
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117142489 あきとふゆ はたけのごちそうなーんだ? すずき　もも／作 東京：アリス館 絵本 ア   

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   

0115509218 あっちゃんのはたけ 大西　ひろみ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0114775604 あまいとうもろこしとカタイトウモロコシ 佐武　絵里子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115149049 いっぱいやさいさん まど　みちお／文 東京：至光社 書庫

0115862914 いろいろじゃがいも 山岡　ひかる／作 東京：くもん出版 小さい絵本

0115420341 ウルフさんのやさい畑 クレイアー・ボーリエー／作 東京：小峰書店 書庫

0116170911 エディのやさいばたけ サラ ガーランド／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115838658 おじいちゃんのカブづくり つちだ　よしはる／作・絵 東京：そうえん社 絵本 サ   

0117401109 おばけばたけ 林　なつこ／作 東京：マイクロマガジン社 絵本 マ   

0117401018 おやすみなさいトマトちゃん エリーザ・マッツォーリ／文 広島：きじとら出版 絵本 カ   

0115966145 かいわれざむらいとだいこんひめ 川北　亮司／文 東京：童心社 絵本 タ   

0115428088 かぶさんとんだ 五味　太郎／作 東京：福音館書店 書庫

0117036558 きったら、まる! 荒戸　里也子／著 東京：白泉社 小さい絵本

0116501057 きゃっきゃキャベツ いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0115429045 きゅうりさんあぶないよ スズキ　コージ／作 東京：福音館書店 書庫

0116497728 げんききゅうしょくいただきます! つちだ　よしはる／作・絵 東京：童心社 絵本 タ   

0117398164 ごろりんたまねぎ いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116811886 ごんごろじゃがいも いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116909334 こんこんとやさしいやさい とみなが　まい／作 [東京]：教育画劇 絵本 カ   

0116838764 じゃがいもじゃがじゃがさつまいも 長野　ヒデ子／作・絵 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116378530 すいかとかぼちゃの大冒険 中川　ひろたか／文 東京：自由国民社 絵本 サ   

0117266643 スープになりました 彦坂　有紀／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117165753 すききらいなんてだいきらい 櫻井　敦子／絵 東京：少年写真新聞社 絵本 サ   

0115189508 だいこんとにんじんとごぼう つるた　ようこ／さいわ・え 東京：アスラン書房 絵本 ア   

0116930223 だいこんどのむかし 渡辺　節子／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

特集名：長野７月児童テーマ「おやさい、いーっぱい！」
特集期間：2020/6/25～2020/7/29



0110095379 たべられるしょくぶつ 森谷　憲／ぶん 東京：福音館書店 書庫

0114775695 たまねぎ 花田　弥一／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117269704 たまねぎの王者ターザン 桂　文枝／原作 東京：ヨシモトブックス 絵本 ヤ   

0116543562 たまねぎちゃんあららら! 長野　ヒデ子／作・絵 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116615436 小さなたね ボニー・クリステンセン／作 東京：さ・え・ら書房 絵本 サ   

0114787153 つやっつやなす いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116581794 どっかんだいこん いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0114775638 トマトのひみつ 山口　進／文・写真 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115689952 トマトひめのかんむり 真木　文絵／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117003764 とんちずもう 入船亭　扇里／文 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   

0116798711 ながねぎきょうだい 中川　ひろたか／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117382663 ナナコのキッチンガーデン はせがわ　かこ／作・絵 東京：講談社 絵本 カ   

0117286096 にににんにんじん いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116968512 にん・にん・じんのにんじんじゃ　ぜにがめの巻 うえだ　しげこ／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0113884050 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子／絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116991993 にんじんのにんにん ふるや　かおる／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116288002 にんじんさんとじゃかじゃかじゃん 長野　ヒデ子／作・絵 東京：世界文化社 絵本 サ   

0115869240 ぬ〜くぬく 飯野　和好／さく 東京：農山漁村文化協会 書庫

0114764384 ねぼすけスーザとあかいトマト 広野　多珂子／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117075135 畑の一年 向田　智也／作 東京：小学館 絵本 サ   

0114407810 はたけのカーニバル 田島　征三／[作] 東京：童心社 絵本 タ   

0116280389 はっきよい畑場所 かがくい　ひろし／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116676453 ハナちゃんのトマト 市川　里美／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0113779771 ばばちゃんやさいがいっぱいだ! 長谷川　知子／[作] 東京：文研出版 書庫

0117203570 はるとなつ はたけのごちそうなーんだ? すずき　もも／作 東京：アリス館 絵本 ア   

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   

0115359572 ピーマンにんじんたまねぎトマト! 平田　昌広／文 東京：文化出版局 絵本 ハ   

0117087304 ピーレットのやさいづくり ウルリカ・ヴィドマーク／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116527599 ぷちぷちまめこ 川北　亮司／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115492381 ぺったん! 三枝　三七子／作 東京：あかね書房 書庫

0116814906 ぼくのかぼちゃ かもがわ　しの／作 東京：こぐま社 絵本 カ   

0116100082 マクドナルドさんのやさいアパート ジュディ・バレット／文 東京：朔北社 絵本 サ   



0116956244 まっかっかトマト いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116965427 みずやりとうばん くすのき　しげのり／作 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0116640582 モトコの食育教室　2 井上　素子／文 東京：文芸社 書庫

0115429664 やさい 平山　和子／さく 東京：福音館書店 書庫

0113883995 やさい 川上　越子／作・絵 東京：鈴木出版 書庫

0110040490 やさいをつくろう 高木　勝行／文 東京：岩崎書店 書庫

0116962317 やさいだワッショイ!おいしさとどけ隊 サトシン／さく 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0115117152 やさいだいすき 柳原　良平／作・絵 東京：こぐま社 絵本 カ   

0116057480 やさいだいすきひみつのごはん 吉田　隆子／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116187576 やさいとさかなのかずくらべ いしだ　としこ／ぶん 東京：アスラン書房 書庫

0115873085 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 書庫

0115078735 やさいのおうさま 谷地元　雄一／文 東京：講談社 書庫

0115593600 やさいのおしゃべり 泉　なほ／作 東京：金の星社 書庫

0117689265 やさいのおにたいじ つるた　ようこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117087346 やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち なかや　みわ／さく 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116116773 やさいのちいさなようせいたち 早坂　優子／さく 東京：視覚デザイン研究所 書庫

0115652919 やさいのはっぴょうかいおおさわぎ さくら　ともこ／さく 東京：PHP研究所 書庫

0115888125 やさいのはな 斎藤　光一／指導・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116937715 やさいぺたぺたかくれんぼ 松田　奈那子／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116898255 やさいもぐもぐ ふくざわ　ゆみこ／さく・え 大阪：ひかりのくに 小さい絵本

0116027533 やさいやさいおおきくな〜れ! 深山　さくら／ぶん 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0114232598 やさいさんごめんね 志茂田　景樹／作 東京：Kiba Book 書庫

0115428617 やさいたちのうた 藤富　保男／詩 東京：福音館書店 書庫

0117628925 やさいばたけカーレース やぎ　たみこ／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0115074098 やさいばたけははなばたけ 広野　多珂子／作・絵 東京：佼成出版社 書庫

0117464701 やまのおなか ちえちひろ／作・絵 東京：パイインターナショナル 絵本 ハ   

0116109588 るきちゃんのえてがみ かたくるみ／文 東京：集英社 書庫

0113861637 ワイワイばたけはおおさわぎ つちだ　よしはる／さく 東京：PHP研究所 書庫


