
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117648303 アーサー王のひひひひひまご ケネス・クレーグル／作 東京：瑞雲舎(発売) 絵本 サ   

0110027927 あつおのぼうけん 田島　征彦／作 東京：童心社 書庫

0113164099 あひるのピンのぼうけん マージョリー・フラック／ぶん 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0116627514 アブナイかえりみち 山本　孝／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117859710 あまがえるのぼうけん たての　ひろし／作 [東京]：世界文化ブックス 絵本 サ   

0117104224 アリのたんけん 栗林　慧／写真 東京：小学館 絵本 サ   

0117575951 アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0117408914 アンナとビイプ こみね　ゆら／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115824377 いーとんの大冒険 なばた　としたか／さく 東京：長崎出版 書庫

0116870106 いかだにのって とよた　かずひこ／作・絵 東京：アリス館 絵本 ア   

0116795691 いっしょにいってもいい? ブライアン・パッテン／ぶん 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0114201304 いってかえって星から星へ 佐藤　さとる／文 東京：ビリケン出版 絵本 ハ   

0115427676 いってきまあす! わたなべ　しげお／ぶん 東京：福音館書店 書庫

0117838466 いわじいさんはうんとながいき デブ・ピルッティ／作 東京：潮出版社 絵本 ア   

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

0116956186 映画ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・ホーム ひつじたちだいとかいへいく アードマン・アニメーションズ／原作 東京：金の星社 絵本 カ   

0117893750 エリンとまっくろ岩のひみつ ジョー・トッド=スタントン／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0114409204 おうじょさまのぼうけん エルサ・ベスコフ／さく 神戸：フェリシモ 書庫

0117050179 おじいちゃんのゆめのしま ベンジー・デイヴィス／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0115444317 おしいれのぼうけん ふるた　たるひ／さく 東京：童心社 書庫

0115432957 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川　摂子／文 東京：福音館書店 書庫

0117765503 オトカル王の杖 エルジェ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116656471 おねえちゃんといもうと なごし　かおり／文・絵 東京：扶桑社 絵本 ハ   

0118011782 おふろのなかのジャングルたんけん まつおか　たつひで／作・絵 東京：童心社 絵本 タ   

0116104498 おへやだいぼうけん ほりかわ　りまこ／作　絵 東京：教育画劇 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   

特集名：長野９月児童テーマ「さあ冒険にでかけよう！」
特集期間：2022／８／２５～２０２２／９／２９



0117147884 カイとカイサのぼうけん エルサ・ベスコフ／さく・え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0113877849 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 東京：冨山房 書庫

0113375919 かいぞくのうた 和田　誠／[作] 東京：あかね書房 書庫

0117771048 かけた耳 エルジェ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0113816144 カロリーヌつきへいく ピエール・プロブスト／さく 神戸：BL出版 書庫

0117934406 木のロボットと丸太のおひめさまのだいぼうけん トム・ゴールド／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117326405 きかんしゃリトルはじめてのぼうけん ティモシー・ナップマン／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0112504105 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン／再話 東京：評論社 書庫

0110720737 きんぎょのトトとそらのくも にしまき　かやこ／え・ぶん 東京：こぐま社 絵本 カ   

0116940784 クエスト アーロン・ベッカー／作 東京：講談社 絵本 カ   

0111002085 くまでんしゃ いわむら　かずお／さく・え 東京：岩崎書店 書庫

0117654004 グランデュードのまほうのコンパス ポール・マッカートニー／さく 東京：潮出版社 絵本 ア   

0117765495 黒い島のひみつ エルジェ／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0111209250 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文　絵 東京：岩波書店 書庫

0113747901 ケチルさんのぼうけん たかどの　ほうこ／さく・え 東京：フレーベル館 書庫

0116702754 こくばんくまさんつきへいく マーサ・アレクサンダー／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115433047 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 東京：福音館書店 書庫

