
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0110677960 あかいりんご なかの　ひろたか／さく・え 東京：福音館書店 書庫

0113873061 あかいりんご 赤松　まさえ／[作] 三鷹：けやき書房 書庫

0114318496 秋は林をぬけて 小泉　るみ子／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0115581944 悪魔のりんご 舟崎　克彦／作 東京：小学館 書庫

0116553157 あたまにかきのき 唯野　元弘／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0111555835 あたまにかきのき 望月　新三郎／文 東京：フレーベル館 書庫

0115592685 あっおちてくるふってくる ジーン・ジオン／ぶん 東京：あすなろ書房 書庫

0117493502 あるくくま 谷川　俊太郎／文 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0117412346 イートンともりのどうぶつたち いのうえ　ちはる／さく・え 高知：リーブル出版 絵本 ラ   

0115593469 いただきバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 書庫

0113282289 いちねんのりんご 菊地　清／作・絵 東京：富山房 書庫

0112924089 1こでも100このりんご 井上　正治／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0114851397 1こでも100このりんご 井上　正治／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0117426098 いもむしくんときんぴかりんご 大野　加鈴／作・絵 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0113680995 うさぎたちのにわ レオ・レオニ／作 東京：好学社 書庫

0115246712 うさぎたちのにわ レオ・レオニ／作 東京：好学社 書庫

0110704111 海をわたったリンゴ 北川　幸比古／作 東京：岩崎書店 書庫

0116284910 エレンのりんごの木 カタリーナ・クルースヴァル／さく 東京：評論社 書庫

0110037686 えんやら りんごの木 松谷　みよ子／文 東京：偕成社 書庫

0115577751 おいしいものたべたら みやもと　ただお／作・絵 東京：鈴木出版 書庫

0113455638 おいしいよ 関根　栄一／詩 東京：チャイルド本社 書庫

0114993744 おおいそがし、こいそがし ユン　クビョン／文 東京：平凡社 書庫

0110867454 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／さく・え 東京：篠崎書林 書庫

0114983349 オーパーさんのおいしいりんご みお　ちづる／作 東京：金の星社 書庫

0113315527 おたのしみ!おたのしみ! ローナ・バリアン／さく 東京：アスラン書房 書庫

0115061970 おにわでみつけた1・2・3 ワード・シュメイカー／作 東京：偕成社 書庫

0115435596 おばけリンゴ ヤーノッシュ／さく 東京：福音館書店 書庫

0115827099 かきやまぶし 内田　麟太郎／文 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

特集名：長野１０月児童テーマ「色とりどりの果物たち」
特集期間：２０２１／９／３０～２０２１／１０／２８



0117199109 キツネとぶどう [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0111816740 きつねとぶどう 坪田　譲治／作 東京：白泉社 書庫

0115594038 きょうはパン焼き あおき　ひろえ／作 東京：絵本館 書庫

0110054699 金のりんご A・ブルノフスキー／文・画 東京：福音館書店 書庫

0113935654 金のりんご マックス・ボリガー／文 東京：徳間書店 書庫

0117238543 くだものさがしもの はらぺこめがね／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116362450 くだものだいすき! マレーク・ベロニカ／文と絵 東京：風濤社 絵本 ハ   

0115520694 くだものだもの 石津　ちひろ／文 東京：福音館書店 書庫

0113342950 くまちゃんのおやつ つちだ　よしはる／作・料理 東京：国土社 書庫

0113919617 けんたのかきの木 いわさき　さよみ／作・絵 三鷹：けやき書房 書庫

0115848384 ことこちゃんのおちゃかい おくだ　ともこ／文 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

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   

0117200311 ごめんなさい 中川　ひろたか／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0115595985 こりすのはつなめ 浜田　廣介／作 東京：金の星社 書庫

