
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116515396 あいうえおのうみで すぎはら　ともこ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117595314 アイスクリームおうこく ナカオ　マサトシ／さく 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117871731 青い花 安房　直子／作 東京：小峰書店 絵本 ア   

0115863052 あさがお 斎藤　光一／絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116365354 あさがお 荒井　真紀／文・絵 東京：金の星社 書庫

0116827817 あつい!! 木曽　秀夫／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117588897 あついあつい 垂石　眞子／さく 東京：福音館書店 小さい絵本

0117107029 あつくてあつくて ほんま　わか／ぶん 大阪：解放出版社 絵本 カ   

0117351031 あにくんとおとうとくん いしかわ　くに／文・絵 東京：高陵社書店 絵本 カ   

0117181602 あめ イブ・スパング・オルセン／さく 東京：亜紀書房 絵本 ア   

0116798737 あめあめぱらん 木坂　涼／文 東京：のら書店 絵本 ナ   

0117220616 あめがふるふる 田島　征三／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117638767 あめといっしょに 田仲　由佳／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116356627 あめのひくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116818402 あめあめふれふれねずみくん なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117734095 あめかっぱ むらかみ　さおり／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116792433 あめふりうります 平田　昌広／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116792441 あめふりさんぽ えがしら　みちこ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0114390776 ありとすいか たむら　しげる／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116968587 いそあそびしようよ! はた　こうしろう／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117880872 いつつごうさぎとうみのほうせき まつお　りかこ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117888784 うさぎちゃんうみへいく せな　けいこ／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117070094 うまれたよ!クワガタムシ 山口　進／写真・文 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116365628 うみ 中川　ひろたか／文 東京：自由国民社 絵本 サ   

0116827759 海へいこうよ 黒澤　絵美／文 東京：アスラン書房 絵本 ア   

0116524216 うみざざざ ひがし　なおこ／さく 東京：くもん出版 小さい絵本

特集名：長野６月・７月児童テーマ「夏のたのしみ」
特集期間：2022/6/15～2022/7/27



0117756890 うみだうみだ せな　けいこ／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117813881 うみといきる ふくい　てる／作 東京：金の星社 絵本 カ   

0116368465 うみにいったライオン 垂石　眞子／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0117610246 うみのあじ たけがみ　たえ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

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

0115891319 うみのいえのなつやすみ 青山　友美／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117084368 うみのそこたんけん 中川　ひろたか／ぶん 東京：アリス館 絵本 ア   

0117059782 海のなかをはしった日 チョン　シューフェン／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0117925677 海のなかのぞいた よしの　ゆうすけ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117226191 海のぷかぷか 高久　至／写真 東京：アリス館 絵本 ア   

0117592048 海ガラスの夏 ミシェル・ハウツ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117874677 うみべのくまちゃん シャーリー・パレントー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117988089 うみべのくろくま たかい　よしかず／さく・え 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117737155 うれしいぼんおどり すとう　あさえ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116818246 エステバンとカブトムシ ホルヘ・ルハン／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117904979 絵本で知ろう二十四節気 夏 ふじもと　みさと／文 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117576298 えんふねにのって ひがし　ちから／作 東京：BL出版 絵本 ハ   

0116738683 黄金の夏休み 最上　一平／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0116818238 おおきなスイカ 庄野　ナホコ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116521212 おーなみこなみざぶん! 長野　ヒデ子／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116821562 おさるのジョージアイスクリームだいすき M.レイ／原作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0114783905 おさるのジョージキャンプにいく M.レイ／原作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0117255877 おじいちゃんのイカ 糸井　文彦／文・絵 東京：文芸社 絵本 ハ   

0117238204 オニのきもだめし 岡田　よしたか／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117584987 オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安　陽子／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117409037 お化けの海水浴 川端　誠／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116381468 おばけのチョウちゃん 長野　ヒデ子／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0114283567 お化けの真夏日 川端　誠／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117880856 お化けの猛暑日 川端　誠／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116805292 おばけぼうやのかいすいよく わたなべ　ゆういち／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116527334 おひさまみたいに スーザン・マリー・スワンソン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117877902 おふろひえてます とよた　かずひこ／作・絵 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   