0113400444 コバンザメのぼうけん 灰谷　健次郎／文 東京：童心社 書庫

0114973142 ザスーラ クリス・バン・オールスバーグ／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0114498496 さっちゃんのうみっていいな 浜田　多代子／ぶん 神戸：神戸新聞総合出版センター 書庫

0111493680 さるのゼフィール ジャン・ド・ブリュノフ／さく 東京：評論社 書庫

0117560342 さわこちゃんと10のぼうけん さこ　ももみ／おはなし・え 東京：アリス館 絵本 ア   

0116738121 ジャーニー アーロン・ベッカー／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115258642 巨人(ジャイアント)にきをつけろ! エリック=カール／さく 東京：偕成社 書庫

0117406017 ジャック・ジャックねんねのだいぼうけん メレディス・ルースー／作 東京：小学館 絵本 サ   

0117093740 ジャック船長とちびっこかいぞく ピーター・ベントリー／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115591273 ジュマンジ クリス・バン・オールスバーグ／さく 東京：ほるぷ出版 書庫

0117052860 ショッピングカートのぼうけん ビビ・デュモン・タック／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0114390784 シロクマをさがしに ハリー・ホース／作 東京：光村教育図書 書庫

0114868599 しんじなくてもいいけれど 内田　麟太郎／文 東京：ビリケン出版 書庫

0114368897 シンドバッドと怪物の島 ルドミラ・ゼーマン／文・絵 東京：岩波書店 書庫

0114838063 シンドバッドのさいごの航海 ルドミラ・ゼーマン／文・絵 東京：岩波書店 書庫



0114368905 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン／文・絵 東京：岩波書店 書庫

0110113552 すにっぴいとすなっぴい ワンダ・ガーグ／文・絵 東京：岩波書店 書庫

0116391665 スミス先生と海のぼうけん マイケル・ガーランド／作 東京：新日本出版社 書庫

0117653972 スモンスモン ソーニャ・ダノウスキ／文・絵 東京：岩波書店 絵本 ア   

0114796287 せかいのはてのむこうがわ たなか　やすひろ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115870628 ぜったいぜったいねるもんか! マラ・バーグマン／文 東京：ほるぷ出版 書庫

0116356353 ぞうくんのはじめてのぼうけん セシル・ジョスリン／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116965112 そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう ステラ・ブラックストーン／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0114311244 そらとぶパン 深見　春夫／さく・え 東京：PHP研究所 書庫

0116288069 ソルティとボタンうみへいく! アンジェラ・マカリスター／さく 東京：理論社 書庫

0116362153 たいせつなてがみ マックス・ベルジュイス／絵と文 東京：セーラー出版 絵本 サ   

0116802364 たからじまのぼうけん どい　まき／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0114972342 たなかさんちのだいぼうけん 大島　妙子／作 東京：あかね書房 書庫

0114857477 旅するベッド ジョン・バーニンガム／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117127845 たびネコさん ケイト・バンクス／作 広島：きじとら出版 絵本 カ   

0117087619 たまこおばあちゃんたびにでる ませぎ　りえこ／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0116475401 たんけんケンタくん 石津　ちひろ／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0114283542 だんごむしうみへいく 松岡　達英／[作] 東京：小学館 書庫

0114115231 だんごむしそらをとぶ 松岡　達英／[作] 東京：小学館 書庫

0116695842 ちいさいおうちうみへいく エリーシュ・ディロン／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116226697 ちいさなククル はんま　けいこ／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0117789370 ちいさなクロエとコルネ Katy／作・絵 名古屋：三恵社 絵本 サ   

0117419101 ちいさなしずく ジョアンナ・グレイ／ぶん 東京：ワールドライブラリー 絵本 ワ   

0114434475 ちいさなピョン 串井　てつお／作・絵 東京：講談社 書庫

0116397928 地球をほる 川端　誠／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0114914922 ちびむしくん ビル・マーチン／作 東京：岩崎書店 書庫

