
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

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

0114811490 あしたえんそく! 武田　美穂／絵・文 東京：理論社 絵本 ラ   

0117418947 ウインナさん YUMOCAM／作 東京：白泉社 絵本 ハ   

0115778656 うさぎ小学校のえんそく アルベルト・ジクストゥス／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116815168 えんそくくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 絵本 カ   

0113628143 大どろぼうのどきどきべんとう 山脇　恭／作 東京：偕成社 書庫

0116985904 おかあさんのおべんとう たるいし　まこ／作 東京：童心社 絵本 タ   

0117391805 おばけのかくれんぼべんとう 木坂　涼／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117328716 おはなみくまちゃん シャーリー・パレントー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116332248 おべんとうんち 石倉　ヒロユキ／作・絵 東京：幻冬舎エデュケーション 書庫

0115154619 おべんともって 森山　京／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0116997461 おべんとう さとう　めぐみ／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117635557 おべんとういっしゅうかん 出口　かずみ／作・絵 東京：学研プラス 絵本 カ   

0110045515 おべんとうを たべたのはだあれ 神沢　利子／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0110019544 おべんとうかくれんぼ 中林　影／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0117351080 おべんとうしろくま 柴田　ケイコ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116916149 おべんとうだれとたべる? あずみ虫／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115446999 おべんとうなあに? 山脇　恭／作 東京：偕成社 書庫

0115447179 おべんとうなあに? 山脇　恭／作 東京：偕成社 書庫

0116404310 おべんとうなあにかな? 小林　治子／絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0114158371 おべんとうのあぶないえんそく 矢玉　四郎／作　絵 東京：教育画劇 書庫

0114567464 おべんとうのえんそく 矢玉　四郎／作　絵 東京：教育画劇 書庫

0116570664 おべんとうさんいただきます 堀川　真／作　絵 [東京]：教育画劇 絵本 カ   

0117226233 おべんとうばこのぱっくん ひらの　ゆきこ／さく・え 東京：教育画劇 絵本 カ   

0113409544 きつねえんでおべんとう こわせ　たまみ／さく 東京：PHP研究所 書庫

0113043111 きょうはおべんとうのひ みやもと　ただお／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

特集名：長野４月児童テーマ「おべんとう」
特集期間：2020/3/26～2020/4/30



0115936130 くまのこミンのおうち あいはら　ひろゆき／文 東京：講談社 絵本 カ   

0111407169 こりすのトトのおべんとう あすか　けん／作 東京：偕成社 書庫

0113979702 せとうちたいこさんえんそくいきタイ 長野　ヒデ子／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0117240945 タコめし つきおか　ようた／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0111764221 たのしいねおべんとう 間所　ひさこ／文 東京：ポプラ社 書庫

0115594194 たろうとはなのおべんとう メグ ホソキ／[作] 東京：学研 書庫

0116640491 にゃんにゃんべんとう きむら　ゆういち／作 東京：世界文化社 絵本 サ   

0115736399 ばあちゃんのきんぴら 大原　由佳／著 東京：文芸社 書庫

0116275553 ぱくっ せき　ゆうこ／作 東京：小学館 書庫

0113816086 はじめてのおべんとう みなかみ　ひろみ／作 東京：小学館 書庫

0117619742 はしれ!おべんとう 片平　直樹／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117277640 パパ、サンドイッチつくってあげる! ピップ・ジョーンズ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116326315 はらぺこブブのおべんとう 白土　あつこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 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   

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

0116047531 パンやのろくちゃん でんしゃにのって 長谷川　義史／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116756008 ピクニック ジョン・バーニンガム／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0114900178 ピクニックにいこう! パット・ハッチンス／作・絵 東京：徳間書店 書庫

0114740574 べべべんべんとう さいとう　しのぶ／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116553389 べんとうべんたろう 中川　ひろたか／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0114925480 ぼくのおべんとう スギヤマ　カナヨ／さく 東京：アリス館 書庫

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   

0113223473 まっ黒なおべんとう 児玉　辰春／文 東京：新日本出版社 書庫

0116919382 まんてんべんとう くすのき　しげのり／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116909490 まんなかのはらのおべんとうや やすい　すえこ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117062513 まんなかのはらのおべんとうや そらのこのおはなし やすい　すえこ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116953027 みんなからみえないブライアン トルーディ・ラドウィッグ／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116543588 めんたくんのたんじょうび デハラ　ユキノリ／さく 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0111316253 もりのおべんとうやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 書庫

0115467078 やさいのえんそくおおさわぎ さくら　ともこ／さく 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0115448573 リュックのピクニック いちかわ　なつこ／作絵 東京：ポプラ社 書庫



0115448771 リュックのピクニック いちかわ　なつこ／作絵 東京：ポプラ社 書庫

0116449125 りんちゃんとあおくんのおでかけ あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0114441124 るーぱくんのおべんとう もりた　かず／さく 東京：アスラン書房 書庫

0115991325 ワオとレオンのぱっくんごろごろおべんとう きむら　ゆういち／さく [東京]：長崎出版 絵本 ナ   

0116706565 わくわくおべんとう おおで　ゆかこ／絵 東京：河出書房新社 絵本 カ   

0114925506 わたしのおべんとう スギヤマ　カナヨ／さく 東京：アリス館 書庫

0116105057 わたしはおにぎり 赤川　明／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫


