
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117868828 あおいろペンギン ペトル・ホラチェック／作 京都：化学同人 絵本 カ   

0116618059 あそびたいものよっといで あまん　きみこ／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117915173 あそぼうクマクマ なにしているかな?森のどうぶつたちレイチェル・ピアシー／文 東京：河出書房新社 絵本 カ   

0116556341 あててえなせんせい 木戸内　福美／ぶん 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117379834 あのねあのね えがしら　みちこ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117865931 あら、そんなの! 高橋　和枝／著 東京：偕成社 絵本 カ   

0116054636 あんなになかよしだったのに… かさい　まり／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117777409 い〜れ〜て! 中川　ひろたか／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117050104 いけいけ!しょうがくいちねんせい 中川　ひろたか／ぶん 東京：小学館 絵本 サ   

0116692377 いじめっこ ローラ・ヴァッカロ・シーガー／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0117426221 いじわるちゃん たんじ　あきこ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117220566 いたずらおおかみくん きむら　ゆういち／作 東京：世界文化社 絵本 サ   

0117542951 いたずらひつじとおおかみのけがわ ふじお　けんた／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117888792 いっしょにおいわいクリスマス クリスティーナ・バトラー／文 東京：女子パウロ会 絵本 サ   

0117579235 いっしょにおつかい メアリー・チャルマーズ／作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116844937 いっしょにねてあげる さこ　ももみ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116073016 いつまでもともだち 新沢　としひこ／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116342528 いつもありがとうのウサギくん ティシュ・レイビー／文 東京：女子パウロ会 絵本 サ   

0117489468 いまのわたしにできること リサ・パップ／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0117445387 うーこのてがみ 小池　アミイゴ／ぶん・え 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0117700112 うさぎのバレエだん 石井　睦美／ぶん 東京：小学館 絵本 サ   

0116287988 うさぎくんとはるちゃん おかだ　ちあき／さく・え 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0114881410 うまそうだな、ねこ 松山　美砂子／[作] 東京：架空社 絵本 カ   

0116937954 うれしいやくそく くすのき　しげのり／作 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0116456807 ええところ くすのき　しげのり／作 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0117457556 えらいこっちゃのいちねんせい かさい　まり／文 東京：アリス館 絵本 ア   

特集名：長野４月児童テーマ「ともだち」
特集期間：2022/4/1～2022/4/27



0116815135 おかしがたべたい! ビーゲン セン／作 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116255696 おきゃく、おことわり? ボニー・ベッカー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117925891 おそらにいったたいせつなともだち ドーン・マクニフ／さく 京都：化学同人 絵本 カ   

0116795899 おたすけやたこおばさん 高林　麻里／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117619718 おつきさまのともだち カワチ　レン／作・絵 東京：学研プラス 絵本 カ   

0117689208 おなまえ100 せべ　まさゆき／さく・え 東京：偕成社 絵本 カ   

0115902702 おひさまむらのこどもたち あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116815150 おひるねちゃんとできるかな 宮野　聡子／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117749234 おむすびころりんはっけよい! 森くま堂／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117145417 おやしきへいく 庄野　ナホコ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117250670 オリオンとクラヤーミ エマ・ヤーレット／さく・え 東京：主婦の友社 絵本 サ   

0117720961 おれ、ピートくいたい マイケル・レックス／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0117607606 おろろんおろろん 石黒　亜矢子／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117306308 かくれんぼ 種村　有希子／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117745760 かしたつもり×もらったつもり かさい　まり／さく 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117880781 学校が大好きアクバルくん 長倉　洋海／著 東京：アリス館 絵本 ア   

0117186908 がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス／文 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116087636 がまんのケーキ かがくい　ひろし／作絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117420646 かんけり 石川　えりこ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117804773 きづいてパンダさん カンタン・グレバン／さく 東京：潮出版社 絵本 ア   

0116927328 きみへのおくりもの 刀根　里衣／著 東京：NHK出版 絵本 ア   

0117752287 きみにありがとうのおくりもの 宮野　聡子／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116283664 きみはきみだ 斉藤　道雄／文・写真 東京：子どもの未来社 絵本 カ   

