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116451667 あかちゃんになったおばあさん いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   
117416586 あしにょきにょきときょうりゅう 深見　春夫／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   
115548562 あしたのぼくは… みやにし　たつや／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   
116827817 あつい!! 木曽　秀夫／作・絵 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
117258715 あま～いしろくま 柴田　ケイコ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
116044272 あめ じょあじょあ イ　ミエ／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   
116448960 あやとユキ いながき　ふさこ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
116381484 あるひこねこね 高畠　那生／[作] 東京：長崎出版 絵本 ナ   
117421024 イーラちゃんとまじょのヤーダちゃん しまだ　ともみ／作 東京：偕成社 絵本 カ   
117109603 いかにんじゃ みき　すぐる／さく 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
116738568 いくらなんでもいくらくん シゲタ　サヤカ／著 東京：イースト・プレス 絵本 ア   
117542951 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   
116135666 いちごだいふくちゃん わたなべ　あや／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
115321200 うちのきんぎょ 谷口　國博／文 東京：世界文化社 絵本 サ   
114103682 うちのパパってかっこいい アンソニー・ブラウン／さく 東京：評論社 絵本 ハ   
117460865 うみのごちそうしろくま 柴田　ケイコ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
116753781 うらしまたろう こわせ　たまみ／文 東京：鈴木出版 絵本 サ   
117057281 うりひめとあまんじゃく 稲田　和子／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   
117371351 オオカミくんガブリ まるやま　なお／作 東京：タリーズコーヒージャパ絵本 タ   
117542480 おおきくなるっていうことは 中川　ひろたか／文 東京：童心社 絵本 タ   
116471343 おかあさんのまほうのおうかん かたおか　けいこ／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   
117290577 おさかなどろぼう いしい　ひろし／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
116243387 おじいちゃんのもうふ ミュリエル・ブロック／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   
115560716 おぞましいりゅう デイヴィッド・ウィーズナー／絵 神戸：BL出版 絵本 ハ   
117294025 おちゃかいのおやくそく エイミー・ダイクマン／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   

特集名：長野10月児童テーマ「へ・ん・し・ん」
特集期間：2022/9/29～2022/10/26



115261661 おとなになったら… いもと　ようこ／絵と文 東京：至光社 絵本 サ   
116362328 おねがいナンマイダー ハンダ　トシヒト／作絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   
117582007 おばけおばけおばけ!! おざわ　よしひさ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   
115956104 おはなしのもうふ フェリーダ・ウルフ／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   
116171224 おひめさまようちえんのにんぎょひめ のぶみ／さく 東京：えほんの杜 絵本 ア   
117771279 おふろにはいろ 三浦　太郎／さく・え 東京：童心社 小さい絵本
117681346 おわんわん 乾　栄里子／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   
114774144 カエルと王かん なかじま　ゆうき／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
117765875 かぼちゃのだいおう おおい　じゅんこ／作 東京：ほるぷ出版 小さい絵本
117937532 カメレオンたんてい・ドロン 苅田　澄子／作 東京：あかね書房 絵本 ア   
114426950 カメレオンはどこ? クレイグ・K.ストレート／文 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   
117331934 きつねのおはなはん 中川　正文／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
117243964 きみもこねこなの? エズラ・ジャック・キーツ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   
117228908 きゃべつばたけのぴょこり 甲斐　信枝／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
116876012 キャンディーがとけるまで もとした　いづみ／作 東京：集英社 絵本 サ   
115430050 くいしんぼうのあおむしくん 槇　ひろし／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   
117374777 くいしんぼうのおつきさま なかた　みちよ／[作] 東京：文研出版 絵本 ハ   
117096735 くだものおばけやしき 酒巻　恵／作・絵 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   
117165506 クマですが、イヌです ダイアン・フォックス／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   
117849364 くまちゃんがちいさくなっちゃった トム・エリヤン／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   
117613307 くもをつくるひと 小澤　範久／文・絵 東京：文芸社 絵本 ハ   
116845074 ぐるぐるぐるぽん 加藤　志異／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   
117546101 黒姫ものがたり いぶき　彰吾／文 長野：ほおずき書籍 絵本 ハ   
117103879 げたにばける 新美　南吉／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   
117403477 けんかとうげのみえないまもの あんま　ゆきこ／さく・え 高知：リーブル出版 絵本 ラ   
116039421 げんたのかいぞくごっこ うえつき　みよこ／ぶん 東京：瑞雲舎 絵本 サ   
117541144 こいのぼりじま こさか　まさみ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
116603895 ごぞんじ!かいけつしろずきん もとした　いづみ／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   
117822031 ことばのこばこ 和田　誠／さく・え 東京：瑞雲舎 絵本 サ   
115970378 コドモザウルス 土屋　富士夫／[作] 東京：佼成出版社 絵本 カ   
116808684 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   
115174724 こんにちは!へんてこライオン 長　新太／作 東京：小学館 絵本 サ   