0117863290 チマのはじめてのぼうけん 藤嶋　えみこ／作 東京：アリス館 絵本 ア   

0114269897 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ／さく 東京：福音館書店 書庫

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   

0117160168 チャドとクラークのぼうけん島 竹清　仁／作 福岡：梓書院 絵本 ア   

0114914914 ちょっとそこまで かべや　ふよう／さく 東京：アスラン書房 書庫

0115430456 ちょろりんととっけー 降矢　なな／作 東京：福音館書店 書庫



0115590705 チリとチリリうみのおはなし どい　かや／作 東京：アリス館 書庫

0113963672 つきのあかるいよるのおはなし ジョン・プレイター／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0117843698 つのぶねのぼうけん ダシュカ・スレイター／文 京都：化学同人 絵本 カ   

0116982471 つみつみでんしゃ 薫　くみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0115432304 てんのくぎをうちにいったはりっこ かんざわ　としこ／さく 東京：福音館書店 書庫

0116764366 トーラとパパの夏休み リーサ・モローニ／文 東京：あすなろ書房 書庫

0117403394 ともくんのおうち おおはし　えみこ／作 東京：国土社 絵本 カ   

0117374512 とんがりぼうしのオシップ アンネマリー・ファン・ハーリンゲン／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116220393 とんでいきたいなあ 市川　里美／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117015826 なぞなぞでおやしきたんけん 石津　ちひろ／文 東京：アリス館 絵本 ア   

0115120610 なつのいちにち はた　こうしろう／作 東京：偕成社 書庫

0117244335 7つの世界で大ぼうけん! ジーマク・ビュッヒェル／作 東京：KADOKAWA 絵本 カ   

0115127888 なみにきをつけて、シャーリー ジョン・バーニンガム／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0112389622 なみにきをつけて,シャーリー ジョン・バーニンガム／さく 東京：ほるぷ出版 書庫

0117362558 にちようびのぼうけん! はた　こうしろう／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117928895 ニッキの火星探検 コマヤスカン／作・絵 東京：学研プラス 絵本 カ   

0117247106 ぬけちゃった スティーブ・アントニー／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0116121625 ネコとサカナ ニール・カーティス／絵 東京：アールアイシー出版 書庫

0113846505 ねむいねむいねずみのうみのぼうけん ささき　まき／さく・え 京都：PHP研究所 書庫

0117437087 ねむりどり イザベル・シムレール／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115130353 のねずみタイニィのだいぼうけん マーティン・ウォーデル／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0112378658 のはらひめ なかがわ　ちひろ／作 東京：徳間書店 書庫

0112373444 はじめてのなつやすみ いわさき　ちひろ／絵 東京：講談社 書庫

0115917163 花火の夜に 佐々木　貴行／えとぶん 東京：ARTBOXインターナショナル 書庫

0117874966 パパとタイガのとびっきりキャンプ! セバスチャン・ブラウン／さく 東京：教育画劇 絵本 カ   

0115448755 はらぺこなしろくまくん なりた　まさこ／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0117841106 はろるどのそらのたび クロケット・ジョンソン／作 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0117859991 はろるどのたからさがし クロケット・ジョンソン／原作 神戸：出版ワークス 絵本 サ   

0112149976 はろるどのふしぎなぼうけん クロケット・ジョンソン／作 東京：文化出版局 書庫

0117285932 ビークル ダン・サンタット／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116950049 ピースケのぼうけん きくち　ひでお／作 東京：ビリケン出版 絵本 ハ   

0117691915 ひかりのぼうけん マリー・ヴォイト／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   



0113428452 飛行士フレディ・レグランド ジョン・エイジー／絵と文 東京：セーラー出版 書庫

0115499899 ピッピ、南の島で大かつやく アストリッド・リンドグレーン／作 東京：徳間書店 書庫

0116220385 ひみつのばしょ ひがし　ちから／[作] 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

