100306513 えんそく 片山　健 架空社 遠足　空想 帷子分館

E　ｴ 001776146 えんそく 片山　健 架空社 遠足　空想 本館

E　ｴ 200252237 えんそく 片山　健 架空社 遠足　空想 本館

E　ｵ 001740608 おおきなかぶ Ａ．トルストイ 福音館書店 昔話　協力 本館

E　ｵ 100134849 おおきなかぶ Ａ．トルストイ 福音館書店 昔話　協力 帷子分館

E　ｵ 200131330 おおきなかぶ Ａ．トルストイ 福音館書店 昔話　協力 桜ケ丘分館

E　ｵ 002515420 おおきなもののすきなおうさま 安野　光雅 メイト ユーモア 本館

E　ｵ 002863756 おおはくちょうのそら 手島　圭三郎 リブリオ出版 家族　旅立ち　死 本館

E　ｵ 003520087 おかあさんだいすきだよ みやにし　たつや 金の星社 家族 本館

E　ｵ 003520096 おこだでませんように くすのき　しげのり 小学館 学校　七夕 本館

E　ｵ 003884142 おしくらまんじゅう かがくい　ひろし ブロンズ新社 遊び 本館

E　ｵ 002333132 おしゃれなおたまじゃくし 塩田　守男 メイト 変身　服 本館

E　ｵ 002901964 おしゃれなおたまじゃくし 塩田　守男  メイト 変身　服 本館

E　ｵ 002854200 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介 鈴木出版 祖父　家族　死 本館

E　ｵ 002490321 おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 雨　歌　ユーモア 本館

E　ｵ 002689985 おっぱい みやにし　たつや 鈴木出版 おかあさん 本館

E　ｵ 101105153 おにのパンツ 鈴木博子 チャイルド本社 歌遊び　おに 帷子分館

E　ｵ 003815136 おばけだじょ tupera tupera 学研プラス おばけ　ﾕｰﾓｱ 本館

E　ｵ 002955947 おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 恐怖　友達 本館

E　ｵ 002522612 おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 おばけ　ユーモア 帷子分館