116748575 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   
117656868 ししにゃいとおしょうがつ 澤野　秋文／さく 東京：世界文化社 絵本 サ   
117613117 じゃない! チョー　ヒカル／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
116821182 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   
117139097 シラユキさんとあみあみモンスター アンネマリー・ファン・ハーリンゲン／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
114939309 白猫 [オーノワ夫人／原作] 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   
114172844 すばらしい季節 タシャ・チューダー／作 東京：すえもりブックス 絵本 サ   
116398199 スプーンおばさんちいさくなる アルフ・プリョイセン／さく 東京：偕成社 絵本 カ   
115888331 すみれおばあちゃんのひみつ 植垣　歩子／さく 東京：偕成社 絵本 カ   
115227704 そらいろのたね なかがわ　りえこ／文 東京：福音館書店 絵本 ハ   
117203786 だいちゃんときんたろう 花山　かずみ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
117300145 たぬきがのったらへんしんでんしゃ 田中　友佳子／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   
116384611 たぬきのばけたおつきさま 西本　鶏介／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   
117610261 だれのパンツ? シゲリ　カツヒコ／作 東京：KADOKAWA 絵本 カ   
116814955 ダンゴロゴロちゃん タダ　サトシ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
117136408 たんじょうびはかそうパーティー! カタリーナ・ヴァルクス／作 東京：文研出版 絵本 ハ   
115582470 ちいさいいすのはなし 竹下　文子／文 東京：ハッピーオウル社 絵本 ハ   
117461012 ちいさなママ たかやま　るみ／作・絵 東京：偕成社 絵本 カ   
114087877 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 東京：偕成社 絵本 カ   
117676486 チョウになったかわいいおんなのこ 上田　謙一／文 東京：文芸社 絵本 ハ   
116702952 つくもがみ 京極　夏彦／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   
116584582 つるのおんがえし 石崎　洋司／文 東京：講談社 絵本 カ   
115339095 てぶくろをかいに 新美　南吉／作 東京：金の星社 絵本 カ   
117091355 でるでるでるぞねこさらい 高谷　まちこ／著 東京：佼成出版社 絵本 カ   
116839028 どうぶつまぜこぜあそび サトシン／さく 東京：そうえん社 絵本 サ   
116879644 とうめいのサイ くすはら　順子／[作] 東京：文研出版 絵本 ハ   
117727966 どこからきたの?おべんとう 鈴木　まもる／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   
116261363 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   
117341719 としおくんむし ねじめ　正一／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   
117720623 とのさまぶたまん 長野　ヒデ子／作・絵 東京：あすなろ書房 絵本 ア   
115431744 とりかえっこ さとう　わきこ／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   
115434979 どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   



