
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116950007 あおぞらくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117353409 あそぼう!はなのこたち エリザベス・イワノフスキー／作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117795302 あたしは花ムーラン チン　ウェンチュン／文 東京：樹立社 絵本 サ   

0117785931 アネモネ戦争 上村　亮太／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0114182231 アンナと冬のすみれ ネッティ・ローウェンスタイン／再話 東京：徳間書店 絵本 タ   

0114927536 イーダちゃんのはな アンデルセン／[原作] 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0117050104 いけいけ!しょうがくいちねんせい 中川　ひろたか／ぶん 東京：小学館 絵本 サ   

0117154195 いのちのはな のぶみ／さく 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0115714883 いばらひめ グリム／原作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115651648 うさぎのはなたば 松居　スーザン／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0114828247 うたってくださいことりさん 五味　太郎／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0116096223 うふっ! 高畠　純／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116780867 うまやのそばのなたね 新美　南吉／作 東京：新樹社 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   

0116902735 オチビサンのひみつのはらっぱ 安野　モヨコ／原作・絵 東京：講談社 絵本 カ   

0115847733 おばけの花見 内田　麟太郎／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116200072 お花畑みつけた! 天野　喜孝／原作 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117570002 おやゆびひめ アンデルセン／作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0114904642 おやゆびひめ アンデルセン／[原作] 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0115181836 おやゆびひめ H.C.アンデルセン／原作 東京：小学館 絵本 サ   

0116789736 かまきりとしましまあおむし 澤口　たまみ／文 東京：農山漁村文化協会 絵本 ナ   

0116778283 きせきのお花畑 藤原　幸一／著 東京：アリス館 絵本 ア   

0117697409 きっとそこにいるから 松尾　たいこ／著 東京：集英社 絵本 サ   

0116005208 きらきらピンク ナン・グレゴリー／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0113569727 くさのなかのおひめさま アスビョルンセン／再話 東京：セーラー出版 絵本 サ   

0117016097 くさばななあに 星燈社／絵 東京：学研プラス 絵本 カ   

特集名：長野４月児童テーマ「いろんなお花のえほん」
特集期間：2021/3/25～2021/4/28



0115273575 くまのこミンのおはなばたけ あいはら　ひろゆき／文 [東京]：ソニー・マガジンズ 絵本 サ   

0116021627 皇帝にもらった花のたね デミ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116692435 こぐまのくうちゃん あまん　きみこ／文 東京：童心社 絵本 タ   

0116255720 こぐまのはっぱ ほんま　まゆみ／さく 東京：小峰書店 絵本 カ   

0115840001 ここにいきるみんなのもの ジリアン・ローベル／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0116132143 ことり まど　みちお／詩 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116174459 こばんざくら ビーゲン セン／作 東京：汐文社 絵本 タ   

0113705339 ゴムあたまポンたろう 長　新太／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116624230 さくら 田畑　精一／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116324518 さくらのさくらちゃん 中川　ひろたか／文 東京：自由国民社 絵本 サ   

0117683805 さくらの谷 富安　陽子／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0117765826 さすらいのルーロット かなざわ　まゆこ／作 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0116018623 サルくんとブタさん たどころ　みなみ／さく・え 東京：汐文社 絵本 タ   

0116930082 サンパギータのくびかざり 松居　友／文 国立：今人舎 絵本 ア   

0115668295 さんぽみちははなばたけ 広野　多珂子／作・絵 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   

0117186890 白い花びら やえがし　なおこ／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117468728 スイレンの花のように パスカル・ルメートル／作・絵 東京：汐文社 絵本 タ   

0117414748 すきま地蔵 室井　滋／文 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116203126 それはもりのこもりうた 松居　スーザン／文 東京：童心社 絵本 タ   

0116772492 ターシャの農場の12カ月 ターシャ・テューダー／著 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0116919234 たんぽぽ 荒井　真紀／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116342312 タンポポたいへん! シャーロット・ミドルトン／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116909409 たんぽぽねこ せな　けいこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0114796279 タンポポの金メダル 山本　早苗／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117290981 チューリップ 荒井　真紀／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0114903271 チュウリップの幻術 宮沢　賢治／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116772534 月見草の花嫁 飯野　和好／絵と文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117031328 ディズニープリンセスニュー・ストーリー　4 うさぎ出版／編集 [東京]：うさぎ出版 絵本 ア   