E　ｵ 002333123 おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 おばけ　ユーモア 本館

E　ｵ 002492999 おばけのバーバパパ アネット＝チゾン 偕成社 家族　変身 本館

E　ｵ 200558255 おばけのバーバパパ アネット＝チゾン 偕成社 家族　変身 桜ケ丘分館

E　ｵ 002522640 おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 食事　友達 本館

E　ｵ 002955956 おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 病気　病院　友達 本館

E　ｵ 002258735 おばけもいますなかまがぞろぞろ 多田　ヒロシ 集文社 お化け探しゲーム 本館

E　ｵ 101077424 おふとんかけたら かがくい　ひろし ブロンズ新社 おやすみ前 帷子分館

タイトル五十音順

大型絵本　一覧
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可児市立図書館所蔵

分類記号 資料コード 書名 著者名 出版者名 テーマ 所蔵館

E　ｵ 002974746 おべんとうバス 真珠　まりこ チャイルド本社 食べ物 本館

E　ｵ 101087162 おべんとうバス 真珠　まりこ チャイルド本社 食べ物 帷子分館

E　ｵ 002924350 おべんとくん 真木　文絵 チャイルド本社 しかけ　弁当　友達 本館

E　ｵ 002696353 おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 父親　恐竜　愛情 本館

E　ｵ 000897479 おみせやさん 五味　太郎 ほるぷ出版 折本　お店　買い物 本館

E　ｵ 001081756 おみせやさん 五味　太郎 ほるぷ出版 折本　お店　買い物 本館

E　ｵ 001373699 おみせやさん 五味　太郎 ほるぷ出版 折本　お店　買い物 本館

E　ｵ 003682156 おめんです　１ いしかわ　こうじ 偕成社 しかけ　動物 本館

E　ｵ 200844630 おめんです　１ いしかわ　こうじ 偕成社 しかけ　動物 桜ケ丘分館

E　ｵ 003682165 おめんです　２ いしかわ　こうじ 偕成社 しかけ　動物 本館

E　ｵ 003403779 おやおや、おやさい 石津　ちひろ 福音館書店 野菜　マラソン 本館

E　ｶ 002581936 かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 動物　障がい 本館

E　ｶ 002253434 かばくん 岸田　衿子 福音館書店 動物園　日曜日 本館

E　ｶ 001672025 からすのパンやさん 加古　里子 偕成社 食べ物　家族 本館

E　ｶ 001773770 からすのパンやさん 加古　里子 偕成社 食べ物　家族 本館

E　ｶ 100303048 からすのパンやさん 加古　里子 偕成社 食べ物　家族 帷子分館

E　ｶ 200249984 からすのパンやさん 加古　里子 偕成社 食べ物　家族 桜ケ丘分館

E　ｶ 000988626 かわいいどうぶつのかお まえかわ　かずあき 学研 動物　大きさ 本館

E　ｶ 001869272 かわいそうなぞう 土家　由岐雄 金の星社 動物　戦争　死 本館

E　ｶ 200558246 かわいそうなぞう 土家　由岐雄 金の星社 動物　戦争　死 桜ケ丘分館

E　ｶﾞ 002522659 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 仲間　冒険 本館

E　ｷ 002863765 きたきつねのゆめ　 手島　圭三郎 リブリオ出版 自然　動物 本館

E　ｷ 002955740 きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社 親子愛　死　悲しみ 本館

E　ｷ 100855201 キャベツくん 長　新太 文研出版 空想　ユーモア 帷子分館

E　ｷ 002850972 キャベツくん 長　新太 文研出版 空想　ユーモア 本館

E　ｷ 003035912 ９９９ひきのきょうだい　 木村　研 チャイルド本社 春　蛙　兄弟 本館

E　ｷ 002691830 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研 チャイルド本社 家族　父親　ユーモア 本館

E　ｷ 003831873 給食番長 よしなが　こうた 好学社 料理　好き嫌い 本館

E　ｷ 003204210 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也 鈴木出版 森　友達　オオカミ 本館

E　ｷ 002253443 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 不思議　想像力 桜ケ丘分館

E　ｷ 002593884 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 不思議　想像力 本館

E　ｷ 101087153 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 不思議　想像力 帷子分館

E　ｷ 002970630 きんぎょがにげた 五味　太郎 福音館書店 さがし絵　参加型 本館

E　ｸ 002363104 くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 驚き　大騒ぎ 本館

E　ｸ 003560260 くだものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社 食べ物　穴あきしかけ 本館

E　ｸ 002677222 くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社 友達　感動 本館

E　ｸ 002905720 くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子  福音館書店 時代劇　泥棒　償い 本館

E　ｸ 002324741 くらべてみよう＜大きいぞうちいさいさい＞ 多田　ヒロシ 集文社 大きさ　明るさ 桜ケ丘分館

E  ｸ 003920875 クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社 ｸﾘｽﾏｽ 穴あきしかけ 本館

E　ｸﾞ 003280347 ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 料理　歌 本館

E　ｸﾞ 200131349 ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 料理　歌 桜ケ丘分館

E　ｸﾞ 100134858 ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 料理　歌 帷子分館

E　ｸﾞ 001740617 ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 料理　歌 本館

E　ｸﾞ 002905730 ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子 福音館書店 遠足　糸　ユーモア 本館

E　ｸﾞ 002863685 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子 福音館書店 クリスマス　サンタ 本館

E　ｸﾞ 100965544 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子 福音館書店 クリスマス　サンタ 帷子分館

E　ｸﾞ 002589264 グリーンマントのピーマンマン さくら　ともこ 岩崎書店 食べ物　好き嫌い 本館

E　ｸﾞ 002089580 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ 福音館書店 友達　仕事 本館

E　ｸﾞ 200378130 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ 福音館書店 友達　仕事 桜ケ丘分館

E　ｸﾞ 100406116 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ 福音館書店 友達　仕事 帷子分館

E　ｹﾞ 001773780 月ようびはなにたべる？ エリック・カール 偕成社 歌　動物　ＣＤ付き 本館

E　ｹﾞ 100303039 月ようびはなにたべる？ エリック・カール 偕成社 歌　動物　ＣＤ付き 帷子分館
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可児市立図書館所蔵

分類記号 資料コード 書名 著者名 出版者名 テーマ 所蔵館

E　ｹﾞ 200249993 月ようびはなにたべる？ エリック・カール 偕成社 歌　動物　ＣＤ付き 桜ケ丘分館

E　ｺ 002921090 ここがせかいいち！ 千葉　とき子 チャイルド本社 写真　地理 本館

E　ｺ 002863700 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店 母親　愛情 本館

E　ｺ 002905640 ことわざのえほん 西本　鶏介 鈴木出版 ことわざ 本館

E　ｺ 003051012 ころころころ 元永　定正 福音館書店 鮮やかな色 本館

E　ｻ 003403788 サンドイッチ　サンドイッチ 小西　英子 福音館書店 食べ物 本館

E　ｻ 001740626 三びきのこぶた 瀬田　貞二 福音館書店 昔話　知恵 本館

E　ｻ 100134867 三びきのこぶた 瀬田　貞二 福音館書店 昔話　知恵 帷子分館

E　ｻ 200131358 三びきのこぶた 瀬田　貞二 福音館書店 昔話　知恵 桜ケ丘分館

E　ｻ 003560270 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 伝説　昔話 本館

E　ｼ 003403670 しげちゃん 室井　滋 金の星社 名前　女の子　小学校 本館

E　ｼ 003212866 しっぽのはたらき 川田　健 福音館書店 しっぽ　クイズ 本館

E　ｼ 002863747 しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎 リブリオ出版 親子　自然 本館

