
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115429805 あめふり さとう　わきこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116854993 あやちゃんのおばあちゃん すずき　ともこ／文 東京：文芸社 絵本 ハ   

0116898388 ありがとさん こんの　ひとみ／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0115870990 いいからいいから　2 長谷川　義史／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0116100926 いいからいいから　3 長谷川　義史／作 東京：絵本館 書庫

0116199746 いいからいいから　4 長谷川　義史／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0117379842 いいからいいから　5 長谷川　義史／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0117563833 いないいないばあさん 佐々木　マキ／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0116882408 いわんこっちゃない スギヤマ　カナヨ／著 東京：少年写真新聞社 絵本 サ   

0116187949 うさこちゃんのおじいちゃんへのおくりもの ディック・ブルーナ／ぶん　え 東京：福音館書店 小さい絵本

0116938127 うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え 東京：福音館書店 小さい絵本

0116187972 うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え 東京：福音館書店 小さい絵本

0115532913 うちのおじいちゃん 谷口　國博／文 東京：世界文化社 絵本 サ   

0117391391 エマおばあちゃん、山をいく ジェニファー・サームズ／作 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0117272302 おじいさん 啞無／さく・え 東京：文芸社 絵本 ハ   

0113737944 おじいさんならできる フィービ・ギルマン／作・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116598764 おじいさんのしごと 山西　ゲンイチ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117288209 おじいちゃん 梅田　俊作／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117622522 おじいちゃんがのこしたものは… マイケル・モーパーゴ／文 東京：評論社 絵本 ハ   

0117438945 おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ・フッド／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116112483 おじいちゃんとテオのすてきな庭 アンドリュー・ラースン／文 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0117131144 おじいちゃんとぼく 矢崎　節夫／文 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116769555 おじいちゃんとのやくそく 石津　ちひろ／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117232074 おじいちゃんのざぶとん のむら　みゆ／ぶん 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117127837 おじいちゃんのだいこうぶつ まご 塚本　やすし／絵 東京：朝日新聞出版 絵本 ア   

0117728212 おじいちゃんの手帳 藤川　幸之助／さく 京都：クリエイツかもがわ 絵本 カ   

特集名：長野９月児童テーマ「だいすき！おじいちゃん、おばあちゃん」
特集期間：2020/8/28～2020/9/24



0116375015 おじいちゃんのふね ひがし　ちから／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117050179 おじいちゃんのゆめのしま ベンジー・デイヴィス／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0116391939 おじいちゃんはロボットはかせ つちや　ゆみ／さく・え 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0115527186 おじいちゃんちでおとまり なかがわ　ちひろ／さく・え 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115445264 おばあさんのすぷーん 神沢　利子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116924739 おばあさんのひっこし エドナ・ベッカー／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116909425 おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野　ヒデ子／作 東京：童心社 絵本 タ   

0117214908 おばあちゃんがこどもだったころ 菅沼　孝浩／著 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115096620 おばあちゃんがちいさかったころ ジル・ペイトン・ウォルシュ／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0117476655 おばあちゃんがやってきた 重本　あき子／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116895723 おばあちゃんからライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117348227 おばあちゃんとおんなじ なかざわ　くみこ／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117733865 おばあちゃんとことりと ベンジー・デイヴィス／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117570051 おばあちゃんのアラッ? 長谷川　舞／著 東京：少年写真新聞社 絵本 サ   

0118365428 おばあちゃんのおくりもの キャリー・ガラッシュ／文 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116400813 おばあちゃんのおはぎ 野村　たかあき／作・絵 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116334749 おばあちゃんのこもりうた 西本　鶏介／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116282856 おばあちゃんのたんじょうび くすのき　しげのり／原作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116875998 おばあちゃんのななくさがゆ 野村　たかあき／作・絵 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116427741 おばあちゃん、まっててね! いけずみ　ひろこ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117712257 おばあちゃんもこどもです いもと　ようこ／作絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117131219 おばあちゃんはだれににているの? フェリドゥン・オラル／文・絵 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117692103 おもいではきえないよ ジョセフ・コエロー／作 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117405811 カタカタカタ リン　シャオペイ／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116485814 がんばれ、おじいちゃん 西本　鶏介／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116902719 きめてよ、おじいちゃん! ジャン・ルロワ／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117720953 きりかぶのきりじいちゃん なかや　みわ／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0116500836 グランパ・グリーンの庭 レイン・スミス／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117638791 ごめんなさい! いもと　ようこ／作絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116208000 さよなら、おばあちゃん 西本　鶏介／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115252116 じいじのさくら山 松成　真理子／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116243262 したきりすずめ 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   



0116240524 すずおばあさんのハーモニカ あまん　きみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117124982 すてきなステッキ 深見　春夫／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116775271 だいすきなおばあちゃん 日野原　重明／文 東京：朝日新聞出版 絵本 ア   

0115225955 たいへんなひるね さとう　わきこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117728303 だから、さびしくない 落合　久恵／さく・え 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0116504150 だってだってのおばあさん 佐野　洋子／さく・え 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117087619 たまこおばあちゃんたびにでる ませぎ　りえこ／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116739129 チャーリー、おじいちゃんにあう エイミー・ヘスト／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117318238 藤吉じいとイノシシ 椋　鳩十／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0116796079 ドラキュラば〜ちゃん ささき　みお／さく・え 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117258707 とりこしふくろう 滑川　まい／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117632067 とんでいったふうせんは ジェシー・オリベロス／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117660282 なんと!ようひんてん 石川　基子／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117743146 ねことおばあさん ティエン　ユアン／さく 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0117165480 ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116176538 花さかじい 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115997447 ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとう　わきこ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116283607 ひいばあのチンチンでんしゃ さくらい　ともか／著 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117657213 ひとりぼっちのモンスター アンナ・ケンプ／さく 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117072256 ピヨピヨおばあちゃんのうち 工藤　ノリコ／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117644807 「へてかへねかめ」おふろでね 宮川　ひろ／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116835679 ぼくのおじいちゃん マルタ・アルテス／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116916115 ぼくのジィちゃん くすのき　しげのり／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116633397 マールとおばあちゃん ティヌ・モルティール／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0116900812 毎日楽しくてしょうがなか! 島田　洋七／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117371179 もったいないばあさんのおいしいあいうえお 真珠　まりこ／作・絵 東京：講談社 絵本 カ   

0116353202 ものしりひいおばあちゃん 朝川　照雄／作 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115430936 やまのぼり さとう　わきこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117453381 ゆうたのおじいちゃん きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房 小さい絵本

0117453399 ゆうたのおばあちゃん きたやま　ようこ／作 東京：あかね書房 小さい絵本

0116979220 ラブリーオールドライオン ジュリア・ジャーマン／さく 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117604850 わたしゃほんとにうんがいい せな　けいこ／文・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   


