
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115667628 あいててて! グリム／[原作] 東京：評論社 絵本 ハ   

0117863639 あかずきん わらべ　きみか／絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116016452 あかずきん すぎうら　さやか／えとぶん 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116451667 あかちゃんになったおばあさん いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117517979 あかりの花 肖　甘牛／採話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

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

0117902635 あたまにかきのき いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116407511 アラジンとふしぎなランプ 小沢　正／文 東京：小学館 絵本 サ   

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

0117179143 アリとハト [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117792218 アンデルセンの夢の旅 ハインツ・ヤーニッシュ／文 東京：西村書店 絵本 ナ   

0117721001 いしになったかりゅうど 大塚　勇三／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117206516 イソップどうわ イソップ／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116603846 イソップのおはなし イソップ／[原作] 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117700179 イソップのおはなし イソップ／[原作] 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116527664 イソップ物語 イソップ／[原作] 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117176701 いたずらおばけ 瀬田　貞二／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116959511 いちにちむかしばなし ふくべ　あきひろ／さく 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116320250 一休さん 杉山　亮／文 東京：小学館 絵本 サ   

0116506619 いっすんぼうし 令丈　ヒロ子／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116618588 いっすんぼうし 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117424564 いっすんぼうし はた　こうしろう／[作] 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0116100009 いなかのネズミとまちのネズミ [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116232323 いなばのしろうさぎ いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115710337 いぬとねこ ソ　ジョンオ／再話 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0118371186 イワンカとマリイカ 八百板　洋子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

特集名：長野３月児童テーマ「昔ばなし・童話」
特集期間：2022/3/7～2022/3/30



0117852533 ヴォドニークの水の館 まき　あつこ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0114882103 うさぎのみみはなぜながい 北川　民次／ぶんとえ 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117057273 うしかたとやまうば 瀬田　貞二／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116060948 うしかたやまんば 千葉　幹夫／文 東京：小学館 絵本 サ   

0116005265 うできき4人きょうだい グリム／原作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116506627 うらしまたろう 令丈　ヒロ子／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117070201 うらしまたろう おざわ　としお／再話 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117762005 うらしまたろう いとい　ゆき／え 東京：文響社 絵本 ハ   

0116335035 うらしまたろう 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117294173 浦島太郎が語る浦島太郎 ニシワキ　タダシ／絵 東京：高陵社書店 絵本 カ   

0117725259 うりこひめとあまんじゃく 堀尾　青史／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117057281 うりひめとあまんじゃく 稲田　和子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0114764475 えすがたにょうぼう 稲田　和子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117415067 おいもころころ いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0113682371 おうさまとうぐいす 中村　美佐子／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116099995 オオカミがきた [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116407453 おおかみと七ひきの子やぎ グリム／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0117389049 おおかみとしちひきのこやぎ グリム／[原作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115651697 おおかみと7ひきのこやぎ グリム／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0114963606 おおきさくらべ 川村　たかし／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117923243 おかしなおかしなおはなしえほん 上岡　麻美／作 東京：イースト・プレス 絵本 ア   

0116821455 おとぎれっしゃしゅっぱつしんこう! 間瀬　なおかた／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0114976178 おならのしゃもじ 小沢　正／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0118368786 おばけのトッケビ 金森　襄作／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116473612 おむすびころりん 令丈　ヒロ子／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117480772 おむすびころりん さいとう　しのぶ／[作] 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0113682090 おむすびころりん 飯島　敏子／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115824674 おむすびころりん わらべ　きみか／絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116633892 おやゆびトム ペロー／[原作] 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116407412 おやゆびひめ アンデルセン／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

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

0115552341 おやゆびひめ アンデルセン／原作 東京：金の星社 絵本 カ   



0114764459 おんちょろちょろ 瀬田　貞二／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117579508 女の子と二ひきのオオカミ まつうら　ようこ／さく 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117542555 かいぞくがぼがぼまる かこ　さとし／著 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117946467 かさじぞう いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115134355 かちかちやま 長谷川　摂子／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116207994 かちかちやま いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116217308 かちかち山 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0114956162 かっぱのすもう 小沢　正／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0113767149 かっぱのてがみ さねとう　あきら／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117489922 かみそりぎつね いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116584574 かもとりごんべえ 令丈　ヒロ子／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117554154 かもとりごんべえ 香山　美子／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115888356 かもとりごんべえ いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115234221 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中　かな子／訳 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116924622 カワと7にんのむすこたち アマンジ・シャクリー／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116291600 ききみみずきん いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116324450 きたかぜとたいよう [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115001463 きつねとうさぎ F.ヤールブソワ／絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117057299 きつねとかわうそ 梶山　俊夫／再話・画 東京：福音館書店 絵本 ハ   