E　ｼﾞ 003403797 しゅっぱつしんこう！ 山本　忠敬 福音館書店 列車　旅 本館

E　ｼ 002801341 しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 リズム　ユーモア 本館

E　ｼﾞ 003896279 地震がおきたら 谷　敏之 ＢＬ出版 防災 本館

E　ｼﾞ 003204229 じゃんけんぽん せな　けいこ 鈴木出版 じゃんけん 本館

E　ｽ    003196898 スイミー レオ＝レオニ 好学社 小さな魚　海 本館

E　ｽ    100855210 スイミー レオ＝レオニ 好学社 小さな魚　海 帷子分館

E　ｽ    002150070 すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー  偕成社 こわい話　泥棒 帷子分館

E　ｽ    002902513 すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー 偕成社 こわい話　泥棒 本館

E　ｽ    002652591 すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 おばけ　嘘つき 本館

E　ｾ 002863694 せんたくかあちゃん さとう　わきこ 福音館書店 ユーモア　雷 本館

E　ｾ 003099910 せんろはつづく 竹下　文子 金の星社 線路 本館

E　ｾ 003884151 せんろはつづく　まだまだつづく 竹下　文子 金の星社 線路 本館

E　ｾﾞ 101038328 ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター サンクチュアリ出版 ユーモア 帷子分館

E　ｿ 200841782 そらの１００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社
冒険　夜空

　（長さ１ｍ超）
桜ケ丘分館

E　ｿ 002593893 そらまめくんのベッド なかや　みわ  福音館書店 友達　思いやり　宝物 本館

E　ｿ 002253452 そらまめくんのベッド なかや　みわ  福音館書店 友達　思いやり　宝物 桜ケ丘分館

E　ｿ 100983373 そらまめくんのベッド なかや　みわ  福音館書店 友達　思いやり　宝物 帷子分館

E　ｿ 003682174 そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ  小学館 友達　仲間　生活 本館

E　ｿﾞ 002904572 ぞうのはな 堀　浩 チャイルド本社 写真　ぞう 本館

E　ｿﾞ 002203147 ぞうくんのさんぽ　 なかの　ひろたか 福音館書店 仲間 帷子分館

E　ｿﾞ 002902504 ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか 福音館書店 仲間 本館

E　ﾀ 002864646 たからものはなあに？ 吉田　隆子 金の星社 食育　食べ物 本館

E　ﾀ 003682192 たなばたバス 藤本　ともひこ 鈴木出版 七夕　雨雲 本館

E　ﾀ 002992996 たまごをこんこんこん あかま　あきこ チャイルド本社 しかけ　ひよこ　誕生 本館

E　ﾀ 100964912 たまごをこんこんこん あかま　あきこ チャイルド本社 しかけ　ひよこ　誕生 帷子分館

E　ﾀ 002333114 たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 成長　兄弟　愛情 本館

E　ﾀ 002901973 たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 成長　兄弟　愛情 帷子分館

E　ﾀ 003015105 たまごにいちゃんぐみ あきやま　ただし 鈴木出版 兄弟 本館

E　ﾀ 002863783 たまごねえちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 兄弟 本館

E　ﾀ 002970649 たまごのあかちゃん かんざわ　としこ 福音館書店 卵　動物の赤ちゃん 本館

E　ﾀ 101100907 たまごのえほん いしかわこうじ 童心社 しかけ　動物の赤ちゃん 帷子分館

E　ﾀﾞ 003476686 だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ出版 動物　言葉 本館

E　ﾀﾞ 200844640 だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー 鈴木出版 湖　氷 桜ケ丘分館

E　ﾀﾞ 003226084 だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社       ４７都道府県　言葉遊び 本館

E　ﾀﾞ 003682183 だじゃれ世界一周 長谷川　義史 理論社       世界旅行　言葉遊び 帷子

E　ﾀﾞ 003073000 だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 ゆかい　だるま 本館

E　ﾀﾞ 100925558 だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 ゆかい　だるま 帷子分館

E　ﾀﾞ 003264924 だるまさんと かがくい　ひろし ブロンズ新社 ゆかい　だるま 本館

サ行

タ行

3



可児市立図書館所蔵
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E　ﾀﾞ 003207768 だるまさんの かがくい　ひろし ブロンズ新社 ゆかい　だるま 本館

E　ﾀﾞ 003682209 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子 福音館書店 友達　雨　かみなり雲 本館

