
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117052944 あぁとくんをみかけませんでしたか? ジョン・シェスカ／ぶん 東京：六耀社 絵本 ラ   

0116394800 アートとマックス デイヴィッド・ウィーズナー／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116125444 あおいでんしゃにのって 穂高　順也／文・絵 東京：日本標準 絵本 ナ   

0116789967 あかいえのぐ エドワード・アーディゾーニ／作 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0116397894 あきねこ かんの　ゆうこ／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116437005 アトリエのきつね ロランス・ブルギニョン／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117280271 アンジェロのいろあつめ シルヴィ・ポワルヴェ／作 東京：ワールドライブラリー 絵本 ワ   

0117540567 いちご 新宮　晋／[作] 東京：文化出版局 絵本 ハ   

0115955999 いろいきてる! 谷川　俊太郎／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117133835 色の魔術師 マージョリー・ブライン・パーカー／さく 東京：六耀社 絵本 ラ   

0116391731 いろいろばあ 新井　洋行／作 東京：えほんの杜 小さい絵本

0117145375 いろがみびりびりぴったんこ 松田　奈那子／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0113788178 うしがそらをとぶ デーヴィッド・ミルグリム／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117862961 海のアトリエ 堀川　理万子／著 東京：偕成社 絵本 カ   

0117654020 うるさく,しずかに,ひそひそと ロマナ・ロマニーシン／著 東京：河出書房新社 絵本 カ   

0115420408 えかきたんじょう! G.ブライアン・カラス／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115300758 絵かきさんになりたいな トミー・デ・パオラ／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117208942 えじえじえじじえ 佐藤　可士和／え 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0117628560 おおにしせんせい 長谷川　義史／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116911892 おしえて、レンブラントさん ヤン・パウル・スクッテン／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116821448 おばけトリックアート　1 北岡　明佳／監修 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116962143 おばけトリックアート　2 北岡　明佳／監修 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117910000 おばけトリックアート　3 北岡　明佳／監修 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116482258 おもちゃびじゅつかんでかくれんぼ デイヴィッド・ルーカス／作 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117088310 かえってきたクレヨン オリヴァー・ジェファーズ／絵 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0115056590 風の星 新宮　晋／[作] 東京：福音館書店 絵本 ハ   

特集名：長野１１月児童テーマ「アートな絵本」
特集期間：2021/10/28～2021/11/24



0117215319 かっくんこ! 林　よしえ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116767567 かばくんとクレヨン コンドウ　アキ／著 東京：小学館 絵本 サ   

0117391417 キース・ヘリング ケイ・A.ヘリング／文 東京：評論社 絵本 ハ   

0116425299 くまさんのまほうのえんぴつ アンソニー・ブラウンとこどもたち／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116858044 クリムのしろいキャンバス イ　ヒョンジュ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116315235 クレーと黄色い鳥のいる風景 クレー／[画] 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0116825050 クレヨンおいしいものなぁーに? 高氏　雅昭／作・絵 東京：梧桐書院 絵本 カ   

0116845132 クレヨンからのおねがい! ドリュー・デイウォルト／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115994196 くれよんぐるぐる まつなが　あき／さく 東京：くもん出版 小さい絵本

0116882374 クレヨンしりとり 高氏　雅昭／作・絵 東京：梧桐書院 絵本 カ   

0116735937 クレヨンどうぶつなぁーに? 高氏　雅昭／作・絵 東京：梧桐書院 絵本 カ   

0117656884 くれよんのくろくん なかや　みわ／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

0116778317 クレヨンのりものなぁーに? 高氏　雅昭／作・絵 東京：梧桐書院 絵本 カ   

0117335091 くろくまくんどんないろ? たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 小さい絵本

0115141475 くろくんとふしぎなともだち なかや　みわ／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

