
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所
0116105453 あ 大槻　あかね／作 東京：福音館書店 書庫
0116051178 あいうえおカメレオン 増田　戻樹／文・写真 東京：偕成社 書庫
0115396897 あかちゃんが教室にきたよ 星川　ひろ子／写真 東京：岩崎書店 書庫
0115542920 あさの絵本 谷川　俊太郎／文 東京：アリス館 書庫
0117380170 アザハタ王と海底城 高久　至／しゃしん 東京：アリス館 絵本 ア   
0116811415 あれあれ?そっくり! 今森　光彦／著 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   
0115178295 いいおかお さえぐさ　ひろこ／文 東京：アリス館 書庫
0115894313 イーハトーブふしぎなことば 宮沢　賢治／文 東京：文研出版 書庫
0117179184 生きている火山 井口　正人／監修 東京：くもん出版 絵本 カ   
0117272161 いきものかくれんぼ 海野　和男／ほか写真 東京：童心社 絵本 タ   
0118381250 1、2、3、と一、二、三 星川　ひろ子／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0116494337 いっしょだよ 小寺　卓矢／写真・文 東京：アリス館 書庫
0115577819 いっぽにほさんぽ! いとう　えみこ／文 東京：ポプラ社 書庫
0117920322 いないいないにゃあ 沖　昌之／作・写真 東京：講談社 絵本 カ   
0117081083 いばりんぼうのカエルくん こわがりのガマくん 松橋　利光／著 東京：アリス館 絵本 ア   
0117050294 いるいるだあれ 岩合　日出子／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0117234989 いろいろはっぱ 小寺　卓矢／写真・文 東京：アリス館 絵本 ア   
0116324666 うまれたよ!アリ 山口　進／写真 東京：岩崎書店 書庫
0116324708 うまれたよ!カブトムシ 新開　孝／写真 東京：岩崎書店 書庫
0116746314 うまれたよ!セミ 新開　孝／写真 東京：岩崎書店 書庫
0117052811 うまれたよ!ホタル 中瀬　潤／写真・文 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0117064683 うまれたよ!ヤドカリ 武田　晋一／写真 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0116096652 海をわたるツル 増田　戻樹／写真・文 東京：あかね書房 書庫
0115887606 うみべであそぼう なかの　ひろみ／ぶん 東京：福音館書店 書庫
0117810382 うりぼうと母さん 矢野　誠人／写真・文 東京：大空出版 絵本 ア   
0116229642 エゾシカ 久保　敬親／写真・文 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0117922823 エゾシマリス 佐藤　圭／写真・文 東京：文一総合出版 絵本 ハ   
0116196395 エゾリス 久保　敬親／写真・文 東京：新日本出版社 絵本 サ   

特集名：長野８月児童テーマ「写真絵本」
特集期間：2022/7/28～2022/8/24



0114938301 江ノ電にのってごとごとごっとん 金子　章／文 東京：PHP研究所 書庫
0115309742 えほんねぶた あべ　弘士／作・絵 東京：講談社 書庫
0116821497 オオサンショウウオ 福田　幸広／しゃしん 東京：そうえん社 絵本 サ   
0117854513 おかえり、ウミガメ 高久　至／写真・文 東京：アリス館 絵本 ア   
0116916768 おきたらごはん 岩合　光昭／[作] 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0112690979 おさるのがっこう 柴田　めぐむ／文 東京：イースト・プレス 書庫
0116398165 おしり? ふじわら　こういち／しゃしん・ぶん 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0117055053 おしりポケット ゆうき　えつこ／文 東京：そうえん社 絵本 サ   
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   
0115486938 おとうさんのてがみ 柴田　晋吾／作 東京：かんらん舎 書庫
0117673194 おにぎりをつくる 高山　なおみ／文 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   
0116125535 おめでとう いとう　えみこ／文 東京：ポプラ社 書庫
0117022152 おやすみ ふじわら　こういち／しゃしん・ぶん 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0116767468 かえるくんどっちがどっち? 松橋　利光／著 東京：アリス館 書庫
0117742981 かくれているよ海のなか 高久　至／しゃしん 東京：アリス館 絵本 ア   
0117272195 かくれてぱくり 海野　和男／ほか写真 東京：童心社 絵本 タ   
0117190009 火山とくらす 井口　正人／監修 東京：くもん出版 絵本 カ   
0117250563 かまってシロイルカ 松橋　利光／文　写真 東京：アリス館 書庫
