
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116506569 あまぐもぴっちゃん はやし　ますみ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117181602 あめ イブ・スパング・オルセン／さく 東京：亜紀書房 絵本 ア   

0117638767 あめといっしょに 田仲　由佳／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116798976 あめのひに チェ　ソンオク／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117770883 雨の日の地下トンネル 鎌田　歩／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117674226 あめおじさん にしい　あきのり／さく・え 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117734095 あめかっぱ むらかみ　さおり／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117598086 あめふりうさぎ せな　けいこ／ぶん・え 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116792433 あめふりうります 平田　昌広／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116248998 うさぎがそらをなめました あまん　きみこ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117674176 宇宙のれきし キャサリン・バー／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117317966 うちゅうはきみのすぐそばに いわや　けいすけ／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117499947 うちゅうじんはいない!? ジョン・エイジー／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117263996 絵本眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤　勝彦／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117106633 絵本眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤　勝彦／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117641449 おおゆき 最上　一平／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0114298706 おつきさま やすい　すえこ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116149287 おつきさまこっちむいて 片山　令子／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116867151 おつきさまのうた なかじま　かおり／[作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0114989262 おつきさん どうしたの E.M.プレストン／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117871871 おてんきガールズ アキ／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116906926 おてんきなあに はた　こうしろう／さく・え 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116667171 おとなりはそら 赤川　明／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116683343 おひさまとかくれんぼ たちもと　みちこ／さく・え 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115320913 おひさまにだっこ 喜多嶋　洋子／さく・え 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117136507 おほしさま たちもと　みちこ／さく・え 東京：教育画劇 絵本 カ   

特集名：長野９月児童テーマ「そらのほん」
特集期間：2021/8/26～2021/9/29



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   

0116322017 おめでとうおひさま 中川　ひろたか／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117579193 かさとながぐつ 二宮　由紀子／文 東京：瑞雲舎(発売) 絵本 サ   

0116491812 かさやのケロン 水野　はるみ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117421156 かぜのひ サム・アッシャー／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116789652 かみなりなんてこわくない ジェイミー・A.スウェンソン／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117192831 きょうおひさまがでなかったら 塚本　やすし／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116093469 きょうのそらはどんなそら ふくだ　としお／文・絵 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117121681 きょうはそらにまるいつき 荒井　良二／著 東京：偕成社 絵本 カ   

0117489450 くもとそらのえほん 五十嵐　美和子／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116743204 くものオルガとものぐさなおひさま ニコレッタ・コスタ／さく 東京：成美堂出版 絵本 サ   

0116060765 くものこくーとそらのなかまたち さとう　めぐみ／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116688896 ぐるんぐるんつむじかぜ アーノルド・ローベル／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115429177 コッコさんとあめふり 片山　健／さく・え 東京：福音館書店 小さい絵本

0117421164 こねことおつきさま アルベルティーヌ・ドゥルタイユ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115792343 ごろんごゆきだるま たむら　しげる／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0116416025 さあ、とんでごらん! サイモン・ジェームズ／さく 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116792482 しろちゃんとはりちゃん あめのいちにち たしろ　ちさと／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115433070 せんたくかあちゃん さとう　わきこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117421032 そらからきたこいし しおたに　まみこ／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0116047838 そらのおふろやさん とよた　かずひこ／さく・え 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117000588 そらとぶでんしゃ アン　マサコ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0114670789 たいふうがくる みやこし　あきこ／作・絵 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115227712 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子／さく　え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117619767 ちきゅう ステイシー・マカナルティー／原作 東京：小学館 絵本 サ   

0115750614 ちきゅう G.ブライアン・カラス／さく・え 東京：偕成社 絵本 カ   

0116456781 月へ ブライアン・フロッカ／作　絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0115234320 月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベルイ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116832502 つきがいちばんちかづくよる 竹下　文子／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117660696 月でたんじょうパーティーをひらいたら ジョイス・ラパン／文 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0116090283 つきのよるのおやくそく ナタリー・ラッセル／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115152134 つきよのぼうけん エドワード・アーディゾーニ／絵 東京：徳間書店 絵本 タ   



0116208059 どうしてあめがふらないの? 中村　美佐子／原作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117003343 とおいほしでも 内田　麟太郎／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117813444 ながれぼし 武田　康男／監修・写真 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115113805 ながれぼしきらり すまいるママ／著 東京：ソニー・マガジンズ 絵本 サ   

0116637562 日食・月食のひみつ 関口　シュン／絵・文 東京：子どもの未来社 絵本 カ   

0116381781 はじめてのほしぞらえほん てづか　あけみ／え 東京：パイインターナショナル絵本 ハ   

0117835264 はるのひ 小池　アミイゴ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0114790207 ひるまのおつきさま 遠藤　湖舟／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117121707 へんしんおてんき あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116024662 ほしにむすばれて 谷川　俊太郎／文 東京：文研出版 絵本 ハ   

0116876343 ほしのかえりみち きたじま　ごうき／作・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0115891384 ほしのメリーゴーランド 寮　美千子／作 東京：フレーベル館 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   

0116934878 まほうのかさ 小沢　正／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116596107 まんげつのこどもたち 軽部　武宏／作 東京：イースト・プレス 絵本 ア   

0117062513 まんなかのはらのおべんとうや そらのこのおはなし やすい　すえこ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116042839 まんまるおつきさまおねがいよーう 角野　栄子／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117228866 みずのこどもたち 阿部　海太／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117418723 みんな、星のかけらから ジーン・ウィリス／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117365395 もくもくくもさん 大竹　里佳／作 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117228858 モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ　あやこ／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116506429 ゆうだち あき　びんご／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115609117 ゆうだち 阿部　肇／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117093690 ゆうだちのまち 杉田　比呂美／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0118365485 ゆきをしらないこねこのおはなし エリック・ローマン／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0116851601 ゆきがくれたおくりもの リチャード・カーティス／文 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116716119 ゆきがふる 蜂飼　耳／ぶん 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0115959652 ゆきとくろねこ 竹下　文子／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116456666 ゆきのひ くすのき　しげのり／原作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116872904 ゆきのひのいえで まるやま　あやこ／作・絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0114866320 ゆきゆきどんどん 西内　ミナミ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116760174 ルイのうちゅうりょこう エズラ・ジャック・キーツ／作 東京：偕成社 絵本 カ   



0117147835 わたし、お月さま 青山　七恵／文 東京：NHK出版 絵本 ア   

0116872904 ゆきのひのいえで まるやま　あやこ／作・絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0117453886 ゆきのよるに いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116267949 ゆきふふふ ひがし　なおこ／さく 東京：くもん出版 小さい絵本

0117156778 ゆき、まだかなあ マーシャ・ダイアン・アーノルド／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117810127 ゆきだるまとかがみもち 林　木林／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116421918 ゆきだるまのスノーぼうや ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117154393 雪ふる夜の奇妙な話 大野　隆介／作 [東京]：ロクリン社 絵本 ラ   

0117147850 ゆきみちさんぽ えがしら　みちこ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0114866320 ゆきゆきどんどん 西内　ミナミ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117203646 雪渡り 宮沢　賢治／文 東京：子どもの未来社 絵本 カ   

0117464164 ゆげゆげ〜 さいとう　しのぶ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115970394 リスとはじめての雪 ゼバスティアン・メッシェンモーザー／作 戸田：コンセル 絵本 カ   

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   


