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0116587874 赤い実かがやく 野中　柊／さく 東京：そうえん社 絵本 サ   

0115754103 あきにであったおともだち 亀岡　亜希子／作・絵 東京：文溪堂 絵本 ハ   

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   

0112408232 あたまのうえにりんごがいくつ? セオ・レスィーグ／作 東京：ペンギン社 絵本 ハ   

0115216723 いっしょにごはんたべよ ペク　ソク／文 東京：平凡社 絵本 ハ   

0115932907 いもほり はまの　ゆか／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117127878 いもほりくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116096553 いもほりバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116112509 いもほりやま 山岡　みね／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117226241 いろいろきのこ 山岡　ひかる／作 東京：くもん出版 小さい絵本

0116533548 うさぎのおくりもの ビーゲン セン／作 東京：汐文社 絵本 タ   

0116786575 おいしいものつくろう 岸田　衿子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0113982243 おいでよおいでよやまのあき 長野　博一／作 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116979485 おいもがいっぱい 久保田　昭三／お話 東京：遊行社 絵本 ヤ   

0116916768 おきたらごはん 岩合　光昭／[作] 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115959710 おさんぽくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 絵本 カ   

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   

0116243361 おちばきょうそう 白土　あつこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0118365667 おでん　おんせん 山田　ゆみ子 福音館書店 絵本 ハ   

0116047853 おなかのすいたばったのトト 得田　之久／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

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

0114775653 かき 矢間　芳子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0111883047 かきのみいっぱい 日高　正子／絵と文 東京：福武書店 書庫

0116994856 カボチャのなかにたねいくつ? マーガレット・マクナマラ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116976226 カメくんとアップルパイ 谷口　智則／作 東京：アリス館 絵本 ア   

特集名：長野１０月児童テーマ「山のごちそう」
特集期間：2020/9/24～2020/10/28



0113981153 きいちゃんのどんぐり おおしま　たえこ／さく 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115946121 きのこ 高山　栄／指導・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0114311202 きのこはともだち 松岡　達英／構成 東京：偕成社 絵本 カ   

0115039885 木の実とともだち 松岡　達英／構成 東京：偕成社 絵本 カ   

0113966113 きんいろのとき アルビン・トレッセルト／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115377046 くまさんとおちば 森山　京／さく 東京：ポプラ社 小さい絵本

0113633168 クマとうさんのピクニック デビ・グリオリ／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0115757809 くるくるくるみ 松岡　達英／さく・え [東京]：そうえん社 絵本 サ   

0117654079 こねこのルップりんごだいすき ももろ／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0115652828 さるのこしかけ 宮沢　賢治／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116104662 さるかにがっせん 舟崎　克彦／文 東京：小学館 絵本 サ   

0115226615 3びきのくま トルストイ／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0112408059 シオドアとものいうきのこ レオ・レオニ／著 東京：ペンギン社 書庫

0115432676 しげみむらおいしいむら カズコ・G.ストーン／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115942401 そばがらじさまとまめじさま 小林　輝子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117347856 そらからぼふ〜ん 高畠　那生／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116464413 滝のむこうの国 ほりかわ　りまこ／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117725341 たのしい森をさがして ヤン　ホンイン／文 東京：樹立社 絵本 サ   

0115449035 たべられたやまんば 瀬川　康男／絵 東京：フレーベル館 書庫

0116479551 チャレンジ!どんぐりクッキー 平田　昌広／ぶん 東京：大日本図書 絵本 タ   

0116992090 つきよのうた はせがわ　さとみ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0116832551 とっくんトラックもりへぶぶー いわむら　かずお／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115674822 とびっきりのごちそう 海谷　泰水／さく 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0116770041 どんぐり エドワード・ギブス／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117651174 どんぐりころころそのあとは… 志村　まゆみ／作・絵 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116084922 どんぐりロケット 早川　純子／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116479635 どんぐりちゃん アン　ドヒョン／文 東京：星の環会 絵本 ハ   