0115596223 こりすのはつなめ 浜田　廣介／作 東京：金の星社 書庫

0114218043 さあちゃんのぶどう みのしま　さゆみ／ぶん 東京：くもん出版 書庫

0114150733 ざぼんじいさんのかきのき すとう　あさえ／文 東京：岩崎書店 書庫

0113672513 さるのオズワルド エゴン・マチーセン／作 東京：こぐま社 書庫

0116135708 さるかに わらべ　きみか／絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116113465 さるかにがっせん いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 書庫

0112121090 じゃむじゃむどんくまさん 柿本　幸造／絵 東京：至光社 書庫

0113548549 白い風とりんごの花 熊谷　まちこ／作・絵 東京：PHP研究所 書庫

0116713264 しろうさぎとりんごの木 石井　睦美／さく 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0117791848 すずめのうんどうぼうしつくります 西本　鶏介／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0115331274 それはひ・み・つ エリック・バトゥー／作 東京：講談社 書庫

0116946963 たべものなあに 星燈社／絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0114922099 だるまちゃん・りんごんちゃん かこ　さとし／さく 東京：エツコ・ワールド 書庫

0115266975 ちいさなしまのふしぎなき すとう　さち恵／え・ぶん 東京：文芸社 書庫

0116637265 ちいさなはくさい くどう　なおこ／さく 東京：小峰書店 絵本 カ   

0113875793 チャイブスとりんごパーティー 高野　紀子／作・絵 東京：講談社 書庫

0117179168 ちゃっくりかき 中澤　智枝子／再話 大津：大隅書店 絵本 ア   

0115234825 ちゃっくりがきぃふ 桂　文我／話 東京：福音館書店 書庫

0116100678 チョロコロトロりんごのくにへ ナカバン／[作] 東京：学研 書庫



0117121665 チロルくんのりんごの木 荒井　良二／著 東京：NHK出版 絵本 ア   

0117625756 でんぐりごろりん ふくだ　じゅんこ／[作] 東京：大日本図書 絵本 タ   

0115564536 とらとほしがき パク　ジェヒョン／再話・絵 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0114919210 とらよりこわいほしがき 小沢　清子／文 東京：太平出版社 絵本 タ   

0112120696 どんくまさんにふゆがくる 柿本　幸造／絵 東京：至光社 書庫

0115673121 とんでいったりんご ふくだ　としお／[作] 東京：学研 絵本 カ   

0113124333 どんどんむらのあき つちだ　よしはる／さく 東京：宝島社 絵本 タ   

0115591000 ながれ星のよる たむら　しげる／作 東京：ブッキング 書庫

0115420358 なにかな 桑原　伸之／さく 東京：自由国民社 書庫

0114606031 ならこのかきのき 伊藤　昭／さく・え 東京：福音館書店 書庫

0110046224 二ほんのかきのき 熊谷　元一／さく・え 東京：福音館書店 書庫

0117485250 ねこのレストラン もりまち　ながこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117705871 ねずみくんはめいたんてい なかえ　よしを／作 [東京]：ポプラ社 絵本 ハ   

0115078776 のぽぽん 真上　裕／著 東京：碧天舎 書庫

0113976047 はじめはりんごのみがいっこ いとう　ひろし／作 東京：ポプラ社 書庫

0117006775 パディントンのマーマレード迷路 マイケル・ボンド／さく 東京：理論社 絵本 ラ   

0116117151 パパがやいたアップルパイ ローレン・トンプソン／文 東京：ほるぷ出版 書庫

0117326496 はらぺこあおむし エリック=カール／さく 東京：偕成社 書庫

0117323956 はりねずみのルーチカ りんごとれるかな? 北見　葉胡／作・絵 東京：講談社 絵本 カ   

0115069411 ピーボディ先生のりんご マドンナ／作 東京：ホーム社 書庫

0114215536 ひぐまのあき 手島　圭三郎／絵・文 東京：リブリオ出版 絵本 ラ   

0115726549 ひみつのぽっけ わたなべ　きょうこ／作・絵 東京：PHP研究所 書庫

0113003693 ひめりんごの木の下で 安房　直子／文 東京：クレヨンハウス 書庫

0114296502 フーベルトとりんごの木 アルブレヒト・リスラー／絵 東京：講談社 書庫

0116419292 ふくろうのダルトリー 乾　栄里子／文 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0115754384 ぶどう 斎藤　雅緒／絵 東京：フレーベル館 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