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   

0117863340 フンコロガシといしころ クレール・シュヴァルツ／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0114302326 ペッテルとロッタのぼうけん エルサ・ベスコフ／さく・え 東京：福音館書店 書庫

0117751966 ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか　たつひで／作・絵 東京：童心社 絵本 タ   

0117016196 ぼうけんめいろ 高氏　雅昭／作絵 東京：梧桐書院 絵本 カ   

0117736801 ぼくといっしょに シャルロット・デマトーン／作 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0117706184 ぼくのしましまテッド テリーサ・ヒーピー／ぶん 東京：NHK出版 絵本 ア   

0114102007 ぼくのちいさなせんちょうさん クラウディオ・ムニョス／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0117133785 ぼくはイスです 長　新太／さく 東京：亜紀書房 絵本 ア   

0117877605 ほらふきカールおじさん 斉藤　洋／文 東京：講談社 絵本 カ   

0116947102 ポルカとオルタンスのだいぼうけん アストリッド・デボルド／さく 東京：ロクリン社 絵本 ラ   

0116624727 マッチ箱のカーニャ 北見　葉胡／作・絵 東京：白泉社 絵本 ハ   

0114088230 マフィーくんとジオじいさん 伊藤　正道／絵・文 東京：小学館 書庫

0117560441 まほうのさんぽみち ロビン・ショー／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0117099051 みちくさしようよ! はた　こうしろう／作 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0113728059 みどりの船 クェンティン・ブレイク／作 東京：あかね書房 書庫

0117264317 みなみへ ダニエル・ダンカン／さく 東京：評論社 絵本 ハ   

0114983398 ミランダの大ぼうけん ジェームズ・メイヒュー／作 東京：評論社 絵本 ハ   

0117886192 ムーミン一家の海の冒険 トーベ・ヤンソン／原作 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115430860 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子／作 東京：福音館書店 書庫

0113923841 モーリッツと空とぶ船 ディーテル・ヴィースミュラー／作・絵 東京：徳間書店 書庫

0116908781 ももんがもんじろう 村上　康成／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115801227 もりでみつけたよ さこ　ももみ／作・絵 東京：講談社 書庫

0117957092 ゆうきをだしてよ、ローガン! ニコラ・キニア／さく 京都：化学同人 絵本 カ   

0110005709 ゆめくい小人 ミヒャエル=エンデ／作 東京：偕成社 書庫

0115320830 妖精の騎士タム・リン スーザン・クーパー／再話 東京：小学館 書庫

0116121096 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ／さく 東京：偕成社 書庫

0117206573 りうたんとマール トイレの国へゆく カオちゃん／作・絵 東京：文芸社 書庫

0115354516 ルラルさんのほんだな いとう　ひろし／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   



0116938069 ローズとライオン デイビッド・T.グリーンバーグ／作 武蔵野：バベルプレス 絵本 ハ   

0116255431 ローズのにわ ピーター・レイノルズ／作 東京：主婦の友社 書庫

0117664979 ロビンソン ピーター・シス／作 東京：偕成社 絵本 カ   

0117635615 わたしの糸 トーリル・コーヴェ／作 東京：西村書店 絵本 ナ   

0113508840 わたしのおひめさま エリサ・クレヴェン／作・絵 東京：徳間書店 書庫

0110017472 わたしのおふねマギーB アイリーン・ハース／さく・え 東京：福音館書店 書庫

0115942419 ワニーニのぼうけん tupera tupera／さく 東京：婦人之友社 絵本 ハ   

0116372095 わんぱくだんのかくれんぼ ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0116372210 わんぱくだんのガリバーランド ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0116372251 わんぱくだんのきょうりゅうたんけん ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0116372178 わんぱくだんのスナバさばく ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0116372137 わんぱくだんのたからじま ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0116372038 わんぱくだんのはしれ!いちばんぼし ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0116378753 わんぱくだんのはらっぱジャングル ゆきの　ゆみこ／作 東京：ひさかたチャイルド 書庫