0116612664 ケイティとイギリスの画家たち ジェイムズ・メイヒュー／作 東京：サイエンティスト社 書庫

0116612672 ケイティとすいれんの池 ジェイムズ・メイヒュー／作 東京：サイエンティスト社 書庫

0116612656 ケイティとスペインのおひめさま ジェイムズ・メイヒュー／作 東京：サイエンティスト社 書庫

0116612649 ケイティのはじめての美術館 ジェイムズ・メイヒュー／作 東京：サイエンティスト社 書庫

0116267980 ゴッホ キアーラ・ロッサーニ／文 東京：西村書店 絵本 ナ   

0117444828 ゴッホの星空 バーブ・ローゼンストック／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117748913 こんにちは!わたしのえ はた　こうしろう／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117104166 さがそ!ちくちくぬいぬい かみお　まり／作 東京：学研教育みらい 絵本 カ   

0117795336 しあわせなクレヨン 丸山　陽子／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117405753 シカクさん マック・バーネット／文 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0115158248 ジス・イズ・パリ ミロスラフ・サセック／著 東京：ブルース・インターアクションズ 絵本 ハ   

0115624496 ジス・イズ・ローマ ミロスラフ・サセック／著 東京：ブルース・インターアクションズ 絵本 ハ   

0117613117 じゃない! チョー　ヒカル／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115500191 シャガール ビンバ・ランドマン／文・絵 東京：西村書店 絵本 ナ   

0116220369 シャガールのそらとぶふたり シャガール／[画] 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0117737148 ジャングルジムをつくろう! 三浦　太郎／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117133827 しゅばばばばばばびじゅつかん uwabami／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   



0117426023 せん スージー・リー／作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0115800716 せんをたどって ローラ・ユンクヴィスト／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0115842171 せんをたどっていえのなかへ ローラ・ユンクヴィスト／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0116473653 せんをたどってがっこうへいこう ローラ・ユンクヴィスト／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0115946048 せんをたどってせかいいっしゅう ローラ・ユンクヴィスト／さく 東京：講談社 絵本 カ   

0117241307 空をつくる 村尾　亘／作・絵 狛江：小さい書房 絵本 タ   

0116579210 そらのいろって ピーター・レイノルズ／ぶん・え 東京：主婦の友社 絵本 サ   

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

0117415174 タイショウ星人のふしぎな絵 中島　さち子／作 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117645150 対訳鳥獣戯画 辻　惟雄／監修 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0116713496 対訳北斎の富士 [葛飾　北斎／画] 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0117300103 太陽といっしょ 新宮　晋／絵・文 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0116410697 たんじょうびのおくりもの ブルーノ・ムナーリ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117428193 でこぼこぬりぬりなにがでる? 松田　奈那子／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116093519 展覧会の絵 アンナ・H.セレンザ／文 東京：評論社 絵本 ハ   

0116410689 どうぶつうります ブルーノ・ムナーリ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117849802 ドガさんをおいかけて エヴァ・モンタナーリ／作 東京：文化学園文化出版局 絵本 ハ   

0116872649 としょかんねずみ　4 ダニエル・カーク／さく 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0116454778 トックトック ブルーノ・ムナーリ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117756916 トラといっしょに ダイアン・ホフマイアー／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116968504 トリック・ホラー・ナイト マシュー・ラビリンス／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115848194 にいさん いせ　ひでこ／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117130690 にぎやかなえのぐばこ バーブ・ローゼンストック／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117253559 にこにこばあ 新井　洋行／作 東京：えほんの杜 小さい絵本

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

0117904805 NEWウォーリーをさがせ!きえた名画だいそうさく! マーティン ハンドフォード／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117241281 にんじゃぐんだんペンニンジャー ルコラニコラ／さく・え 東京：主婦の友社 絵本 サ   

0117446005 ねずみのマウリッツ イングリット・シューベルト／作 東京：文化学園文化出版局 絵本 ハ   

0117657197 の junaida／著 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117737239 のりものくれよん まつなが　あき／さく 東京：くもん出版 小さい絵本

0117428292 パウルのスケッチブック みやざき　ひろかず／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117240911 はくぶつかんのよる イザベル・シムレール／文・絵 東京：岩波書店 絵本 ア   



0117886150 ぱったんして 松田　奈那子／作 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0117648436 パディントンのてんらんかい マイケル・ボンド／さく 東京：理論社 絵本 ラ   