0117789248 でんちゃんとせんちゃん 丸山　誠司／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117315218 どこでもいけるよ 古瀬　稔／作・イラストレーション 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0116962200 ど根性ひまわりのき〜ぼうちゃん 漆原　智良／作 東京：第三文明社 絵本 タ   



0117142562 どででんかぼちゃ いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116767583 とどけ、みんなの思い 夢ら丘　実果／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0114851561 ともだち 片山　令子／文 東京：ビリケン出版 絵本 ハ   

0116174418 ともだちくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117127886 なきうさぎのピッチだいじょうぶ 本田　ちえこ／作 東京：芸文社 絵本 カ   

0117673640 泣き虫なお花屋さん 雨音　はるじ／さく・え 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0117199273 なぜなぜクイズ絵本　[4-1] 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0117785857 なぞなぞのにわ 石津　ちひろ／なぞなぞ 東京：偕成社 絵本 カ   

0116669920 なないろどうわ 真珠　まりこ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117785899 菜の花列車しゅっぱつしんこう! なかがわ　あきら／文 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0117797985 にじいろのせかい 刀根　里衣／著 東京：NHK出版 絵本 ア   

0115500209 にちようびのばら 松成　真理子／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116805599 ノウサギとヤマユリ 菊池　和美／絵と文 川崎：てらいんく 絵本 タ   

0114466782 のはらまつり 近藤　薫美子／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116857954 はじまりのはな マイケル・J.ローゼン／文 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116346651 ハスの花の精リアン チェン　ジャンホン／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115838682 はなさかじい 松谷　みよ子／[著] 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   

0116601634 はなさかじいさん こわせ　たまみ／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0111002929 花さき山 斎藤　隆介／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0114130230 はなたれこぞうさま 川崎　大治／ぶん 長崎：童話館出版 絵本 タ   

0115310237 花のき村と盗人たち 新美　南吉／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116909391 はなびらがとんできた いのうえ　たかお／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116660333 ハナミズキのみち 淺沼　ミキ子／文 東京：金の星社 絵本 カ   

0117575944 はるとあき 斉藤　倫／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115644478 はるのどきどきマジック! きむら　ゆういち／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116473182 ひかるさくら 帚木　蓬生／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116979378 彼岸花はきつねのかんざし 朽木　祥／作 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0117353417 ひなげしのおうじ エリザベス・イワノフスキー／作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116663543 ひまわり 荒井　真紀／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116125329 ふたつの花 いもと　ようこ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116719659 ぼくうまれたよ 花之内　雅吉／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   



0117145425 星の王子さま 葉　祥明／絵 東京：Jリサーチ出版 絵本 サ   

0117588871 ほたるとばらの花 関　英雄／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116965468 またきっとさこう 山崎　優子／絵と文 東京：至光社 絵本 サ   

0114745730 町のなかのお花畑 松岡　保正／監修 〔長野〕：ながのウェルカムガーデン実行委員会 絵本 ナ   

0114768112 みいたんのかくれんぼ 小川　ナオ／作 東京：学研 絵本 カ   

0117192286 ミツバチぎんのおくりもの 西本　鶏介／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117444695 蜜蜂さんありがとう 野田　章子／文 東京：朝日学生新聞社 絵本 ア   

0117238535 みつばちさんと花のたね アリソン・ジェイ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117789164 ミツバチたち カーステン・ホール／文 京都：化学同人 絵本 カ   

0115138935 ミミズがさかせた白い花 川床　麻路／著 東京：日本文学館 絵本 ナ   

0114810542 みんななかよしりんらんろん マリー・コールマン／文 東京：童話屋 絵本 タ   

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

0116922154 森のお花見 菊池　和美／作 川崎：てらいんく 絵本 タ   

0117427955 雪の花 セルゲイ・コズロフ／原作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116652645 ロロとレレのほしのはな のざか　えつこ／作 東京：小学館 絵本 サ   