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

0113625958 きつねにょうぼう 長谷川　摂子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117308940 巨人の花よめ 菱木　晃子／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117184317 きんのおの [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0113682140 きんのがちょう 香山　美子／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115003873 金のさかな A.プーシキン／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117444364 金の鳥 八百板　洋子／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116640269 きんいろのしか 唯野　元弘／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116036559 きんたろう 杉山　亮／文 東京：小学館 絵本 サ   

0117725564 九色のしか リン　シュウスイ／文 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0117720631 クラクフのりゅう アンヴィル奈宝子／文・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0113257562 くらげのおつかい 矢崎　節夫／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0118377613 こいぬをつれたかりうど 牧野　夏子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   



0113682298 こうのとりになったおうさま 香山　美子／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115988248 こだぬきのおんがえし 長谷川　摂子／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116614843 ゴナンとかいぶつ イチンノロブ・ガンバートル／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0116121401 こびとのくつや グリム／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0115609570 こぶとり おおかわ　えっせい／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116113614 こぶとりじいさん いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116789660 こんや、妖怪がやってくる 君島　久子／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0114764467 さるとびっき 武田　正／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116640277 さるのはし 唯野　元弘／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0114846090 さるかに 瀬川　康男／絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

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   

0116546789 さるかにがっせん 石崎　洋司／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117415042 さるかにがっせん つちだ　のぶこ／[作] 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0115619769 さるかにばなし さいごう　たけひこ／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115839904 さるじぞう いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116407552 三びきのくま 森山　京／文 東京：小学館 絵本 サ   

0117277616 さんびきのくま 神沢　利子／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116407396 三びきの子ぶた [ジョゼフ・ジェイコブス／原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0117761999 3びきのこぶた オカタオカ／え 東京：文響社 絵本 ハ   

0115824682 3びきのこぶた わらべ　きみか／絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116121450 3びきのこぶた いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115435703 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117899450 さんまいのおふだ 石崎　洋司／文 東京：講談社 絵本 カ   

0115945966 三まいのおふだ 長谷川　摂子／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116044496 しあわせなハンス グリム／原作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116243262 したきりすずめ 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116160557 仕立屋のニテチカさんが王さまになった話 コルネル・マクシンスキ／再話 東京：偕成社 絵本 カ   

0117374504 七人のシメオン 田中　友子／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116407487 ジャックとまめの木 森山　京／文 東京：小学館 絵本 サ   

0116536178 ジャックとまめのき いもと　ようこ／文絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117480863 ジャックとまめのき 早野　美智代／文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116576273 十二支のはじまり 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   



0117031112 十二支のはじまり いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116279548 しょうとのおにたいじ 稲田　和子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117064824 正坊とクロ 新美　南吉／さく 東京：星の環会 絵本 ハ   

0115619884 しらさぎちょうじゃ かく　のぶゆき／ぶん 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116407362 しらゆきひめ グリム／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0116767484 しらゆきひめ グリム／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116407461 シンデレラ ペロー／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0117199216 シンデレラ グリム／原作 東京：文化学園文化出版局 絵本 ハ   

0116084757 シンデレラ [グリム／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117184325 ずるいコウモリ [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116879560 仙人のおしえ おざわ　としお／再話 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117871368 空とぶ馬と七人のきょうだい イチンノロブ・ガンバートル／文 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0117686709 空とぶ船とゆかいななかま バレリー・ゴルバチョフ／再話・絵 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0114909377 たこやはちべえりゅうぐうたび さねとう　あきら／ぶん 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116949991 たなばたさま いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0113416648 たにし長者 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117057307 たぬきえもん 藤巻　愛子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115448953 たべられたやまんば 瀬川　康男／絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116454760 ちゅーとにゃーときー デハラ　ユキノリ／再話・絵 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0117664250 チンチラカと大男 片山　ふえ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117064832 ついていったちょうちょう 新美　南吉／さく 東京：星の環会 絵本 ハ   

0116986308 つきのうさぎ いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0114764434 つぶむこ 小林　輝子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116584582 つるのおんがえし 石崎　洋司／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117523886 つるのおんがえし 松谷　みよ子／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0116335126 つるのよめさま 松谷　みよ子／文 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   

0117057315 天のかみさま金んつなください 津谷　タズ子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117064840 でんでんむしのかなしみ 新美　南吉／さく 東京：星の環会 絵本 ハ   