0116679564 おまつりのねがいごと たしろ　ちさと／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117104174 おもちのかいすいよく 苅田　澄子／作 東京：学研プラス 絵本 カ   

0117457663 カどこいった? 鈴木　のりたけ／作・絵 東京：小学館 絵本 サ   

0117681320 かいて けって 新島　誠／[作] 東京：集文社 絵本 サ   

0116645847 カエルのおでかけ 高畠　那生／[作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117579193 かさとながぐつ 二宮　由紀子／文 東京：瑞雲舎(発売) 絵本 サ   

0116521196 カブクワれっしゃ タツトミ　カオ／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115714412 かぶとむし 安永　一正／文・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117485193 かぶとむしのはこびやさん やました　ゆうこ／さく 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0117865980 かぶとむしのぶんぶんちゃんうまれたよ! ねもと　まゆみ／作 東京：童心社 絵本 タ   

0116521220 かぶとん みうら　し〜まる／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117888818 カブとんクワたん 岡村　茂／作・絵 東京：永岡書店 絵本 ナ   

0117745703 カメレオンのかきごおりや 谷口　智則／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0116084831 ガリガリ君海へ行く ガリガリ君プロダクション／監修 東京：汐文社 絵本 タ   

0117232256 ガルマンの夏 スティアン・ホーレ／絵・文 東京：三元社 絵本 サ   

0115124398 カロリーヌとユピーうみへいく ピエール・プロブスト／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117101857 きもだめし 新井　洋行／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116827825 キャンプ!キャンプ!キャンプ! 青山　友美／[作] 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117382952 きんぎょさんとめだかさん とよた　かずひこ／作 東京：世界文化社 小さい絵本

0114788490 くいしんぼうキャンプ チャールズ・M.シュルツ／絵 東京：講談社 絵本 カ   

0117215467 くすのきだんちのあめのひ 武鹿　悦子／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116673708 くすのきだんちのなつやすみ 武鹿　悦子／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0113682827 くまの子ウーフのかいすいよく 神沢　利子／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0117150896 ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117762013 くわがたむしのなつ 谷本　雄治／文 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0116446337 けん太と山どり 小林　しげる／文 東京：文研出版 絵本 ハ   

0115290207 こいぬのパピヨンうみがすき エルウィン・ヴァン・デン・アレンド／さく 東京：平凡社 絵本 ハ   

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   

0116932294 こぐまのミモのジャムやさん いちかわ　なつこ／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0117877647 コップのすいえい 二宮　由紀子／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117080903 こばとちゃんとあひるちゃん きょうはあめふり デイヴィッド・マーティン／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   



0116365610 これ、もっていき 村上　しいこ／文 東京：講談社 絵本 カ   

0115226912 コロちゃんのかいすいよく エリック・ヒル／さく 東京：評論社 小さい絵本

0116946831 さんさんさんぽ えがしら　みちこ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0113740138 サンタのなつやすみ レイモンド・ブリッグズ／さく [東京]：あすなろ書房 絵本 ア   

0116365677 じいちゃんのよる きむら　よしお／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117749242 しおかぜにのって かじり　みな子／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0117725648 じごくにアイス ナカオ　マサトシ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117881292 しずかな夏休み キム　ジヒョン／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0116670449 じっちょりんのなつのいちにち かとう　あじゅ／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0115523508 10ぴきのおばけのかいすいよく にしかわ　おさむ／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115884991 10ぴきのかえるはじめてのキャンプ 間所　ひさこ／さく 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116818287 しまうまのズーはじめてのおとまり ミシェル・ゲ／さく 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117588269 ジュース 三木　卓／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116965518 しゅん 高部　晴市／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117247403 シロクマくつや すてきななつやすみ おおで　ゆかこ／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117585638 しろちゃんとはりちゃん なつのいちにち たしろ　ちさと／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116649104 すいか! 石津　ちひろ／文 東京：小峰書店 絵本 カ   

0115526352 すいかシーソー くさま　ひろこ／さく・え 東京：新風舎 絵本 サ   

0116378530 すいかとかぼちゃの大冒険 中川　ひろたか／文 東京：自由国民社 絵本 サ   

0116365388 すいかのたび 高畠　純／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0117397687 すいかのプール アンニョン・タル／作 東京：岩波書店 絵本 ア   