0117681270 きょうからほいくえん エヴァ・モンタナーリ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116132093 きょうふのわすれものチェック! スギヤマ　カナヨ／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116997099 くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田　麟太郎／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117421107 くまのプーさんまたあの森で会おう ブリタニー・ルビアーノ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117703421 くまのボウボウ まきみち／原作・絵 神戸：出版ワークス 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   

0117834861 ぐん太 夢枕　獏／文 東京：小学館 絵本 カ   

0116924614 けんかともだち 丘　修三／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116983172 ごいっしょにどうぞ くすのき　しげのり／作 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   



0116735457 こうくんとちいさなゆきだるま はせがわ　さとみ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117104216 こうくんとちいさなゆきだるまのなつやすみ はせがわ　さとみ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116454745 こぐまとめがね こんの　ひとみ／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117215368 こぐまになったピーナ PEIACO／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116543513 こころやさしいワニ ルチーア・パンツィエーリ／さく 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116895657 こっちへおいで、あそぼうよ ヴィクトリア・アドラー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116398157 ごはんのとも 苅田　澄子／文 東京：アリス館 絵本 ア   

0116170861 コブタくんもうなかないで かとう　ようこ／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116808684 こまねこのこまったこまったぬいぐるみ ごうだ　つねお／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0117592253 ゴリラさんだめです キューライス／さく・え 東京：イースト・プレス 絵本 ア   

0117645028 コレットのにげたインコ イザベル・アルスノー／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115761587 さかさのこもりくんとこふくちゃん あきやま　ただし／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116916693 さくらいろのりゅう 町田　尚子／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0115959686 サッサとモタのはじめまして ひがし　あきこ／文・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0116748575 サラとダックンなにになりたい? サラ・ゴメス・ハリス／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116986290 サラとダックンゆうえんちにいく! サラ・ゴメス・ハリス／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116356387 しげちゃん 室井　滋／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117194563 したじきくんとなかまたち 二宮　由紀子／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117157024 小学校の生活 はまの　ゆか／絵 東京：学研プラス 絵本 カ   

0115926552 ジョニーパーティーへいく やまだ　うたこ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0118365568 しょんぼりしないで、ねずみくん! ジェド・ヘンリー／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117214882 しろさんとちびねこ エリシャ・クーパー／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0116719352 しろちゃんとはりちゃん たしろ　ちさと／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117849620 しんゆうだけどだいきらい 石山　さやか／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0118371715 スイミー レオ・レオニ／作 東京：好学社 絵本 カ   

0117359109 ずっと ケイト・クライス／文 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0117888750 ぞろぞろぞろぞろ 春田　香歩／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117728303 だから、さびしくない 落合　久恵／さく・え 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   

0116742727 たったひとりのともだち 原田　えいせい／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0115827016 たっちゃんまってるよ おくもと　ゆりこ／文 東京：アスラン書房 絵本 ア   

0116475369 たにのそこのきいろいやねのいえ accototo／作　絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117106708 たのしいひっこし 岡田　よしたか／作 東京：小学館 絵本 サ   



0115872434 だめだめすいか 白土　あつこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116924598 だれかさん 今森　光彦／切り絵 東京：アリス館 絵本 ア   

0116375411 たんじょうびってすてきなひ あいはら　ひろゆき／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115721235 ちいさいちゃん ジェシカ・ミザーヴ／作 東京：主婦の友社 絵本 サ   

0117917229 ちいさなおじさんとおおきな犬 バールブロー・リンドグレン／文 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0116584087 チャーリーのはじめてのよる エイミー・ヘスト／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117160150 チャドとクラーク都会で大ぼうけん 竹清　仁／作 福岡：梓書院 絵本 ア   

0116132085 チロルちゃんとプクプク　ながれぼしにおねがいのまきおざき　えみ／[作] 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0117264028 てをつなぐ 鈴木　まもる／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117206508 てらこやものがたり 鎌倉てらこや／文 鎌倉：銀の鈴社 絵本 カ   

