
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116226721 あいうえおばけのおまつりだ うえの　あきお／文 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0116767609 アイススケートペンギン 塚本　やすし／[作] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 絵本 タ   

0116349788 あたまをなくしたおとこ クレール・H.ビショップ／ぶん 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0117595181 ありんこおみこし にしはら　みのり／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115867590 アルマジロの晴れ着 かわだ　あゆこ／ぶん 東京：アスラン書房 絵本 ア   

0111068417 アンジェリーナとおまつり ヘレン・クレイグ／え 東京：大日本絵画 書庫

0117206581 イースターハッピーふっかつの日! ますだ　ゆうこ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0117212019 イードのおくりもの ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0116478843 うみのおまつりどどんとせ さとう　わきこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115526428 エイサー!ハーリー 山崎　克己／絵 東京：フレーベル館 書庫

0116401134 おかめ列車 いぬんこ／さく 東京：長崎出版 書庫

0117206136 おさるのこうすけ 武田　美穂／作・絵 東京：童心社 絵本 タ   

0117368431 おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!? トロル／さく・え 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117525501 おまつり 森　洋子／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117394833 おまつり あずみ虫／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117665026 おまつりをたのしんだおつきさま マシュー・ゴラブ／文 東京：のら書店 絵本 ナ   

0116491911 おまつりおばけ くろだ　かおる／作 東京：フレーベル館 小さい絵本

0117635516 おまつりおばけめぐり 本山　浩子／作・絵 東京：赤ちゃんとママ社 絵本 ア   

0115262420 おまつりおまつり! オトフリート=プロイスラー／さく 東京：偕成社 書庫

0116061003 おまつりおまつり やすい　すえこ／作 東京：チャイルド本社 小さい絵本

0117091140 おまつり!おまツリー!! 林　木林／作 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0110775699 お祭りのすきな ロバ 三井　小夜子／さく 東京：偕成社 書庫

0116679564 おまつりのねがいごと たしろ　ちさと／作 東京：講談社 絵本 カ   

0114829112 おまつりの日に ターシャ・テューダー／著 東京：メディアファクトリー 絵本 マ   

0116962267 おまつりやさん 飯野　由希代／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116726068 おむかえワニさん 陣崎　草子／作・絵 東京：文溪堂 書庫

特集名：長野８月児童テーマ「おまつり」
特集期間：2020/7/30～2020/8/26



0117028514 おもちゃのチャチャチャ 市原　淳／構成・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0111340691 カーニバルのおくりもの レミイ・シャーリップ／さく 東京：福音館書店 書庫

0114566300 カールくんのおまつり 油野　誠一／[作] 東京：福音館書店 書庫

0116786583 かぜのおまつり いぬい　とみこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0111012720 かやかやうま 梶山　俊夫／作 東京：童心社 書庫

0116567652 木のまつり 新美　南吉／作 東京：新樹社 絵本 サ   

0111012712 祇園祭 田島　征彦／[絵] 東京：童心社 書庫

0113976054 きしわだのだんじりまつり なかむら　しょうこ／作 東京：リーブル 書庫

0115244931 きつね 新美　南吉／作 東京：大日本図書 書庫

0116205311 ぎゅうぎゅうでんしゃ 薫　くみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115991333 きりんはダンスをおどれない ジャイルズ・アンドレイ／さく 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0114112816 きんぎょのおまつり 高部　晴市／[作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117601443 きんぎょすくいめいじん 松成　真理子／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115227472 くうちゃんとかんたのおまつり 芭蕉　みどり／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0116986357 くすのきだんちのあきまつり 武鹿　悦子／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117560425 くまのヨーキィさんとちいさなむら おまた　たかこ／文・絵 東京：小学館 絵本 サ   

0117084467 月きゅうでん 桂　文我／文 東京：小学館 絵本 サ   

0115494452 こんやもカーニバル 斉藤　洋／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117351106 さがしてみつけてなんじゃこりゃ!まつり 西山　雅子／文 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117277517 白オバケ黒オバケのみつけて絵本 うるまでるび／さく・え 東京：学研プラス 絵本 カ   

0118365477 しろくまきょうだいのセイウチまつり 庄野　ナホコ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115075194 そうたのたからもの なかむら　ひろし／作 東京：リーブル 書庫

0116125550 ソーじいじのわっしょい おおた　しんのすけ／文 東京：里文出版 絵本 ラ   

0113935258 そらとぶいぬ テッド・ヒューズ／文 東京：メディアファクトリー 書庫

0115595464 だんじりまつり はまの　ゆか／作 東京：ポプラ社 書庫

0113050769 ダンスのすきな悪魔 ヴァツラフ・ポコルニー／作 東京：宝島社 書庫

0116561879 小さなミンディの大かつやく エリック・A.キメル／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0114912595 ちいちゃんとおみこし しみず　みちを／作 東京：ほるぷ出版 小さい絵本

0113319842 チビクロ・パーティ 池田　あきこ／著 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117269266 月まつりのおくりもの 石井　睦美／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0114790090 つくってあそぼう!おまつりやたい きうち　かつ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0113508956 テクテク・キッズ　ふうせんとあそぼうの巻 きよたき　ゆりこ／え 東京：リトル・モア 書庫



0115554206 てんぐちゃんのおまつり もりやま　みやこ／さく 東京：理論社 書庫

0112769757 どうぶつたちのおまつり エンリケ・マルチネス／絵 東京：講談社 書庫

0111012738 ながさきくんち 太田　大八／作 東京：童心社 書庫

0116096744 ニャンタとポンタのわたあめやさん たちの　けいこ／さく 東京：あかね書房 書庫

0116104274 ネズミちゃんとおまつりのふうせん バレリー・ゴルバチョフ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116275553 ぱくっ せき　ゆうこ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115594954 ばけばけ町のべろろんまつり たごもり　のりこ／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0116991639 ぱれーど 山村　浩二／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0115973539 パレッタとふしぎなもくば 千葉　史子／作・絵 東京：講談社 書庫

0114649122 日滝の笛 羽生田　敏／文 松本：郷土出版社 絵本 カ   

0117269282 ファビアンのふしぎなおまつり マリット・テルンクヴィスト／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116082249 ほうねんまんさくむらまつり 西沢　杏子／ぶん 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0117044909 ポテトむらのコロッケまつり 竹下　文子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116112277 まじょまつりにいこう せな　けいこ／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0117635524 マツオとまいにちおまつりの町 スケラッコ／作 東京：亜紀書房 絵本 ア   

0116270380 まつり いせ　ひでこ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115213522 まりーちゃんとおまつり フランソワーズ／さく・え 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117638593 ムーミントロールと金のはっぱ トーベ・ヤンソン／原作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117439547 ムーミントロールと氷のおまつり トーベ・ヤンソン／原作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115593907 むしたちのおまつり 得田　之久／文 東京：童心社 書庫

0110079571 村のおまつり ブリューゲル／[画] 東京：評論社 書庫

0115652778 メグとモグ ヘレン・ニコル／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0117338129 やくそくの「大地踏」 つちだ　よしはる／作 東京：リーブル 絵本 ラ   

0117711002 やたいのおやつ ふじもと　のりこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116394743 ゆめちゃんのハロウィーン 高林　麻里／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117238568 ようかいえんのなつまつり 白土　あつこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115134462 よなかのさんぽ おかね　よしき／作 東京：ビリケン出版 絵本 ハ   

0116064148 りんちゃんとあおくんのレストラン あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   