0113819007 とかいのネズミといなかのネズミ ケイト・サマーズ／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0114951528 トッケビのこんぼう チョン　チャジュン／文 東京：平凡社 絵本 ハ   

0113745913 とりのみじいさん 小沢　正／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115266959 ないた赤おに 浜田　廣介／作 東京：集英社 絵本 サ   



0112468848 ながいかみのラプンツェル ヤーコプ・グリム／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116407479 ながぐつをはいたねこ ペロー／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0117761627 梨の子ペリーナ イタロ・カルヴィーノ／再話 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117816868 なまはげ 池田　まき子／文 東京：汐文社 絵本 タ   

0117033639 なみこぞう 伊達　恵美子／著 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117264291 なんにもせんにん 唯野　元弘／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0114395635 にほんたんじょう 岸田　衿子／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116407438 人魚ひめ アンデルセン／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0116504010 にんぎょひめ ハンス・クリスチャン・アンデルセン／原作 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0116515321 にんぎょひめ アンデルセン／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116751140 にんじん だいこん ごぼう 植垣　歩子／再話・絵 東京：福音館書店 小さい絵本

0117388934 ねことねずみ いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0114919855 ねずみきょう 香山　美子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116401118 ねずみのすもう いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115820870 ねずみのよめいり おざわ　としお／再話 [東京]：くもん出版 絵本 カ   

0116407503 ねむりひめ ペロー／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0117006759 ねむりひめ グリム／原作 東京：文化学園文化出版局 絵本 ハ   

0113876668 ねむりひめ グリム／[原作] 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117057323 ねむりむし じらぁ 川平　朝申／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117480319 ノロウェイの黒牛 なかがわ　ちひろ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116911835 ハーメルンのふえふき グリム／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0114043540 ばけものでら 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116407545 はだかの王さま アンデルセン／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0116612631 はだかのおうさま アンデルセン／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117099028 はだかのおうさま アンデルセン／[原作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116473638 はなさかじいさん 石崎　洋司／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116618133 花じんま 田島　征三／再話・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115945974 はなたれこぞうさま 長谷川　摂子／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0113728075 はなたれこぞうさま 川村　たかし／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116407560 火うちばこ アンデルセン／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0116573262 美女と野獣 アーシュラ・ジョーンズ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117119024 ひまなこなべ 萱野　茂／文 東京：あすなろ書房 絵本 ア   



0116371881 びんぼうがみとふくのかみ いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117231712 ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ／再話・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117434035 藤城清治影絵の絵本 アンデルセン アンデルセン／[原作] 東京：講談社 絵本 カ   

0117290916 藤城清治影絵の絵本 グリム グリム／[原作] 東京：講談社 絵本 カ   

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   

0116593690 ブレーメンのおんがくたい グリム／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116135716 ブレーメンのおんがくたい わらべ　きみか／絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116603853 プレッツェルのはじまり エリック・カール／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117139568 ぶんぶくちゃがま 香山　美子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115161812 へっこきあねさ 長谷川　摂子／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117832493 ヘビと船長 ふしみ　みさを／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117303446 ヘンゼルとグレーテル グリム／[原作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117057331 まのいいりょうし 瀬田　貞二／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116407586 マーシャとくま 三木　卓／文 東京：小学館 絵本 サ   

0115369050 マーシャと白い鳥 M.ブラートフ／再話 東京：偕成社 絵本 カ   

0115520637 まちのねずみといなかのねずみ イソップ／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116407354 マッチ売りの少女 アンデルセン／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   

0117437095 マッチうりのしょうじょ アンデルセン／[原作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117427997 まめつぶこぞうパトゥフェ 宇野　和美／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116365586 みるなのへや 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116024647 むかしむかしとらとねこは… 大島　英太郎／文・絵 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117128165 むかしばなしめいろ せべ　まさゆき／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116353012 メロウ せな　けいこ／再話・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116064098 ももうりとのさま 松谷　みよ子／文 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   

0117761981 ももたろう 中山　信一／え 東京：文響社 絵本 ハ   

0116140948 ももたろう 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0114395643 やまたのおろち 羽仁　進／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

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

0114909385 よっぱらったゆうれい 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117660829 ライオンとタカとアリになった男の子 菱木　晃子／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116100017 ライオンとネズミ [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0113682256 六にんのごうけつ 川村　たかし／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   



0116451634 わかがえりの水 広松　由希子／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116506643 わらしべちょうじゃ 石崎　洋司／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117445890 わらしべちょうじゃ 植垣　歩子／[作] 東京：あすなろ書房 絵本 ア   