0117886713 ぶどうくん さとう　めぐみ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

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

0117445957 フルーツパンをつくろう! 宮本　えつよし／さく・え 東京：新日本出版社 絵本 サ   

0116938101 フルーツポンチつくって! うちだ　あきこ／さく・え 東京：文芸社 絵本 ハ   

0116082249 ほうねんまんさくむらまつり 西沢　杏子／ぶん 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0115902710 ぼくとおじいちゃん みやもと　ただお／作 東京：くもん出版 書庫



0117871780 ぼくのなかの木 コリーナ・ルウケン／絵と文 東京：新評論 絵本 サ   

0117816900 星の子どもとりんごの木 はた　りえこ／文 東京：平凡社 絵本 ハ   

0115554081 干し柿 西村　豊／写真・文 東京：あかね書房 書庫

0117056846 干したから… 森枝　卓士／写真・文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115836900 ほらみてみて 花之内　雅吉／作・絵 東京：鈴木出版 書庫

0115745523 まめうしのびっくりなあき あきやま　ただし／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0111464582 めくらぶどうと虹 近藤　弘明／絵 東京：福武書店 書庫

0115043531 もういいかい? ファン　ウェンユー／さく・え 東京：新世研 書庫

0117576330 もりのきでんしゃ ナカオ　マサトシ／さく 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0117694893 もりのきでんしゃ ゆうきをもって ナカオ　マサトシ／さく 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0115652919 やさいのはっぴょうかいおおさわぎ さくら　ともこ／さく 東京：PHP研究所 書庫

0117190033 ゆきのなかのりんご フェリドゥン・オラル／文・絵 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0115420739 ゆっくりくまさん 森　比左志／さく 東京：福音館書店 書庫

0114594146 ヨクヨク　2 エチエンヌ・ドゥレセール／絵・文 金沢：イエプレスコーポレーション 書庫

0114184583 りんご 三木　卓／文 鎌倉：かまくら春秋社 書庫

0118372481 りんごがたべたいねずみくん なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社 書庫

0113386163 りんごがひとつ ふくだ　すぐる／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0112728332 リンゴとカラス麦 フランク・アッシュ／えとぶん 東京：評論社 書庫

0110472628 りんごとちょう イエラ・マリ／さく 東京：ほるぷ出版 書庫

0110008901 りんごになったねこ とし　たかひろ／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0115842114 りんごのえほん ヨレル・K.ネースルンド／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0115902769 りんごのおじさん 竹下　文子／文 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   

0114054927 りんごの木 後藤　竜二／作 東京：ポプラ社 書庫

0115436586 りんごのき エドアルド・ペチシカ／ぶん 東京：福音館書店 書庫

0110095874 りんごのきにこぶたがなったら アーノルド・ローベル／ぶん 東京：評論社 書庫

0116096702 りんごのなかのビリー ひだ　きょうこ／さく 東京：あかね書房 書庫

0113008221 りんごの花 後藤　竜二／文 東京：新日本出版社 書庫

0115529869 りんごぽいぽい デビッド・マッキー／作 東京：光村教育図書 書庫

0115532426 りんごりんごろりんごろりん ひだの　かな代／著 東京：新風舎 書庫

0116360017 りんごくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

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

0116258500 リンゴちゃんのおきにいり ベネディクト・ゲチエ／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0116541012 りんご畑の12か月 松本　猛／文 東京：講談社 絵本 カ   



0114756331 わけありリンゴのアップルパイ あさい　ゆうこ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

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

0116005257 ワニくんのアップルパイ みやざき　ひろかず／さく・え 神戸：BL出版 絵本 ハ   