0116656216 すいかのめいさんち 平田　昌広／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0116203134 すいかくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 東京：童心社 絵本 タ   

0117598391 すごい虫ずかん じゅえき太郎／作 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0115517096 スダジイのなつ 谷口　國博／文 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117881300 すなのおしろ エイナット・ツァルファティ／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0116508961 セミとわたしはおないどし 高岡　昌江／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115322026 セミのたね 阿部　夏丸／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117226076 そらまめくんのはらっぱあそび なかや　みわ／さく 東京：小学館 絵本 サ   

0114670789 たいふうがくる みやこし　あきこ／作・絵 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115508822 たがや 川端　誠／[作] 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0115902736 たこちゃん たかべ　せいいち／[作] 武蔵野：さんこう社 絵本 サ   



0116506437 たなばたセブン もとした　いづみ／作 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116171547 たなばただいぼうけん きむら　ゆういち／作 東京：教育画劇 小さい絵本

0117220582 たなばたにょうぼう 常光　徹／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117371195 たなばたのねがいごと 村中　李衣／作 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116515362 たなばたバス 藤本　ともひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

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

0116653320 たなばたさまきららきらら 長野　ヒデ子／作・絵 東京：世界文化社 絵本 サ   

0116205022 たなばたまつり 松成　真理子／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116805557 だるまさんかぞくうみへいく 高橋　和枝／さく [東京]：教育画劇 絵本 カ   

0117866012 だんだんだんだん たけがみ　たえ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117746065 ちいさなちいさなうみのおさんぽ さかい　さちえ／[作] 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117728287 ちびクワくん やました　こうへい／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117874990 ちゅらうみのサンゴ Shusui／げんあん 東京：光文社 絵本 カ   

0117742676 つかまえた 田島　征三／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0115891376 つよいぞがっちゃん 成広　のり子／さく・え 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117162537 つんつくせんせいかめにのる たかどの　ほうこ／さく・え 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117379875 どしゃぶり おーなり　由子／ぶん 東京：講談社 絵本 カ   

0116959446 どっちがつよい?カブト対クワガタ くぼ　ひでかず／写真 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0116956228 どどどーんぱっ! とよた　かずひこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0114775638 トマトのひみつ 山口　進／文・写真 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117093732 とらねことらたとなつのうみ あまん　きみこ／作 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117595207 ながしそうめん ささき　みお／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117255992 なぜなぜクイズ絵本　[4-5] 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0116953142 なぜなぜクイズ絵本　[5-4] 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0116976333 なぜなぜクイズ絵本　[5-5] 東京：チャイルド本社 絵本 タ   

0116060799 なつですよ 柴田　晋吾／さく 東京：金の星社 絵本 カ   

0117691881 なつといえば… 新井　洋行／[作] 東京：アルファポリス 小さい絵本

0117585653 夏とおとうとと ふくだ　いわお／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117113548 夏のあらしとムーミントロール トーベ・ヤンソン／原作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0114595515 なつのいちにち はた　こうしろう／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115867400 なつのおとずれ かがくい　ひろし／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117838490 なつのキリンピック ねじめ　正一／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   



0117746107 夏の大三角形のひみつ ほっしーえいじ／監修 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0114611536 なつのびっくりマジック! きむら　ゆういち／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117601823 なつのもりのかぶとむし 谷本　雄治／文 東京：文溪堂 絵本 ハ   

0114270473 なつペンギン 塩野　米松／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0115296451 なつはぐんぐん 五味　太郎／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116940818 なつはひるね 村上　康成／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117588889 なっちゃんのなつ 伊藤　比呂美／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116371600 なつねこ かんの　ゆうこ／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116515412 なつやさいのなつやすみ 林　木林／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117377630 にじさんにじさんどこいった かわかみ　たかこ／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116805805 にんじゃサンタのなつまつり 丸山　誠司／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0117217646 ねこのはなびや 渡辺　有一／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116506700 ねこざかなのすいか わたなべ　ゆういち／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116706821 ねこざかなのはなび わたなべ　ゆういち／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116464082 パオちゃんのかいすいよく なかがわ　みちこ／さく・え 京都：PHP研究所 小さい絵本