E　ﾀﾞ 101024565 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子 福音館書店 友達　くらべっこ 帷子分館

E　ﾀﾞ 002652573 ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 写真　ダンゴ虫の生活 本館

E　ﾁ 002330810 ちいさなきいろいかさ にしまき　かやこ 金の星社 雨降り　散歩　友達 帷子分館

E　ﾁ 002801323 ちいさなきいろいかさ　 にしまき　かやこ 金の星社 雨降り　散歩　友達 本館

E　ﾁ 002258726 ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 ものを大切に　献身愛 本館

E　ﾁ 003476695 ちいちゃんのかげおくり あまん　きみこ あかね書房 戦争 本館

E　ﾁ 002581945 ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 昔話　冒険　ユーモア 本館

E　ﾁ 002330613 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 誕生日　家族　成長 帷子分館

E　ﾁ 002901955 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 誕生日　家族　成長 本館

E　ﾁ 002838735 ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン 瑞雲舎  ジャングル　トラ 本館

E　ﾁ 003051228 ちゅーちゅー 宮西　達也 鈴木出版 猫とネズミ　友情 本館

E　ﾂ 002801468 つきよのくじら 戸田　和代 鈴木出版 父親　旅　感動 本館

E　ﾃ 003884170 てぶくろ ウクライナ民話 福音館書店 民話　てぶくろ 本館

E　ﾃﾞ 002589273 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた チャイルド本社 しかけ　四季 桜ケ丘分館

E　ﾃﾞ 002593919 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた チャイルド本社 しかけ　四季 本館

E　ﾃﾞ 002817708 でんしゃにのって とよた　かずひこ アリス館 動物　言葉あそび 本館

E　ﾃﾞ 003476677 でんしゃにのって とよた　かずひこ アリス館 動物　言葉あそび 本館

E　ﾄ 002801388 となりのたぬき せな　けいこ 鈴木出版 友達　喧嘩　ユーモア 本館

E　ﾄ 002493000 とべバッタ 田島　征三 偕成社 自立　昆虫 本館

E　ﾄ 002677240 ともだちや　おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 偕成社 友達　商売 帷子分館

E　ﾄ 002902040 ともだちや　おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 偕成社 友達　商売 本館

E　ﾄ 002854560 とんとんとん 上野　与志 チャイルド本社 しかけ　お客さん 本館

E　ﾄ 002581954 トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 働く　我がまま　感動 本館

E　ﾄ 003989000 とんとんとんとんひげじいさん 藤本　ともひこ チャイルド本社 歌　遊び 本館

E　ﾄﾞ 002672549 ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル ほるぷ出版 おもちゃの病院　不安 本館

E　ﾄﾞ 002801397 どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 動物　思いやり 本館

E　ﾄﾞ 003631504 どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 動物　大きさ 本館

E　ﾄﾞ 003884189 どうぶゆたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 動物　大きさ 本館

E　ﾄﾞ 001081747 どうぶつランド 五味　太郎 ほるぷ出版 折本　動物園 本館

E　ﾄﾞ 000897488 どうぶつランド 五味　太郎 ほるぷ出版 折本　動物園 本館

E　ﾄﾞ 001373680 どうぶつランド 五味　太郎 ほるぷ出版 折本　動物園 本館

E　ﾄﾞ 002677133 ドライブにいこう 間瀬　なおかた チャイルド本社 しかけ　車　家族 帷子分館

E　ﾄﾞ 002667852 どんぐりたろうのき 鶴見　正夫 佼成出版社 成長　家具　親子 本館

E　ﾄﾞ 100700146 どんぐりたろうのき 鶴見　正夫 佼成出版社 成長　家具　親子 帷子分館

E  ﾄﾞ 003920866 どんぐりむらのどんぐりえん なかや　みわ  学研プラス 園生活 仲間 本館

E  ﾄﾞ 003920884 どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ  学研プラス 食べ物 家族 本館

E　ﾅ 002863729 なにをたべてきたの？ 岸田　衿子 佼成出版社 食べ物　色 本館

E　ﾆ 002150099 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社     友達　幸せ 帷子分館

E　ﾆ 002908357 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 友達　幸せ 本館

E　ﾆ 002517363 にじいろのしまうま こやま　峰子 金の星社 病気　友達 桜ケ丘

E　ﾆ 002324723 にゃーご 宮西　達也 鈴木出版     猫とネズミ　信頼 本館

E　ﾆ 002901937 にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 猫とネズミ　信頼 本館

E　ﾆ 002861798 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子 鈴木出版 民話 本館

E　ﾈ 002666800 ねずみのいもほり 山下　明生 チャイルド本社 家族　収穫　秋 本館

E　ﾈ 003004685 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎 チャイルド本社 遠足　芋掘り　友達 本館