0116909508 カミツキガメはわるいやつ? 松沢　陽士／写真・文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
0115779092 かも 今泉　忠明／監修 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
0115350332 カルガモちゃん　1 富田　桂子／おはなし　写真 東京：いしずえ 書庫
0115413338 カルガモちゃん　2 富田　桂子／おはなし　写真 東京：いしずえ 書庫
0117337956 がんばるセイウチ 松橋　利光／文　写真 東京：アリス館 書庫
0117940304 がんばれ!ロウソクギンポ 今井　寛治／写真・文 東京：大空出版 絵本 ア   
0113681738 きしゃにのっていってきます! 松本　典久／ぶん 東京：小峰書店 書庫
0116778283 きせきのお花畑 藤原　幸一／著 東京：アリス館 絵本 ア   
0116184961 キタキツネ 久保　敬親／写真・文 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0116128729 きぼう ローレン・トンプソン／作 東京：ほるぷ出版 書庫
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   
0113681936 九州のでんしゃずかん 松本　典久／ぶん 東京：小峰書店 書庫
0115409401 きょうのぶにあったよ いとう　えみこ／著 東京：ポプラ社 書庫
0115952418 きらきら 谷川　俊太郎／文 東京：アリス館 絵本 ア   
0114071459 くものかたち フランスワ・ダヴィッド／文 東京：ブロンズ新社 書庫



0113681712 ぐるぐるまわる　おおさかかんじょうせん 松本　典久／ぶん 東京：小峰書店 書庫
0115658361 ぐるりんぱっ まつお　ようこ／しゃしん 東京：アリス館 書庫
0117737221 こうじ車りょう 五味　零／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0117062398 こざるのシャーロット さえぐさ　ひろこ／ぶん 東京：新日本出版社 絵本 ア   
0117537464 ことりのおさら 叶内　拓哉／ぶん・しゃしん 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0117226340 このあいだになにがあった? 佐藤　雅彦／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0116971276 このあしだあれ? ネイチャー&サイエンス／編 東京：河出書房新社 絵本 カ   
0115709362 コブダイ・弁慶の海 なかむら　こうじ／しゃしんとぶん 東京：そうえん社 書庫
0116633694 ゴリラ スージー・エスターハス／著 東京：さ・え・ら書房 絵本 サ   
0116283870 これはなみだ? 栗林　慧／写真 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0115509671 こわれたしゃしんき 柴田　晋吾／作 東京：かんらん舎 書庫
0117362566 こんにちは、キリンのあかちゃん 公文　健太郎／写真 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   
0116335068 さがりばな 横塚　眞己人／作 東京：講談社 書庫
0117843326 さくららら 升井　純子／文 東京：アリス館 絵本 ア   
0117347823 さとやまさん 工藤　直子／文 東京：アリス館 絵本 ア   
0115770463 サンゴの森 なかむら　こうじ／しゃしん [東京]：そうえん社 絵本 サ   
0117160036 シマウマの赤ちゃん さえぐさ　ひろこ／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0115966087 しりとりあそびあか・みどり・き 星川　ひろ子／著 東京：小学館 書庫
0115966079 しりとりあそびしろとくろ 星川　ひろ子／著 東京：小学館 書庫
0115966095 しりとりあそびちゃいろ 星川　ひろ子／著 東京：小学館 書庫
0116016494 しろいかみのサーカス たにうち　つねお／さく 東京：福音館書店 書庫
0115420812 しろくま 中村　庸夫／写真 東京：フレーベル館 書庫
0117886101 すいめん 高久　至／写真・文 東京：アリス館 絵本 ア   
0116005240 せかいをみにいったアヒル マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 東京：徳間書店 絵本 タ   
0116265000 世界中のこどもたちが 篠木　眞／写真 東京：ポプラ社 絵本 ハ   
0114434723 せなかでだあれ? 内山　晟／写真 東京：講談社 書庫
0117904714 そらをとびたい 山本　直洋／写真 東京：小学館 絵本 サ   
0116196387 だ～れだ? ふじわら　こういち／しゃしん・ぶん 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0117321075 だいすき♥こぱんだ 平田　貴章／写真 東京：小学館 絵本 サ   
0116919390 太陽の花 横塚　眞己人／写真・文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
0116509050 だっこ なかの　ひろみ／さく 東京：アリス館 書庫
0117022160 たったたった ふじわら　こういち／しゃしん・ぶん 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0116019373 だって春だもん 小寺　卓矢／写真・文 東京：アリス館 書庫