117648253 なーんにみえる?るんるんフルーツ コローロ／せいさく 東京：赤ちゃんとママ社 絵本 ア   
117091348 ながぐつをはいたねこ シャルル・ペロー／原作 東京：金の星社 絵本 カ   
116773003 なにからできているでしょーか? 大森　裕子／さく 東京：白泉社 絵本 ハ   
116596123 なりたいものだらけ ジェリー・スピネッリ／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   
116965393 なんにもできなかったとり 刀根　里衣／著 東京：NHK出版 絵本 ア   
116909516 にわとりとたまご イエラ・マリ／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   
116407438 人魚ひめ アンデルセン／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   
117824920 にんじゃじゃ! 岡本　よしろう／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   
116751140 にんじん だいこん ごぼう 植垣　歩子／再話・絵 東京：福音館書店 小さい絵本
117418897 ねこです。 北村　裕花／作 東京：講談社 絵本 カ   
117734160 はかせのふしぎなプール 中村　至男／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
115430605 ばけくらべ 松谷　みよ子／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   
117099028 はだかのおうさま アンデルセン／[原作] 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
115838682 はなさかじい 松谷　みよ子／[著] 東京：童心社 絵本 タ   
116630435 ばななせんせい 得田　之久／ぶん 東京：童心社 絵本 タ   
116524224 はやくおおきくなりたいな サトシン／作 東京：佼成出版社 絵本 カ   
117660894 パンになりたい まるやま　なお／著 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   
117832766 パンダどうぶつえん おおの　こうへい／さく・え 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
117816371 パンダくんのおにぎり いしかわ　こうじ／絵・文 東京：ポプラ社 絵本 ハ   
117286146 ピカピカヒーローせっけんくん うえたに夫婦／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
117145466 ひげらっぱ ザ・キャビンカンパニー／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   
117192823 100えんのにじ くすのき　しげのり／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   
117931261 ふしぎなカバかばん はまだ　みわ／[作] 東京：みらいパブリッシング 絵本 マ   
115754079 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   
116764929 ふしぎなふしぎなまほうの木 クリスティ・マシソン／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   
116527599 ぷちぷちまめこ 川北　亮司／作 東京：岩崎書店 絵本 ア   
116413634 プリンちゃん なかがわ　ちひろ／ぶん 東京：理論社 絵本 ラ   
116644204 古どうぐ～るぐる 赤城　香織／文 福岡：西日本新聞社 絵本 ナ   
116760265 ベルナルさんのぼうし いまい　あやの／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
115838625 へんしん!ぱんやさん さこ　ももみ／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   
115593733 へんしんマラソン あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   
117700039 変身ミーちゃんとおともだち 江口　みつおき／文・絵 鎌倉：銀の鈴社 絵本 カ   



118050533 へんしんロボット あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   
116970989 ヘンテコシャンプー みやにし　たつや／作・絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   
116900804 ぼく、おおきくなるからね! くすのき　しげのり／作 東京：鈴木出版 絵本 サ   
117438556 ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子／作 東京：講談社 絵本 カ   
115738833 ぽっかりつきがでましたら 内田　麟太郎／文 東京：文研出版 絵本 ハ   
116546888 ポンテとペッキとおおきなプリン 仁科　幸子／作・絵 東京：文溪堂 絵本 ハ   
115075186 まっしーとみどっちゃんちへみんなみんなみにおいで! 秋田　桂子／作 東京：リーブル 絵本 ラ   
117607630 まほうでなんでやねん 鈴木　翼／文 東京：世界文化社 絵本 サ   
117669218 ママは100めんそう パク　スヨン／文 東京：光村教育図書 絵本 マ   
117708727 まめちゃんとまじょ はまの　ゆか／作・絵 東京：教育画劇 絵本 カ   
117111526 まるまるころころ 得田　之久／ぶん 東京：童心社 小さい絵本
116879610 み～んなパンダ 石井　聖岳／作 東京：小学館 絵本 サ   
116407495 みにくいあひるの子 アンデルセン／[原作] 東京：小学館 絵本 サ   
117412239 虫にんじゃ 大塚　健太／作 東京：パイインターナショナル絵本 ハ   
117077768 もとこども 富安　陽子／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   
117835207 もふもふちゃん ひらぎ　みつえ／作 東京：岩崎書店 小さい絵本
117663765 ももちゃん さとう　めぐみ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   
117159962 モモリン 立川　志の輔／作 東京：あかね書房 絵本 ア   
117055137 もりのケーキ さはら　ゆうき／ぶん 静岡：マイルスタッフ 絵本 マ   
116656182 ヤダヤダかめん あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   
118374420 ようちえんがばけますよ 内田　麟太郎／文 東京：くもん出版 絵本 カ   
117622514 ライオンになるには エド・ヴィアー／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   
117288571 ライタのたてがみ モカ子／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   
116778382 リボンちゃん サトシン／作 東京：文溪堂 絵本 ハ   
116599010 りんごちゃん 中野　真典／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
114756331 わけありリンゴのアップルパイ あさい　ゆうこ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
118048131 わたしがいじわるオオカミになった日 アメリ・ジャヴォー／ぶん 東京：パイインターナショナル絵本 ハ   
117052886 わたしはかこちゃん やまもと　さとこ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   
117283168 わたしたちのたねまき キャスリン・O.ガルブレイス／作 東京：のら書店 絵本 ナ   