E　ﾈ 002864682 ねずみのかいすいよく 山下　明生 チャイルド本社 海　救助　家族 本館

E　ﾈ 002601627 ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 しかけ　入園 帷子分館

E　ﾈ 002522621 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 ユーモア 帷子分館

E　ﾈ 002901991 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 ユーモア 本館

E　ﾉ 003631489 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ 白泉社 猫　食べ物 本館

ナ行
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E　ﾉ 200834741 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ 白泉社 猫　食べ物 桜ケ丘分館

E　ﾉ 101056836 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤　ノリコ 白泉社 猫　汽車 帷子分館

E　ﾊ 100406125 はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 自立　冒険 帷子分館

E　ﾊ 200378140 はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 自立　冒険 桜ケ丘分館

E　ﾊ 002088850 はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 自立　冒険 本館

E　ﾊ 002330776 はじめてのおるすばん しみず　みちを 岩崎書店 自立　親子 本館

E　ﾊ 002693306 はじめまして 新沢　としひこ 鈴木出版 挨拶 本館

E　ﾊ 003884198
Ｈｏｗ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｄｏ？
はじめまして

新沢   としひこ      すずき出版 挨拶　英文併記 本館

E　ﾊ 003051003 はっぱのおうち 征矢　清 福音館書店    虫　雨宿り 本館

E　ﾊ 200707829 はっぱのおうち 征矢　清 福音館書店 虫　雨宿り 桜ケ丘分館

E　ﾊ 002466890 花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店 優しさ　伝説 本館

E　ﾊ 002901946 花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店 優しさ　伝説 帷子分館

E　ﾊ 002863774 はなすもんかー！ 宮西　達也 鈴木出版 ユーモア　遊び 本館

E　ﾊ 003212884 はははのはなし 加古　里子 福音館書店 虫歯　教育 本館

E　ﾊ 200249975 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 しかけ　食べ物　変身 桜ケ丘分館

E　ﾊ 100303057 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 しかけ　食べ物　変身 帷子分館

E　ﾊ 001403573 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 しかけ　食べ物　変身 本館

E　ﾊ 001773799 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 しかけ　食べ物　変身 本館

E　ﾊ 002363098 半日村 斎藤　隆介 岩崎書店 挑戦　協力 桜ケ丘分館

E　ﾊﾞ 002914096 バスでおでかけ 間瀬　なおかた チャイルド本社 しかけ　ｸﾘｽﾏｽ　家族 本館

E　ﾊﾞ 003058800 バムとケロのおかいもの 島田　ゆか 文渓堂 買い物　楽しみ 本館

E　ﾊﾞ 003269090 バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか 文渓堂 冬　スケート　友達 本館

E　ﾊﾞ 002986273 バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 文渓堂 誕生日　空の旅 本館

E　ﾊﾞ 002955722 バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓堂 雨の日　退屈 本館

E　ﾊﾞ 100964903 バムとケロのもりのこや 島田　ゆか 文渓堂 秘密基地 帷子分館

E　ﾊﾟ 002652564 ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社 恐竜　友達　冒険 本館

E　パ 003520078 パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 月　父親 本館

E　パ 101005659 パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 月　父親 帷子分館

E　ﾊﾞ 002863792 バルボンさんのおでかけ とよた　かずひこ アリス館 ワニ　おでかけ 本館

E　ﾋ 002517354 ひさの星 斎藤　隆介 岩崎書店 優しさ　死 本館

E　ﾋ 003033794 １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社
冒険　夜空

　（長さ１ｍ超）
本館

E　ﾋ 003815127 １００にんのサンタクロース 谷口　智則 文渓堂 クリスマス 本館

E　ﾋ 101033733 １００にんのサンタクロース 谷口　智則 文渓堂 クリスマス 帷子分館

E　ﾋﾟ 002522630 ぴょーん まつおか　たつひで ポプラ社 しかけ　参加型 帷子分館

E　ﾋﾟ 200744994 ぴょーん まつおか　たつひで ポプラ社 しかけ　参加型 桜ケ丘分館

E　ﾋﾟ 002902003 ぴょーん まつおか　たつひで ポプラ社 しかけ　参加型 本館

E　ﾌ 003816410 ふしぎなカサやさん みやにし　たつや 金の星社 ファンタジー　動物達 本館

E　ﾌ 002939602 ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや 金の星社 ファンタジー　動物達 本館

E　ﾌ 002593900 ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社  ｸﾘｽﾏｽ　家族　愛情 本館

E　ﾌ 003631513 フレデリック レオ＝レオニ 好学社 変わり者　友達 本館

E　ﾌﾞ 002838744 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西　達也 鈴木出版 恐怖　ユーモア 本館