0115619702 なしとりきょうだい かんざわ　としこ／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116735846 バーバパパのジュースづくり アネット=チゾン／さく 東京：講談社 小さい絵本

0115952798 はちみつチーズケーキ たちもと　みちこ／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115369134 はらぺこくま ハインツ・ヤーニッシュ／文 浜松：ひくまの出版 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   



0116112780 はらぺこヘビくん みやにし　たつや／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116533639 ひとりぼっちのりんごのき 三原　佐知子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115689994 ぶどうのたね こんどう　まさよ／さく・え 東京：文芸社 書庫

0114248677 ぶどう畑のアオさん 馬場　のぼる／文・絵 東京：こぐま社 書庫

0115840472 フラニーとメラニー もりのスープやさん あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：講談社 絵本 カ   

0117139063 ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116305939 ポポくんのかぼちゃカレー accototo／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117125005 本日お月見日より せんつる　やよい／文 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117057331 まのいいりょうし 瀬田　貞二／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117009860 まあちゃんとりすのふゆじたく かとう　まふみ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116633793 まゆとうりんこ 富安　陽子／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115430803 まゆとおに 富安　陽子／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117277590 まんなかのはらのおべんとうや たねっぽのおはなしやすい　すえこ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116451675 みんなでいただきます 内田　恭子／文 東京：講談社 絵本 カ   

0115436800 もりいちばんのおともだち ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：福音館書店 書庫

0117055137 もりのケーキ さはら　ゆうき／ぶん 静岡：マイルスタッフ 絵本 マ   

0117598466 森のゲオルグ ノーブスミー／さく・え 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0116789934 もりはいいところ 三木　卓／文 [東川町(北海道)]：写真文化首都北海道「写真の町」東川町絵本 サ   

0116243304 モリくんのおいもカー かんべ　あやこ／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116419466 やきいもするぞ おくはら　ゆめ／作 武蔵野：ゴブリン書房 絵本 カ   

0115004046 やまからのてがみ 千世　繭子／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115432882 やまこえのこえかわこえて こいで　やすこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116524307 やまのおみやげ 原田　泰治／作　絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115300683 山のごちそうどんぐりの木 ゆのき　ようこ／文 東京：理論社 絵本 ラ   

0114236185 やまのこもりうた 渡辺　有一／絵 東京：あすなろ書房 書庫

0116087479 やまのバス 内田　麟太郎／文 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0113890859 やまなしもぎ 平野　直／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117542993 ゆっくりくまさん 森　比左志／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115171167 ランスロットのきのこがり たむら　しげる／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115369068 ランスロットのはちみつケーキ たむら　しげる／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116060419 リンゴのたねをまいたおひめさま ジェーン・レイ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116599010 りんごちゃん 中野　真典／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   



0113336226 りんご畑の九月 後藤　竜二／ぶん 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0115920258 りんごろうくんのもりあるき わたなべ　てつた／さく 東京：アリス館 絵本 ア   

0117711309 わたしたちのえほん 南谷　佳世／文 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0115739195 わんことりんご 佐々木　トオル／さく・え 東京：新風舎 絵本 サ   

0116838988 んふんふ なめこ絵本 Beeworks／監修 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117162750 みんなのあかいほん Kotimi／文 東京：アートデイズ 絵本 ア   

0116861212 むらさき色の滝 帚木　蓬生／作 東京：女子パウロ会 絵本 サ   

0115202517 モンゴルの黒い髪 バーサンスレン・ボロルマー／絵・文 福岡：石風社 絵本 サ   

0115516700 やぎとぎんのすず 八百板　洋子／文 東京：鈴木出版 書庫

0117211771 ゆうかんなねこ?くろすけ エド・ヴィアー／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116097007 ゆきとくろねこ 竹下　文子／作 東京：岩崎書店 書庫

0117356394 レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース／作 東京：汐文社 絵本 タ   

0115945727 レッド・ブック バーバラ・レーマン／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0113988042 ロビンの赤いベスト ジャン・フィアンリー／さく 東京：評論社 書庫

0116391947 わたしはあかねこ サトシン／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   


