
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0114930506 あおむしチムリのおさんぽ 得田　之久／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116087727 あしながばち 甲斐　信枝／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117091389 あそぼう!むしのもり タダ　サトシ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117721118 アリとカゲロウ たこ／文 東京：東洋出版 絵本 タ   

0117199117 アリとキリギリス [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0114390776 ありとすいか たむら　しげる／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0114301641 ありのぎょうれつ 得田　之久／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0115104101 ありのごちそうなーに? 得田　之久／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0115234411 ありこのおつかい 石井　桃子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0113756530 ありこちゃんのおてつだい 高家　博成／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116096561 ありさんどうぞ 中村　牧江／さく 東京：大日本図書 絵本 タ   

0115548505 ありさんぽつぽつ たんじ　あきこ／著 東京：主婦の友社 小さい絵本

0117752253 アリペン ふじた　あお／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115450082 ありんここりん 藤枝　リュウジ／文・絵 東京：教育画劇 書庫

0116384348 ありんこのアリー みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0114930514 いたずらかまきりキリリ 得田　之久／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0115450116 いないよいないよいませんよ ふくざわ　ゆみこ／作・絵 東京：教育画劇 書庫

0116792490 いもむしってね… 澤口　たまみ／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115450074 いもむしくんがねむったら 宮嶋　ちか／作　絵 東京：教育画劇 書庫

0116746314 うまれたよ!セミ 新開　孝／写真 東京：岩崎書店 書庫

0116618612 オオムラサキのムーくん タダ　サトシ／作 東京：こぐま社 絵本 カ   

0117371393 おつかいありさん 関根　榮一／詞 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115448847 おばけバッタ 最上　一平／作 東京：ポプラ社 書庫

0117457663 カどこいった? 鈴木　のりたけ／作・絵 東京：小学館 絵本 サ   

0116054610 かけるかな?むしムシ昆虫 しもだ　ともみ／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117830166 カタツムリ スージー・ウィリアムズ／作 京都：化学同人 絵本 カ   

特集名：長野7月児童テーマ「虫さんこんにちは！」
特集期間：2021/6/25～2021/7/28



0114772346 かたつむりタクシー たむら　しげる／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0116667122 かたつむりぼうやとかめばあちゃん 西平　あかね／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0115878829 かぶと三十郎　きみのために生きるの巻 宮西　達也／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116362120 かぶと四十郎　お昼の決闘の巻 宮西　達也／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0113931992 カブトくん タダ　サトシ／作 東京：こぐま社 書庫

0117865980 かぶとむしのぶんぶんちゃんうまれたよ! ねもと　まゆみ／作 東京：童心社 絵本 タ   

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   

0116207754 かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん 田島　征三／作 東京：大日本図書 絵本 タ   

0114441173 カマキリくん タダ　サトシ／作 東京：こぐま社 書庫

0114043714 からたちばやしのてんとうむし 加古　里子／絵と文 東京：偕成社 書庫

0115247157 きいろいのは ちょうちょ 五味　太郎／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0115247165 きいろいのは ちょうちょ 五味　太郎／作・絵 東京：偕成社 書庫

0114301658 くさむらのむしたち 得田　之久／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0114301666 くものいえ 得田　之久／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0114783913 くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116185034 くものすおやぶんほとけのさばき 秋山　あゆ子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115542722 くものニイド いとう　ひろし／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0114764327 くものもいち こしだ　ミカ／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0115258469 くもさんおへんじどうしたの エリック=カール／さく 東京：偕成社 書庫

0114269855 くわがたのがたくん 高家　博成／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0117226027 甲虫のはなし ダイアナ・アストン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115258378 ごきげんななめのてんとうむし エリック・カール／さく 東京：偕成社 書庫

0113756548 ころちゃんはだんごむし 高家　博成／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116264953 こんにちは!だんごむし 皆越　ようせい／写真 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0116546870 じっちょりんとおつきさま かとう　あじゅ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0116353319 じっちょりんのあるくみち かとう　あじゅ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0116670449 じっちょりんのなつのいちにち かとう　あじゅ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0116885229 じっちょりんのふゆのみち かとう　あじゅ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0115523516 しのだけむらのやぶがっこう カズコ・G.ストーン／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116508961 セミとわたしはおないどし 高岡　昌江／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116087701 1001ぴきの虫をさがせ! エマ・ヘルブラフ／作 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116811407 雑木林の一年 向田　智也／作 東京：小学館 絵本 サ   