0115845570 てんぐのくれためんこ 安房　直子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0118362110 どうぞのいす 香山　美子／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117054999 とびっきりのおむかえ ニコラ・チンクエッティ／作 広島：きじとら出版 絵本 カ   

0114828361 ともだち 谷川　俊太郎／文 町田：玉川大学出版部 絵本 タ   

0118383629 ともだちキリン ねじめ　正一／詩 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116932054 ともだちってだれのこと? 岩瀬　成子／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117087650 ともだちどれだ? 新井　洋行／作・絵 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117192740 ともだちなんかいらない 内田　麟太郎／文 東京：小学館 絵本 サ   

0115754426 ともだちになって まつおか　たつひで／さく・え 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116997081 ともだちのいす 内田　麟太郎／ぶん 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116084740 ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117057182 ともだちのつくりかた たかい　よしかず／さく 東京：大日本図書 絵本 タ   

0116900770 ともだちべんとう 木坂　涼／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116132218 ともだちはゆきだるまくん キャサリン・ウォルターズ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116459611 ともだちやま 加藤　休ミ／作 東京：ビリケン出版 絵本 ハ   

0116838756 トラネコとクロネコ 宮西　達也／作絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0115926545 とらねこさんおはいんなさい。 山脇　恭／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116795857 どろんこどろにゃあ ささき　みお／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0115946030 ドングリ小屋 いしい　つとむ／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116789900 どんぐりころころおやまへかえるだいさくせん スギヤマ　カナヨ／作・絵 東京：赤ちゃんとママ社 絵本 ア   

0116155326 どんなときもきみを アリスン・マギー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117857300 なぁなぁ、あそぼ〜! さいとう　しのぶ／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   



0117585208 なまけものパーティー 齋藤　槇／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115577363 にわとりちゃんとこぎつねくん ブリギッテ・シジャンスキー／文 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0117854604 にんきものいちねんせい つちだ　のぶこ／え 東京：小学館 絵本 サ   

0112491782 ねえ、おきて! さとう　わきこ／[作] 東京：架空社 絵本 カ   

0117660688 ネコのみち うちむら　たかし／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0115164972 ねずみちゃんとりすちゃん　おしゃべりの巻 どい　かや／[作] 東京：学研 絵本 カ   

0117792192 ハイジ　上巻 ヨハンナ・スピリ／原作 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0117915249 ハイジ　下巻 ヨハンナ・スピリ／原作 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0117801522 はしのうえのおおかみ 奈街　三郎／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116018607 はじめましてぼく,ボリス キャリー・ウェストン／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117891796 バズとベンツはおともだち? ハイディ・マッキノン／さく 東京：潮出版社 絵本 ア   

0117328765 ばすくんのともだち みゆき　りか／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0117761577 ばんそうこうくださいな 矢野　アケミ／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116872896 ぴっぽのたび 刀根　里衣／著 東京：NHK出版 絵本 ア   

0117215350 ひとつずつ 八木田　宜子／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117109546 ひゃっくん 竹中　マユミ／文・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0116649294 ビリーのすてきなともだち ブランチ・ボウシンスキー／原作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116808452 ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116359977 ふたりはめいたんてい? さこ　ももみ／さく 東京：アリス館 絵本 ア   

0116365842 ブルくんダンプくん 谷　真介／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116562083 フンボルトくんのやくそく ひがし　あきこ／作・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116261686 へっぽこまじょこニコとニキ あいはら　ひろゆき／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116857780 ほいくえんのいちにち おか　しゅうぞう／ぶん 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117022095 ぽかぽかすずめ 山岡　ひかる／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116339292 ぼくとおおはしくん くせ　さなえ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116410606 ぼくとソラ そうま　こうへい／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117154211 ぼくのそりにのって! さえぐさ　ひろこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116986423 ぼくのともだち とね　さとえ／作・絵 東京：学研パブリッシング 絵本 カ   

