
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116706557 あいうえおいしいレストラン 川北　亮司／作 東京：WAVE出版 絵本 ア   

0116685959 いかすぜ!ブブヒコ 中川　ひろたか／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0113705495 いもむしパピはしたてやさん 前田　まゆみ／さく・え 東京：PHP研究所 書庫

0117142588 うおいちば 安江　リエ／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117849794 うさぎのパンやさんのいちにち かこ　さとし／著 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0116368481 ウッカリとチャッカリのおみずやさん 仁科　幸子／さく・え 東京：小学館 絵本 サ   

0117838565 うろおぼえ一家のおかいもの 出口　かずみ／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0115991374 おかいものおかいもの さいとう　しのぶ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117575936 おかいものなんだっけ? 宮野　聡子／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115468159 おかいものパレード 西内　ミナミ／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0115593238 おかいものパレード 西内　ミナミ／作 東京：鈴木出版 書庫

0117829903 おすしやさんにいらっしゃい! おかだ　だいすけ／文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115820524 おつかいしんかんせん 福田　岩緒／作・絵 東京：そうえん社 絵本 サ   

0115447377 おつかいどきどき 木村　裕一／作 東京：偕成社 書庫

0115609943 おつかいどきどき 木村　裕一／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0110083250 おつかい マーくん こわせ　たまみ／作 京都：PHP研究所 書庫

0117822288 おにのおふろや 苅田　澄子／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116839010 おにぎりやタコジロー 山崎　克己／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117226449 おばけのケーキ屋さん ひみつのねがいごと SAKAE／絵・文 東京：マイクロマガジン社 絵本 マ   

0116144668 おひげやチョボチッチ ひだ　きょうこ／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115432973 おふろやさん 西村　繁男／作 東京：福音館書店 書庫

0117028522 おふろやさんのまねきねこ とよた　かずひこ／さく・え 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117394833 おまつり あずみ虫／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0111361911 おみせ 五十嵐　豊子／え 東京：福音館書店 書庫

0112756598 おみせやさん 角野　栄子／ぶん 童心社 書庫

0116109380 かえるのレストラン 松岡　節／作 大阪：ひかりのくに 書庫

特集名：長野５月児童テーマ「おみせやさん」
特集期間：2022/4/29～2022/5/30



0111077897 かにのケーキやさん たに　しんすけ／ぶん 東京：ポプラ社 書庫

0117165829 かめんやさん まきうち　れいみ／文 東京：文芸社 絵本 ハ   

0116645797 からすのそばやさん かこ　さとし／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0116645805 からすのてんぷらやさん かこ　さとし／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0117176768 からすのパンやさん かこ　さとし／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0117176776 からすのパンやさん かこ　さとし／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0115240178 からすのパンやさん 加古　里子／絵と文 東京：偕成社 絵本 カ   

0114739337 カリカリのぼうしやさん つちだ　のぶこ／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   

0116016882 ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116320292 ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117059675 ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ　ゆみこ／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115873556 きらきらやさん 中村　翔子／作 東京：PHP研究所 書庫

0111816849 くつやのマルチン トルストイ／[原作] 新潟：西村書店 書庫

0116275074 くまの楽器店 安房　直子／作 東京：小学館 書庫

0117028449 くまのしゅげいやさん おまた　たかこ／文・絵 東京：小学館 絵本 サ   

0115082984 くるりんはじめてのおつかい とりごえ　まり／文・絵 東京：文渓堂 絵本 ハ   

0117888545 くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ／文・絵 東京：小学館 絵本 サ   

0115824708 ケーキやさんのゆうれい ジャクリーン・K.オグバン／さく 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116005232 げんくんのまちのおみせやさん ほりかわ　りまこ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117628867 こうさくはっちゃん おすしやさん ひらぎ　みつえ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117728279 こぐまのカブおつかいへ 牛窪　良太／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116208117 このすしなあに 塚本　やすし／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0114314537 こびとのくつや グリム／[原作] 東京：教育画劇 書庫