0116805813 はだしになっちゃえ 小長谷　清実／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116371915 はっけん!むしのもり タダ　サトシ／作 東京：小学館 絵本 サ   

0116676453 ハナちゃんのトマト 市川　里美／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116384629 バナナこどもえん ざりがにつり 柴田　愛子／文 東京：童心社 絵本 タ   

0117099101 はなび 秋山　とも子／作 東京：教育画劇 絵本 カ   

0116517822 はなびドーン カズコ G.ストーン／さく 東京：童心社 小さい絵本

0117382655 はなびのひ たしろ　ちさと／作・絵 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0115589608 ばばばあちゃんのアイス・パーティ さとう　わきこ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117203570 はるとなつ はたけのごちそうなーんだ? すずき　もも／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0117394882 はる・なつのしぜん 岡本　依子／監修 東京：小学館 絵本 サ   

0116959073 パンやのろくちゃん なつだよ! 長谷川　義史／作 東京：小学館 絵本 サ   

0113409601 ビーチボール ピーター・シス／さく 神戸：ブックローン出版 絵本 ハ   

0117868794 ひえひえひんやりツアー 楠　章子／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116196064 ピッキーとポッキーのかいすいよく あらしやま　こうざぶろう／ぶん 東京：福音館書店 小さい絵本

0116663543 ひまわり 荒井　真紀／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115520702 ひまわり 和歌山　静子／作 東京：福音館書店 小さい絵本

0116627498 ふたりだけのとっておきのいちにち ヘレン・ダンモア／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   



0115233546 ペネロペうみへいく アン・グットマン／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117999383 へやぼしズボンさん たごもり　のりこ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116070574 ヘラクレスオオカブトムシのいちばんくん のぶみ／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0116685918 ペンギーノくんのすてきななつやすみ 河相　美恵子／作・絵 東京：国土社 絵本 カ   

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

0117714550 ほっほっほたる すとう　あさえ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117226357 ほっぷすてっぷかぶとむし 増田　純子／作 東京：福音館書店 小さい絵本

0118367622 ホネホネさんのなつまつり にしむら　あつこ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116663980 ポポくんのかきごおり accototo／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116956244 まっかっかトマト いわさ　ゆうこ／さく 東京：童心社 絵本 タ   

0116825043 まなつのみみず すとう　あさえ／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0116934878 まほうのかさ 小沢　正／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117743070 みえた!うみべのいきもののひみつ キャロン・ブラウン／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116356593 みずたまり 森山　京／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0116220450 みつばちみつひめ　どどんとなつまつりの巻 秋山　あゆ子／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0116986027 みて! 高畠　那生／作 東京：絵本館 絵本 ア   

0116640566 ミミちゃんどーこだっ?なつやすみ キャサリン・ロッジ／作 東京：文化学園文化出版局 絵本 ハ   

0117582080 みんなのおねがい すとう　あさえ／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116515313 みんなのはなび おくはら　ゆめ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116676859 むしとりにいこうよ! はた　こうしろう／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115532384 むしプロ 山本　孝／作絵 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117824623 モリくんのすいかカー かんべ　あやこ／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

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   

0116515438 やまねこせんせいのなつやすみ 末崎　茂樹／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0116359845 山猫たんけん隊 松岡　達英／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0115609117 ゆうだち 阿部　肇／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0113579221 ゆうれいとすいか くろだ　かおる／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117094029 ようかいえんのかいすいよく 白土　あつこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117238568 ようかいえんのなつまつり 白土　あつこ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117595165 ようかいむらのわくわくなつやすみ たかい　よしかず／作・絵 東京：国土社 絵本 カ   

0117231688 よるのおと たむら　しげる／著 東京：偕成社 絵本 カ   

0116962275 ラッキーのおるすばん いりやま　さとし／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   



0116324476 わすれたくない海のこと 中村　卓哉／[作] 東京：偕成社 絵本 カ   

0116365669 わたし、くわがた 得田　之久／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117733881 わっはは ぼくのなつやすみ おの　りえん／作 東京：こぐま社 絵本 カ   