E　ﾍ 002677124 へびくんのおさんぽ いとう　ひろし 鈴木出版 散歩　親切 本館

E　ﾍ 003520102 へんしんオバケ あきやま　ただし 金の星社 言葉 本館

E　ﾍ 101105144 へんしんトイレ あきやま　ただし 金の星社 言葉 帷子分館

E　ﾍ 002881665 へんしんトンネル あきやま　ただし 金の星社 言葉 本館

E　ﾎﾞ 002330829 ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ．ブラウン ほるぷ出版 母親　愛情 本館

E　ﾎﾞ 002490330 ぼくのくれよん 長　新太 講談社  動物　ユーモア 帷子分館

E　ﾎﾞ 002904044 ぼくのくれよん 長　新太 講談社  動物　ユーモア 本館

E　ﾏ 003988998 まーだだよ 間部　香代 鈴木出版 親子　遊び　かくれんぼ 本館

E　ﾏ 002493010 まどから★おくりもの 五味　太郎 偕成社 しかけ　クリスマス 本館

マ行

ハ行
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E　ﾏ 002593875 まどから★おくりもの 五味　太郎 偕成社 しかけ　クリスマス 帷子分館

E　ﾏ 003824636 まめまきバス 藤本　ともひこ 鈴木出版 節分　鬼　ねずみ 本館

E　ﾐ 003212875 みんなうんち 五味　太郎 福音館書店 トイレ　動物の排泄 本館

E　ﾒ 002905749 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 おばけ　冒険 本館

E　ﾒ 100983364 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 おばけ　冒険 帷子分館

E　ﾓ 100925567 もぐらバス 佐藤　雅彦 偕成社 乗り物 帷子分館

E　ﾓ 002817691 もこもこもこ 谷川　俊太郎 文研出版   リズム 本館

E　ﾓ 002847627 もちづきくん 中川　ひろたか チャイルド本社 しかけ　もちつき 本館

E　ﾓ 003475651 もちつき・おしょうがつ チャイルド本社 正月　クイズ付 本館

E　ﾓ 002233440 モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店   勇気　恐怖 本館

E　ﾓ 002955731 もったいないばあさん 真珠　まりこ 講談社 食べ物　しつけ 本館

E   ﾓ 003560251 ももたろう 松居　直 福音館書店 昔話 本館

E　ﾓ 003280356 もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店 森　風呂　動物 帷子分館

E　ﾓ 003051021 もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店 森　風呂　動物 本館

E　ﾓ 002677231 もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社 かくし絵　動物　不思議 本館

E　ﾓ 003325402 もりもりくまさん 長野　ヒデ子 鈴木出版 元気　言葉のリズム 本館

E　ﾓ 200762025 もりもりくまさん 長野　ヒデ子 鈴木出版 元気　言葉のリズム 桜ケ丘分館

E　ﾔ 100983355 やさいさん tupera tupera 学研教育出版 畑　クイズ　しかけ 帷子分館

E　ﾔ 003682218 やさいさん tupera tupera 学研プラス 畑　クイズ　しかけ 本館

E　ﾔ 002817717 やさしいライオン やなせ　たかし フレーベル館 死　愛情　母親 本館

E　ﾕ     002916279 ゆうたとさんぽする　 きたやま　ようこ あかね書房 犬　比べる　ユーモア 帷子分館

E　ﾕ 002873841 ゆうたはともだち きたやま　ようこ あかね書房 犬　比べる　ユーモア 本館

E　ﾖ 003198972 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社 ﾊﾗﾊﾗﾄﾞｷﾄﾞｷ　ｽﾘﾙ 本館

E　ﾖ 002863710 よくばりすぎたねこ さとう　わきこ メイト 成長　ユーモア 本館

E　ﾘ 003884160 りんごがドスン 多田　ヒロシ 文研出版 食べ物 本館

E　ﾚ 003832146 れいぞうこ 新井　洋行 偕成社 食べ物 本館

E　ﾚ 101005640 れいぞうこ 新井　洋行 偕成社 食べ物 帷子分館

E　ﾛ 002699551 ろばさんのかわいいバッグ 香山　美子 チャイルド本社 ハイキング　お弁当 本館

E　ﾜ  002863738 わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー ほるぷ出版 乗り物　宇宙 本館

E　ﾜ  002970658 わにわにのおふろ 小風　さち 福音館書店 お風呂 本館

E　ﾜ  002672530 わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし ゆきの　ゆみこ チャイルド本社 冒険　乗り物 本館