0116121336 こびとのくつや グリム／原作 東京：金の星社 書庫

0112640347 ゴリラのパンやさん 白井　三香子／作 東京：金の星社 書庫

0117445361 ごろうのおみせ ごろう／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116096959 ゴロリともりのレストラン かとう　まふみ／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0115091670 こんたのおつかい 田中　友佳子／作・絵 東京：徳間書店 書庫

0116261702 こんなおみせしってる? 藤原　マキ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115887705 コンビニエンス・ドロンパ 富安　陽子／文 東京：童心社 絵本 タ   

0114737232 こんもり森のまほうのレストラン 市居　みか／さく・え 小布施町(長野県)：文屋 絵本 ハ   

0115872210 三丁目の傘屋さん 岡本　小夜子／作 東京：そうえん社 書庫



0114448988 3びきのこぶたのおみせやさんごっこ あさの　ななみ／さく 東京：PHP研究所 書庫

0116745480 しあわせなワニくんかんちがいレストラン 神沢　利子／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0115966152 したて屋リセロット ナディーヌ・ウォルター／文 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0112976253 しっぱいばかりのライオンとこや 多田　ヒロシ／[作] 東京：童心社 書庫

0115674806 じゃまねこのレストラン もりた　かず／著 東京：新風舎 書庫

0116821182 しょうてんがいはふしぎどおり 内田　麟太郎／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117154187 しょうてんがいくん 大串　ゆうじ／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0117771303 しろくまきょうだいのおべんとうやさん serico／え 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117628917 しろくまきょうだいのケーキやさん serico／え 東京：白泉社 絵本 ハ   

0116096710 しんかんくんのパンやさん のぶみ／さく 東京：あかね書房 書庫

0115048555 すっぽんぽんのすけデパートへいくのまき もとした　いづみ／作 東京：鈴木出版 書庫

0117476721 すみれベーカリーのカナリアパン 古田　節子／文 鎌倉：銀の鈴社 絵本 カ   

0117585604 ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ　正一／文 東京：くもん出版 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   

0115970345 たぬきいっかのはらぺこ横丁 国松　エリカ／[作] 東京：学研 絵本 カ   

0117489989 たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタ　サヤカ／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0115227738 たろうのおでかけ 村山　桂子／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117179135 だんご屋政談 春風亭　一之輔／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117062448 たんぼレストラン はやし　ますみ／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117331850 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117686683 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117226316 ちょきちょきブロッコリーさん ふくだ　じゅんこ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116596172 チョコレート屋のねこ スー・ステイントン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116454794 ティモシーとサラはなやさんからのてがみ 芭蕉　みどり／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0116310780 てんとうむしのはじめてのレストラン さいとう　しのぶ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116786641 どうぶつたちのおかいもの 渡辺　茂男／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116261363 とこやにいったライオン サトシン／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115450918 ともだちや 内田　麟太郎／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116801770 ながぐつをかいに 星野　イクミ／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117673640 泣き虫なお花屋さん 雨音　はるじ／さく・え 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0116404047 なぞなぞのみせ 石津　ちひろ／なぞなぞ 東京：偕成社 絵本 カ   

0117660282 なんと!ようひんてん 石川　基子／作 東京：講談社 絵本 カ   



0115920241 ニャンタとポンタのわたあめやさん たちの　けいこ／さく 東京：あかね書房 書庫

0116270562 ねこのおすしやさん 鈴木　まもる／作・絵 東京：偕成社 書庫

0117771014 ネコノテパンヤ 高木　さんご／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115516718 ねこのパンやさん ポージー・シモンズ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115433633 はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 東京：福音館書店 書庫

0115862971 はなやのおばさん ねじめ　正一／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117199653 バムとケロのおかいもの 島田　ゆか／作　絵 東京：文渓堂 絵本 ハ   