0117426106 ぼくのともだちしょうかいします 工藤　彩香／作・絵 名古屋：三恵社 絵本 サ   



0116430448 ぼくのゆきだるまくん アリスン・マギー／文 東京：主婦の友社 絵本 サ   

0117660571 ぼくはくるま、みんなもくるま 高橋　祐次／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117801472 ぼくはケンちゃん はしもと　えつよ／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0115916777 ぼくたちともだち 中川　ひろたか／さく 東京：アリス館 絵本 ア   

0116930074 ぼくたちねこなのゆかいな8ぴき どい　かや／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116365594 ほげちゃん やぎ　たみこ／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117324004 ポケットいっぱい カトウ　シンジ／著 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0117269555 ぽちっとあかいおともだち コーリン・アーヴェリス／文 東京：少年写真新聞社 絵本 サ   

0116575986 まいごのワンちゃんあずかってます アダム・ストーワー／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117660654 まじょのむすめワンナ・ビー 竹下　文子／作 東京：偕成社 絵本 ア   

0115644932 またあした さえぐさ　ひろこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116317306 まちのいぬといなかのかえる モー・ウィレムズ／文 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117739698 まなちゃんはおおかみ 種村　有希子／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0116904608 マフラーでどうぞ 小野寺　悦子／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116879610 み〜んなパンダ 石井　聖岳／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117388991 ミカちゃんのひだりて 中川　洋典／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117595108 みらいのえんそく ジョン・ヘア／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0115240079 みんないきてるみんなでいきてる! エリック・カール／絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0115610024 みんなおそろい 山脇　恭／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117012831 みんなのくまくまパン 西村　敏雄／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117430454 ムカッやきもちやいた かさい　まり／さく 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117485128 むれ ひろた　あきら／さく 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0116934886 もういいよったらもういいよ 香山　美子／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116927344 モモンガくんとおともだち くすのき　しげのり／作 東京：廣済堂あかつき 絵本 カ   

0114806714 もりいちばんのおともだち ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116506411 もりへぞろぞろ 村田　喜代子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116795881 もりのうんどうかい ビーゲン セン／作 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0114216252 やあ、もしもし! クリス・ラシュカ／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0116291576 やさしい女の子とやさしいライオン ふくだ　すぐる／著 東京：アリス館 絵本 ア   



0117725549 やねうらべやのおばけ しおたに　まみこ／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117277277 やもじろうとはりきち 降矢　なな／作・絵 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116570284 ヤンカのにんぎょうげき どい　かや／さく 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0116291709 ようこそおばけパーティーへ おぼ　まこと／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117253583 ようちえんのはる・なつ・あき・ふゆ おか　しゅうぞう／さく 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115962912 ライオンとぼく 垂石　眞子／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0116801408 ライオンのひみつ マーガレット・ワイルド／文 東京：国土社 絵本 カ   

0117706200 ランカ 野呂　きくえ／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0117931196 リィーヤとトラ アンナ・フェドゥロヴァ／文 東京：カランダーシ 絵本 カ   

0116176595 リスとはるの森 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   

0116944067 りんこちゃんのへんしん はやま　めぐみ／作・絵 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116818048 るいくんとおばけくん 市川　宣子／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117173492 るいちゃんのけっこんしき きだに　やすのり／作 東京：学苑社 絵本 カ   

0116767658 ルーシーといじめっこ クレア・アレクサンダー／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116854936 レミとソラ 細井　五月／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117206557 わすれもの 豊福　まきこ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115277568 わすれんぼうのはりねずみ 竹下　文子／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0115134389 わたあめおばけ とよた　かずひこ／作・絵 東京：学研 絵本 カ   

0115210973 わたしのおひなさま 内田　麟太郎／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117130641 わたしのそばできいていて リサ・パップ／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0115548497 わたしはレナのおにんぎょう たかばやし　まり／さく 東京：朔北社 絵本 サ   

0116573197 わたしたちうんこ友だち? 高橋　秀雄／作 国立：今人舎 絵本 ア   