0114729569 たのしいでんしゃ 真島満秀写真事務所／構成・写真 東京：小学館 書庫
0116039330 たま、また たま 星川　ひろ子／著 東京：アリス館 絵本 ア   
0116255738 タラとベラ キャロル・バックレー／ぶん・しゃしん 東京：産業編集センター 絵本 サ   
0116988866 だれのもようかな? ネイチャー&サイエンス／編 東京：河出書房新社 絵本 カ   
0113186431 だれだかわかるかい? 今森　光彦／ぶん・写真 東京：福音館書店 書庫
0116900846 ダンゴウオの海 鍵井　靖章／写真・文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
0116112541 ちいさないのち 相原　正明／著 東京：小学館 絵本 サ   
0116633702 チーター スージー・エスターハス／著 東京：さ・え・ら書房 書庫
0115434029 月人石 乾　千恵／書 東京：福音館書店 書庫
0115134884 つくったのだれ? 山口　進／文・写真 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0113681803 東京のちいさなでんしゃずかん 松本　典久／ぶん 東京：小峰書店 書庫
0115970402 どうぶつベスト10　1 さとう　あきら／しゃしん 東京：CCRE 書庫
0115970410 どうぶつベスト10　2 さとう　あきら／しゃしん 東京：CCRE 書庫
0115838641 時間(とき)の森～屋久島 山下　大明／しゃしん・ぶん 東京：そうえん社 絵本 サ   
0116719592 どこにいるかな? 松橋　利光／著 東京：アリス館 書庫
0117206482 どこにいるかな?うみのさかなたち 大方　洋二／写真・文 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0117195123 どこにいるかな?のやまのむしたち 安田　守／写真・文 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0116726092 トチの木の1年 太田　威／写真・文 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0115134926 とっきゅうがいっぱい 真島満秀写真事務所／構成・写真 東京：小学館 書庫
0113734719 トマトのひみつ 山口　進／文・写真 東京：福音館書店 書庫
0116790155 トラ スージー・エスターハス／著 東京：さ・え・ら書房 絵本 サ   
0116475484 中をそうぞうしてみよ 佐藤　雅彦／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0117907055 仲間と暮らすニホンザル 福田　幸広／写真 東京：文一総合出版 絵本 ハ   
0117813444 ながれぼし 武田　康男／監修・写真 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0116971284 なにかいる!どこにいる? ネイチャー&サイエンス／編 東京：河出書房新社 絵本 カ   
0117801548 なにかがいる 佐藤　雅彦／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0118377720 なんのかげ? 竹山　枝里／文・構成 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0113681985 日本でみられるひこうきずかん 柴田　三雄／ぶん・しゃしん 東京：小峰書店 書庫
0117190017 日本の火山 井口　正人／監修 東京：くもん出版 絵本 カ   
0117576215 にゃんこ相撲　下町編 沖　昌之／写真 東京：大空出版 絵本 ア   
0116783978 にわのかいじゅうファイル 松橋　利光／著 東京：アリス館 書庫
0116135617 ヌーヌーサーカスへいく ヌーヌー／おはなし 東京：カラーフィールド 書庫
0116078742 ヌーヌーとフローレンス ヌーヌー／おはなし 東京：カラーフィールド 書庫



0115832677 ねえ 谷川　俊太郎／文 東京：フレーベル館 書庫
0115991317 ねむいねむいちいさなライオン マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 東京：徳間書店 絵本 タ   
0115491599 のぞく 天野　祐吉／文 東京：福音館書店 書庫
0117220772 のんびりジュゴン 松橋　利光／文　写真 東京：アリス館 書庫
0117743112 ハクトウワシ 前川　貴行／写真・文 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0113353551 はしれ!けいひんとうほくせん 松本　典久／文 東京：小峰書店 書庫
0115380420 はっぱ 水野　政雄／[作] 東京：小学館 書庫
0118383082 はっぱきらきら 多田　多恵子／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0115532046 はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎　一馬／文・写真 東京：アリス館 書庫
0114173271 はやいぞ!ぼくらの新快速 松本　典久／ぶん 東京：小峰書店 書庫
0114871908 パリの青い鳥 ヴェロニク・ウィルマン／作 神戸：BL出版 書庫