0117323485 ハンカチやさんのチーフさん どい　かや／文 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117144956 パンタロンとケーキやさん キャサリン・ジャクソン／さく 東京：好学社 絵本 カ   

0117142521 パン屋のイーストン 巣山　ひろみ／文 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0116275587 パンやのろくちゃん 長谷川　義史／作 東京：小学館 書庫

0117385799 秘密の空想菓子店 おかしさん／[作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117365403 ふしぎなあおいふく サトシン／さく 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117101451 ふしぎなカサやさん みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116802273 ふしぎなかばんやさん もとした　いづみ／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0115754079 ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115871618 ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社 書庫

0117893727 ふしぎなヒーローやさん みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115432833 ぶたぶたくんのおかいもの 土方　久功／さく え 東京：福音館書店 書庫

0116692658 へんしんデパート たかてら　かよ／文 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117226225 へんてこレストラン 古内　ヨシ／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117717157 まっくろいたちのレストラン 島本　理生／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115226110 マフィンおばさんのぱんや 竹林　亜紀／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115430787 マフィンおばさんのぱんや 竹林　亜紀／さく 東京：福音館書店 書庫

0117312363 まほうの絵本屋さん 小手鞠　るい／作 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0117777417 まんぷくよこちょう なかざわ　くみこ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0115450033 むしむしレストラン しもだ　ともみ／作・絵 東京：教育画劇 書庫

0117485219 モグモグのおかしやさん カトウ　シンジ／著 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0117041863 もりのおかしやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0112442470 もりの おもちゃやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0116100769 もりのおやつやさん とりごえ　まり／[作] 東京：学研 書庫

0117714188 もりのかばんやさん ふくざわ　ゆみこ／作・絵 東京：学研プラス 絵本 カ   



0115455834 もりのぎんこう ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 書庫

0113837975 もりのクリーニングやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 書庫

0113837926 もりの じてんしゃやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 書庫

0115455800 もりのスパゲッティやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0115455826 もりのスパゲッティやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 書庫

0113837967 もりのとけいやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117472431 もりのはいしゃさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0113838031 もりのピザやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0115443780 もりのピザやさん ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 書庫

0117031278 森の本やさん 肥田　美代子／文 東京：文研出版 絵本 ハ   

0111389631 もりのほんやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 書庫

0113837991 もりのほんやさん 舟崎　靖子／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115779001 もりのメガネやさん やまもと　やすみ／著 東京：新風舎 絵本 サ   

0112442488 もりのレストラン ふなざき　やすこ／さく 東京：偕成社 書庫

0117018994 もりもり森のネコロッケ あさの　あつこ／おはなし 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0117419069 やきいもやゴンラ ながい　いくこ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116766908 やぎや 長野　ヒデ子／作 東京：鈴木出版 書庫

0117711002 やたいのおやつ ふじもと　のりこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117444810 やまもりラーメン 赤川　明／[作] 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117061713 よるのさかなやさん 穂高　順也／文 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0116096603 よるのとこやさん 垣内　磯子／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117368084 よるのわがしやさん 穂高　順也／文 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0117323865 ラーメンこうばん ささき　みお／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116164096 ライオンはかせのはなやさん かつらこ／え・ぶん 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116391988 らっしゃい! 松本　梨江／文 福岡：石風社 絵本 サ   

0112154513 レストランかもめ 南本　樹／作 東京：教育画劇 書庫

0116801382 レンタルおばけのレストラン 宮本　えつよし／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116264961 ロビンとルパートのティータイムやさん やまだ　うたこ／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0115070401 わたしはおかしやさん パトリシア・ベレビー／ぶん 舞阪町(静岡県)：ひくまの出版 書庫

0115447633 ワニーさんのおまけつきレストラン 岡本　一郎／原案 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115447690 ワニーさんのおまけつきレストラン 岡本　一郎／原案 大阪：ひかりのくに 書庫