0117091421 ぞうきばやしのすもうたいかい 広野　多珂子／作 東京：福音館書店 小さい絵本

0117113944 だんごむし 寺越　慶司／絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116814955 ダンゴロゴロちゃん タダ　サトシ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116494477 田んぼの昆虫たんけん隊 里中　遊歩／文 東京：星の環会 絵本 ハ   

0114914922 ちびむしくん ビル・マーチン／作 東京：岩崎書店 書庫

0116618646 チョウのはなし ダイアナ・アストン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117438994 チョウのように 立山　すいほ／さく 東京：文芸社 絵本 ハ   

0116706318 ちょうちょ 江國　香織／文 東京：白泉社 絵本 ハ   

0114269863 ちょうちょのしろちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0115867681 てとてとだんごむし みなみ　じゅんこ／さく・え 東京：ひさかたチャイルド 小さい絵本

0113934087 てんてんむし あべ　弘士／作 東京：童心社 絵本 タ   

0115290181 でんでんむしのかなしみ 新美　南吉／作 国立：にっけん教育出版社 絵本 ナ   

0115104119 てんとうむしどーこ? 得田　之久／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116466327 どうだ!まいったか 田島　征三／作 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117195123 どこにいるかな?のやまのむしたち 安田　守／写真・文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117341719 としおくんむし ねじめ　正一／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0114204522 とべバッタ 田島　征三／作 東京：偕成社 書庫

0115732265 とんぼ 安永　一正／文・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0114434087 とんぼのあかねちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0117601823 なつのもりのかぶとむし 谷本　雄治／文 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0115732273 ばった 安永　一正／文・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0114118425 ばったのぴょんこちゃん 高家　博成／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0114327174 パッチン!とんでコメツキくん エリック・カール／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0117506436 はらぺこあおむし エリック=カール／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0116778259 ヒートアイランドの虫たち 藤原　幸一／写真・文 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116060757 ひみつのムシムシランド ハンダ　トシヒト／作・絵 東京：イースト・プレス 書庫

0113582951 100ぴきのありおなかぺこぺこ エリノア・ピンチェス／さく 東京：文化出版局 絵本 ハ   

0116944059 ぴょんぴょんむし 谷本　雄治／さく 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115270142 ぼく、だんごむし 得田　之久／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115240970 ぼくらのむしとり 柴田　愛子／文 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116652660 星になりたかったハンミョウ 菊池　和美／作 川崎：てらいんく 絵本 タ   

0116200056 ほたるにあいたい 西川　祐介／写真 東京：チャイルド本社 絵本 タ   



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   

0116416280 みつばち ぴい 北　杜夫／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

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   

0116087792 みのむし 甲斐　信枝／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117830174 ミミズ スージー・ウィリアムズ／作 京都：化学同人 絵本 カ   

0117830182 ムカデとヤスデ スージー・ウィリアムズ／作 京都：化学同人 絵本 カ   

0115138760 むしがとぶ 栗林　慧／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117710970 虫ガール ソフィア・スペンサー／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115870909 むしのおんがくがっこう 青山　邦彦／作・絵 東京：あかね書房 書庫

0115450090 むしのチロリンコンサート 菅野　由貴子／さく・え 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115450181 むしのチロリンコンサート 菅野　由貴子／さく・え 東京：教育画劇 書庫

0117232280 むしさんなんのぎょうれつ? オームラ　トモコ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0114310063 むしたちのうんどうかい 得田　之久／文 東京：童心社 絵本 タ   

0116570714 むしたちのサーカス 得田　之久／文 東京：童心社 絵本 タ   

0114086382 むしたちのさくせん 宮武　頼夫／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115450058 むしっこいちば 沢口　たまみ／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115450140 むしっこいちば 沢口　たまみ／文 東京：教育画劇 書庫

0116203167 むしっこサーカス タツトミ　カオ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116047549 むしむしでんしゃ 内田　麟太郎／文 東京：童心社 絵本 タ   

0116909300 むしむしとことこどこいくの? 林　よしえ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0115450033 むしむしレストラン しもだ　ともみ／作・絵 東京：教育画劇 書庫

0115450249 ムッシーげきじょう 土橋　とし子／作・絵 東京：教育画劇 書庫

0114643976 ワレワーレもりのふんころがしのひっこし あおやま　のぼる／作・絵 東京：タリーズコーヒージャパン絵本 タ   