E　Ｅ 002006451
ＥＡＣＨ　ＰＥＡＣＨ　ＰＥＡＲ　ＰＬＵＭ
もものきなしのきプラムのき

Ｊａｎｅｔ　ａｎｄ　Ａｌｌａｎ　Ａｈｌｂ          東京ブックランド
桃の木　梨の木　ﾌﾟﾗﾑの

木
本館

E　Ｈ 002006460
Ｈａｖｅ　ｙｏｕ　ｓｅｅｎ　ｍｙ　ｃａｔ？
ぼくのねこみなかった？

Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 東京ブックランド 猫　ネコ科の動物 本館

E　Ｉ 002006433
Ｉ’ｍ　ａ　Ｓｅｅｄ
わたしはなんのたね

Ｊｅａｎ　Ｍａｒｚｏｌｌｏ 東京ブックランド 種　動物　植物 本館

E　Ｒ 002006442
Ｒｏｓｉｅ’ｓ　Ｗａｌｋ
ロージーのおさんぽ

ＰＡＴ　ＨＵＴＣＨＩＮＳ 東京ブックランド ユーモア　散歩 本館

E　Ｔ 001267103
でっかいうちゅうのほん　ＴＨＥ　ＧＩＡＮＴ
ＢＯＯＫ　ｏｆ　ＳＰＡＣＥ

イアン・リドバス
Ｈａｍｌｙｎ　Ｐｕ
ｂ

イラスト　宇宙 本館

E　Ｔ 001267954
でっかいこどもせかいちず　ＴＨＥ　ＧＩＡＮ
Ｔ　ＷＯＲＬＤ　ＡＴＬＡＳ

キース・ライ      
Ｈａｍｌｙｎ　Ｃｈ
ｉｌｄｒｅｎ

イラスト　地図 本館

457　ﾃﾞ 002324750 恐竜 ドゥーガル・ディクソン   集文社 恐竜　生態 本館

726　ｽ 002108470 Ｃｏｈｊｉｚｕｋｉｎ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｓ スズキ　コージ 架空社 イラスト　力強さ 本館

726　ﾎ 002324732 マイトレーヤ（弥勒）の散歩 堀越　千秋 架空社 イラスト　仏教説話 本館

ラ行

ワ行

その他（英文、絵のみ）

ヤ行
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可児市立図書館所蔵

分類記号 資料コード 書名 著者名 出版者名 テーマ 所蔵館

分類記号 資料コード 書　名 著者名 出版社 所蔵館

376　ﾅ 002429298 あかずきん 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 003728353 あわぶくかいじゅうモクモクだい！ 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001729790 うさぎとかめ 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

376　ﾅ 003727552 おおきなかぶ 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 002015002 おかしのほしのくいしんぼう 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001924098 おむすびころりん 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001729781 おむすびころりん 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

376　ﾅ 003710994 カレーでおんど 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 003702731 きたかぜとたいよう 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 002066084 金のがちょう 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 002352577 くいしんぼゴリラ 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 003755163 こぶとりじいさん 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001923330 さるかに話 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

376　ﾅ 002092600 さるかに話 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 002066075 ３びきのこぶた 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 003727561 ３びきのやぎのガラガラドン 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 002092594 ジャックと豆の木 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001729772 ジャックと豆の木 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

376　ﾅ 002365029 ともだちほしいなおおかみくん 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001923359 とんでった麦わらぼうし 中谷　真弓 メイト保育事業部 桜ケ丘分館

376　ﾅ 002066093 とんでった麦わらぼうし 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 002429304 ながぐつをはいたねこ 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ｴ 002066048 ねずみのよめいり 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

376　ｴ 001729745 ねずみのよめいり 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001737756 はだかのおうさま 中谷　真弓 メイト保育事業部 桜ケ丘分館

376　ﾅ 002066066 はだかのおうさま 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

376　ﾅ 003702722 ふしぎなキャンディーやさん 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 002066057 ブレーメンのおんがくたい 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001729763 ブレーメンのおんがくたい 中谷　真弓 メイト保育事業部 桜ケ丘分館

