
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115527145 あかりをけして アーサー・ガイサート／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116738618 いぬのロケット本を読む タッド・ヒルズ／作 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116517863 いろんなこそだてずかん 平田　昌広／作 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0114114721 えほんはしずかによむもの シュテファン・ゲンメル／ぶん 東京：新世研 絵本 サ   

0114997026 エリザベスは本の虫 サラ・スチュワート／文 東京：アスラン書房 絵本 ア   

0117267112 エンリケタ、えほんをつくる リニエルス／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117057224 オオカミがキケンってほんとうですか? せき　ゆうこ／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116339375 おやすみなさいをするまえに ジリアン・シールズ／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117041798 かあちゃんえほんよんで かさい　まり／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115286585 きみのえほん 山岡　ひかる／作・絵 東京：文溪堂 書庫

0116590613 このあかいえほんをひらいたら ジェシー・クラウスマイヤー／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117235002 この本をかくして マーガレット・ワイルド／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116630005 これはちいさな本 レイン・スミス／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116699323 さみしかった本 ケイト・バーンハイマー／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117203919 しろいえほん もり　こういちろう／著 福岡：梓書院 絵本 ア   

0116288226 水曜日の本屋さん シルヴィ・ネーマン／文 東京：光村教育図書 書庫

0116288234 水曜日の本屋さん シルヴィ・ネーマン／文 東京：光村教育図書 書庫

0117619353 だいすきな先生へ デボラ・ホプキンソン／文 東京：評論社 絵本 ハ   

0113430185 大草原のとしょかんバス 岸田　純一／作 東京：岩崎書店 書庫

0115673253 つばさをもらったライオン クリス・コノヴァー／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116906918 ティモシーとサラちいさなとしょかん 芭蕉　みどり／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117472704 トカゲのともだち あさお　よう／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0113900757 としょかんへいくピープちゃん クレシッダ・コーウェル／さく 東京：評論社 書庫

0117271866 としょかんへぴょん!ぴょん!ぴょん! アニー・シルヴェストロ／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117288654 図書館を心から愛した男 アンドリュー・ラーセン／文 東京：六耀社 絵本 ラ   

特集名：長野６月児童テーマ「本の本」
特集期間：2020/5/25～2020/6/25



0113416010 図書館だいすき マルタ・アビレス／文・絵 東京：蝸牛社 書庫

0113983324 としょかんたんていゆめきちくん J‐B.バロニアン／ぶん 東京：評論社 書庫

0116682865 図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116466343 としょかんねこデューイ ヴィッキー・マイロン／文 東京：文化学園文化出版局 絵本 ハ   

0116454323 としょかんねずみ　[1] ダニエル・カーク／さく 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0114307994 としょかんのねこ みやかわ　けんじ／さく 東京：新世研 書庫

0116716127 としょかんのよる ローレンツ・パウリ／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115656522 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117607622 としょかん町のバス イクタケ　マコト／絵 東京：少年写真新聞社 絵本 サ   

0117398081 としょかんやさん 魚瀬　ゆう子／ぶん 富山：桂書房 絵本 カ   

0116851858 トマス・ジェファソン 本を愛し、集めた人 バーブ・ローゼンストック／文 東京：さ・え・ら書房 絵本 サ   

0116158122 トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ／ぶん 東京：さ・え・ら書房 絵本 サ   

0116283110 トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ／ぶん 東京：さ・え・ら書房 書庫

0116283128 トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ／ぶん 東京：さ・え・ら書房 書庫

0115862997 ナーベルちゃんとマーブルちゃん たんじ　あきこ／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117039495 ねこのピートはじめてのがっこう エリック・リトウィン／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115470676 バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター／絵と文 東京：晶文社 絵本 サ   

0114930571 ビバリーとしょかんへいく アレクサンダー・スタッドラー／作 東京：文化出版局 絵本 ハ   

0117694190 フランクリンとルナ、本のなかへ ジェン・キャンベル／ぶん 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117334953 フランクリンの空とぶ本やさん ジェン・キャンベル／ぶん 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116278748 ぼくの図書館カード ウイリアム・ミラー／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116182122 ぼくのブック・ウーマン ヘザー・ヘンソン／文 東京：さ・え・ら書房 絵本 サ   

0116860958 ほんをひらいて トニ・モリスン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116300005 ほんをよめばなんでもできる ジュディ・シエラ／文 東京：セーラー出版 絵本 サ   

0116607052 本、だ〜いすき! ジュディ・シエラ／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116317314 ほんなんてだいきらい! バーバラ・ボットナー／ぶん 東京：主婦の友社 絵本 サ   

0117238618 本の子 オリヴァー・ジェファーズ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116166232 ほんやのいぬくん ルイーズ・イェーツ／さく・え 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116282971 ほんやのいぬくん ルイーズ・イェーツ／さく・え 東京：岩崎書店 書庫

0116282989 ほんやのいぬくん ルイーズ・イェーツ／さく・え 東京：岩崎書店 書庫

0117312363 まほうの絵本屋さん 小手鞠　るい／作 神戸：出版ワークス 絵本 サ   



0116182130 ママ、お話読んで バシャンティ・ラハーマン／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0115839979 ママのちいさいころのおはなし キャサリン・ラスキー／ぶん 東京：バベルプレス 絵本 ハ   

0116326299 ママのとしょかん キャリ・ベスト／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0117651182 みーんなねちゃった? オードレイ・プシエ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0113395446 みさきめぐりのとしょかんバス 松永　伊知子／作 東京：岩崎書店 書庫

0117334532 もしぼくが本だったら ジョゼ・ジョルジェ・レトリア／ぶん 東京：KTC中央出版 絵本 カ   

0117211797 もりのとしょかん ふくざわ　ゆみこ／作・絵 東京：学研プラス 絵本 カ   

0116321993 ろばのとしょかん ジャネット・ウィンター／文と絵 東京：集英社 絵本 サ   

0117130641 わたしのそばできいていて リサ・パップ／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   