0117280206 ハテナちゃんとふしぎのもり 田名網　敬一／作・画 東京：ART'Publishing 絵本 ア   

0117006700 ばななせんせいとおえかき 得田　之久／ぶん 東京：童心社 絵本 サ   

0115273070 ババールの美術館 ロラン・ド・ブリュノフ／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0115689556 パブロのてんらんかい きたむら　さとし／文・絵 東京：小峰書店 絵本 カ   

0116918632 はらぺことらたとふしぎなクレヨン あまん　きみこ／作 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117758508 びーだまふくろう マランク・リンク／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117382671 ピエールくんは黒がすき! ミシェル・パストゥロー／文 東京：白水社 絵本 ハ   

0116780644 びじゅつかんへいこう ピーター・レイノルズ／絵 東京：国土社 絵本 カ   

0116673641 ひつじのショーン ひつじのげいじゅつか アードマン・アニメーションズ／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117445478 フェルメール キアーラ・ロッサーニ／文 東京：西村書店 絵本 ナ   

0116988981 ふしぎなえかきさん 間瀬　なおかた／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116187667 ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城　清治／影絵 東京：講談社 絵本 カ   

0117206607 フリーダ・カーロ イザベル・サンチェス・ヴェガラ／ぶん 東京：六耀社 絵本 ラ   

0116220377 ブリューゲルのバベルの塔 ブリューゲル／[画] 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0117009969 フルーツパンケーキ さか井　美ゆき／絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117250589 ペペットのえかきさん リンダ・ラヴィン・ロディング／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116827486 ヘンテコクレヨン みやにし　たつや／作・絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0116851908 ぼくはクロード・モネ 林　綾野／さく 東京：美術出版社 絵本 ハ   

0116753815 ぼくはヨハネス・フェルメール 林　綾野／さく 東京：美術出版社 絵本 ハ   

0116235151 マグリットのはてな? マグリット／[画] 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0117692095 まざっちゃおう! アリー・チャン／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115246787 マシューのゆめ レオ=レオニ／作 東京：好学社 絵本 カ   

0116805789 ミケランジェロ キアーラ・ロッサーニ／文 東京：西村書店 絵本 ナ   

0116512120 ミッフィーとフェルメールさん 菊地　敦己／構成 東京：美術出版社 絵本 ハ   

0117081232 ミッフィーとほくさいさん 菊地　敦己／構成 東京：美術出版社 絵本 ハ   

0116745902 ミッフィーとマティスさん 菊地　敦己／構成 東京：美術出版社 絵本 ハ   

0117678938 ミニオンズ ドキドキせかいいっしゅう レナウド・コリン／え 東京：汐文社 絵本 タ   

0115945719 ミュージアム・トリップ バーバラ・レーマン／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0117072330 ミュージアムにスフィンクスがやってきた ジェシー・ハートランド／さく 東京：六耀社 絵本 ラ   

0117669572 目で見てかんじて ロマナ・ロマニーシン／著 東京：河出書房新社 絵本 カ   



0117275149 名画ここどこ 結城　昌子／著 東京：小学館 絵本 サ   

0116261694 名画でメリー・クリスマス 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0116410325 モナ・リザをぬすんだのはだれ? ルーシー・ナップ／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116801754 モナ・リザはチョコの色 坂崎　千春／さく・え 東京：美術出版社 絵本 ハ   

0117009936 モンスター・ラブ・カラーズ マイク・オースチン／文と絵 武蔵野：バベルプレス 絵本 ハ   

0116430810 やになった ブルーノ・ムナーリ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117247064 妖怪美術館 広瀬　克也／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0116805797 ヨハンナの電車のたび カトリーン・シェーラー／作 東京：西村書店 絵本 ナ   

0117309286 La ZOOのトリックアートBOOK La ZOO／著 東京：学研プラス 絵本 カ   

0116630468 ラファエロ ニコラ・チンクエッティ／文 東京：西村書店 絵本 ナ   

0117430520 ルイーズ・ブルジョワ エイミー・ノヴェスキー／文 東京：西村書店 絵本 ナ   

0117179192 レッド マイケル・ホール／作 東京：子どもの未来社 絵本 カ   