376　ﾅ 003111030 ○△□なーにかな？ 中谷　真弓 メイト保育事業部 本館

376　ﾅ 001923368 ももたろう 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

376　ﾅ 002014990 やさいのパーティ 中谷　真弓 メイト保育事業部 帷子分館

ヤ行

マ行

ナ行

ハ行

タイトル五十音順

エプロンシアター　一覧

タ行

カ行

サ行

ア行
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可児市立図書館所蔵

分類記号 資料コード 書名 著者名 出版者名 テーマ 所蔵館

分類記号 資料コード 書　名 著者名 出版社 所蔵館

376　ﾏ 002427159 あてっこクイズ　へんてこりんな写真 月下　和恵 アイ企画 本館

376　ｻ 003744885 いぬのおまわりさん 酒井　基宏 アイ企画 本館

376　ｱ 003111710 おおきくなったらなりたいな 秋田　桂子 アイ企画 本館

367　ﾂ 003111237 おたんじょうび、うれしいな！ 月下　和恵 アイ企画 本館

376　ｱ 003744900 かくれんぼカード 荒木　文子 アイ企画 本館

376　ｺ 001738092 きれいなお窓 古宇田　亮順　 メイト 本館

376　ｺ 001738074 しゃぼん玉　とばせ 古宇田　亮順　 メイト 本館

376　ﾏ 200406870 せんたく変身しゃわらららん 松家　まきこ アイ企画 桜ケ丘分館

376　ｺ 001738118 だれでしょう 古宇田　亮順　 アイ企画 本館

376　ｺ 200406880 誰のあしあと？ 古宇田　亮順　 アイ企画 桜ケ丘分館

377　ｺ 003744894 誰のあしあと? 古宇田　亮順　 アイ企画 本館

376　ｱ 003111587 にんじんさん　だいこんさん　ごぼうさん 荒木　文子 アイ企画 本館

376　ﾋ 003744876 はたらくくるま 弘前　ひさし アイ企画 本館

376　ﾏ 002426788 ふとんのなかで 増田　裕子 アイ企画 本館

376　ｺ 001738109 まるい卵 古宇田　亮順　 アイ企画 本館

376　ｺ 002429458 まんまるさん 古宇田　亮順　 アイ企画 本館

376　ｺﾞ 200405523 森のアイスクリームやさん 後藤　紀子 アイ企画 桜ケ丘分館

分類記号 資料コード 書　名 著者名 出版社名 テーマ 所蔵館

C9　ア 003714714 あわてないあわてない 仲川　道子 童心社 防災　地震 本館

C9　ア 002507572 あひるのおうさま　フランス民話から 堀尾　青史                                        童心社 昔話 本館

C1　ア 002439721 あんぜん寺のちんねんさん 総務庁交通安全対策室                              
全国交通安全母の会
連合室

交通ルール 本館

C1　イ 003714910 いちどとまってみぎひだり 今関　信子 童心社 交通ルール 本館

C1　イ 003714699 いなむらの火 川崎　大治 童心社 防災　津波　地震 本館

C9　オ 003336460 おうさまさぶちゃん 馬場　のぼる 童心社 創作 本館

C9　オ     002320840 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい　のりこ                                    童心社 参加型 帷子分館

C9　オ  002597293 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい　のりこ                                    童心社 参加型 本館

C9　オ 003336433 おだんごころころ 坪田　譲治 童心社 昔話 本館

C9　オ      002320831 おとうさん　スマトラの民話より 与田　凖一                                        童心社 昔話 本館

C9　ク     002507607 くれよんさんのけんか 八木田　宜子                                      童心社 創作 本館

C9　コ 003336442 こねこのしろちゃん 堀尾　青史                                        童心社 創作 本館

C9　ゴ 003336489 ごきげんのわるいコックさん まつい　のりこ                                    童心社 創作 本館

C9  シ    002507625 したきりすずめ 松谷　みよ子                                      童心社 昔話 本館

C9  シ   003562078 じごくのそうべえ　前編 田島　征彦 童心社 落語 本館

C9  シ   003562087 じごくのそうべえ　後編 田島　征彦 童心社 落語 本館

C1　タ   003714705 台風がきたぞ 千世　繭子 童心社 防災　台風 本館

C9　タ   002320822 たべられたやまんば 松谷　みよ子                                      童心社 昔話 本館

C9　デ 003815172 でんしゃがくるよ とよた　かずひこ 童心社 創作 本館

C9　ナ      002925302 なんにもせんにん 巌谷　小波                                        童心社 昔話 帷子分館

C9　ナ 003336451 なんにもせんにん 巌谷　小波                                        童心社 昔話 本館

C1　ネ 003714920 ねずみのミーちゃんききいっぱつ 上地　ちづ子 童心社 電車の安全な乗り方 本館

C9　ハ 003815154 はい、タッチ とよた　かずひこ 童心社 創作 本館

C9　ミ   002925311 みんなでぽん！ まつい　のりこ                                    童心社 創作 本館

C9　モ 003336470 もみもみおいしゃさん とよた　かずひこ 童心社 創作 本館

C9　リ 003336498 竜のおさんばさん 田村　つねこ 童心社 昔話 本館

C9　リ 003815163 りんごくんのおうちはどこ？ とよた　かずひこ 童心社 創作 本館

C1　ワ 003714901 ワンタさんは、おおいそがし やすい　すえこ 童心社 
エスカレーターの安全な

乗り方
本館

タイトル五十音順

大型紙芝居　一覧

タイトル五十音順

パネルシアター　一覧
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