0112994306 パリのおつきさま シャーロット・ゾロトウ／文 東京：童話屋 書庫
0115431132 パリのちいさなバレリーナ MIKA POSA／著 東京：講談社 書庫
0116570235 パンがいっぱい 大村　次郷／写真・文 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0116919341 パンダちゃん 福田　幸広／しゃしん 東京：そうえん社 絵本 サ   
0115801276 パンプキン ケン・ロビンズ／写真&文 神戸：BL出版 絵本 ハ   
0116633710 ヒグマ スージー・エスターハス／著 東京：さ・え・ら書房 書庫
0117904722 ヒグマの旅 二神　慎之介／写真・文 東京：文一総合出版 絵本 ハ   
0117165399 人と出会う場所 小松　義夫／写真・文 東京：アリス館 絵本 ア   
0116019407 101のひとみ 秋元　良平／写真 [東京]：教育画劇 書庫
0114790207 ひるまのおつきさま 遠藤　湖舟／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0117585224 フシギなさかな 尾崎　たまき／写真・文 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0115121147 ふたごのき 谷川　俊太郎／文 東京：偕成社 書庫
0117044875 ふね 五味　零／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0115482564 フルーツちゃん! ハミード・トラーブリー／作 東京：ブルース・インターアクションズ 書庫
0115420820 ペンギン 中村　庸夫／写真 東京：フレーベル館 書庫
0115832693 ペンギン 今泉　忠明／監修 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
0117348284 へんしーん 酒井　賢司／作 名古屋：三恵社 書庫
0117601351 ほうさんちゅう 松岡　篤／監修 東京：アリス館 絵本 ア   
0116986365 ぼくの先生は東京湾 中村　征夫／写真・文 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
0115563678 ぼくバナナムシ 海野　和男／写真 東京：佼成出版社 書庫
0115851503 ぼくじょうのどうぶつ 今泉　忠明／監修 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
0115554081 干し柿 西村　豊／写真・文 東京：あかね書房 書庫



0114941776 ぽっぽのぽ 石亀　泰郎／写真と文 東京：至光社 書庫
0113083422 ホンホンとメイメイ 北沢　杏子／文 東京：アーニ出版 書庫
0111017612 マーシャ・ブラウンの写真絵本　1 マーシャ・ブラウン／文と写真 東京：佑学社 書庫
0111017620 マーシャ・ブラウンの写真絵本　2 マーシャ・ブラウン／文と写真 東京：佑学社 書庫
0111017638 マーシャ・ブラウンの写真絵本　3 マーシャ・ブラウン／文と写真 東京：佑学社 書庫
0116149246 ミーアキャットの家族 内山　晟／しゃしん 東京：そうえん社 絵本 サ   
0114822265 みえないってどんなこと? 星川　ひろ子／写真・文 東京：岩崎書店 書庫
0116570243 水は、 山下　大明／写真・文 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0115839748 みずたまレンズ 今森　光彦／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0117541169 みてみて！ 谷川　俊太郎／ことば 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0115952392 みてる 岩合　日出子／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0114917297 南の島のチャタン 舟崎　克彦／文 東京：佼成出版社 書庫
0115091720 みんなぜんぶいろんな 中川　ひろたか／文 東京：ブロンズ新社(発売) 書庫
0115138760 むしがとぶ 栗林　慧／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
0117277673 村の音が聞こえる 佐藤　敬久／文・写真 高知：リーブル出版 絵本 ラ   
0115495525 森のいのち 小寺　卓矢／文・写真 東京：アリス館 書庫
0117042267 森の顔さがし 藤原　幸一／しゃしん・ぶん 東京：そうえん社 絵本 サ   
0117664938 ゆきのけっしょう 武田　康男／監修・写真 東京：岩崎書店 絵本 ア   
0116124835 雪の結晶ノート マーク・カッシーノ／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   
0116873068 ゆらゆらチンアナゴ 横塚　眞己人／しゃしん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   
0117170795 ライオンの赤ちゃん さえぐさ　ひろこ／文 東京：新日本出版社 絵本 サ   
0116790130 ラッコ スージー・エスターハス／著 東京：さ・え・ら書房 絵本 サ   
0115668337 ラポラポラ ふくだ　ゆきひろ／しゃしんとぶん 東京：草炎社 書庫
0116956210 わかるかな? ふじわら　こういち／しゃしん・ぶん 東京：新日本出版社 絵本 サ   


