
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117751784 あなたがいてくれたから コビ・ヤマダ／文 東京：パイインターナショナル 芸術      

0117607135 あなたがおとなになったとき 湯本　香樹実／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117024398 雨ニモマケズ 宮沢　賢治／詩 東京：あすなろ書房 芸術      

0113624233 アリスの不思議なお店 フレデリック・クレマン／著 東京：紀伊国屋書店 書庫

0115696221 犬と妖精のお話 カレル・チャペック／[原作] 東京：ゴマブックス 書庫

0117101469 いもさいばん きむら　ゆういち／文 東京：講談社 絵本 カ   

0117829572 ウサギ ジョン・マーズデン／文 東京：河出書房新社 芸術      

0110559812 絵本 東京：平凡社 書庫

0116277906 絵本 東京：玄光社 書庫

0110256401 絵本ギャラリー 赤坂　三好／著 東京：創林社 書庫

0116569732 絵本化鳥 泉　鏡花／ぶん 東京：国書刊行会 芸術      

0116186644 繪本三國志 安野　光雅／著 東京：朝日新聞出版 書庫

0113818363 絵本シェイクスピア劇場 安野　光雅／画 東京：講談社 書庫

0114824246 絵本即興詩人 安野　光雅／著 東京：講談社 書庫

0117026229 絵本母と暮せば 山田　洋次／文 東京：講談社 芸術      

0115478752 繪本平家物語 安野　光雅／著 東京：講談社 書庫

0117234039 絵本むかし話ですよ　[1] 五味　太郎／著 東京：方丈社 芸術      

0117637959 絵本むかし話ですよ　2 五味　太郎／著 東京：方丈社 芸術      

0110285897 絵本　2 東京：平凡社 書庫

0115086191 エリック・カール絵本の世界 所沢：ブックグローブ社 書庫

0117047019 幼い子は微笑む 長田　弘／詩 東京：講談社 絵本 カ   

0117243352 おじいちゃんとパン たな／え・ぶん 東京：パイインターナショナル 芸術      

0117841080 おじいちゃんのたびじたく ソ　ヨン／文・絵 東京：小峰書店 絵本 カ   

0113516272 おち葉の微笑み森のふくろう 栗井　牧子／おち葉絵 札幌：哲学の村・ふくろうの森 書庫

0116120502 大人だって、絵本! 上田　絵理／著 [東京]：東京図書出版会 総記

0115670416 大人のための絵本ガイド 金柿　秀幸／著 東京：ソフトバンククリエイティブ 総記

特集名：長野４～５月高齢者向けテーマ「大人のための大人の絵本」
特集期間：２０２２/３/３１～２０２２/５/３０



0116077108 大人のための絵本の本 東京：エンターブレイン 総記

0114536071 おばけの手 さくら　ももこ／著 東京：幻冬舎 書庫

0116866310 おやすみなさいダース・ヴェイダー ジェフリー・ブラウン／作 東京：辰巳出版 芸術      

0115244857 おやゆびひめ アンデルセン／原作 東京：講談社 絵本 カ   

0115753709 カッパのお話 カレル・チャペック／[原作] 東京：ゴマブックス 書庫

0116760802 かないくん 谷川　俊太郎／作 東京：東京糸井重里事務所 書庫

0116274572 かみなりじいさんとぼく みぞぶち　まさる／作 東京：講談社 絵本 カ   

0117316828 キツネと星 コラリー・ビックフォード=スミス／さく 東京：KTC中央出版 芸術      

0114629355 きつねのおきゃくさま あまん　きみこ／ぶん 京都：サンリード 書庫

0114479835 君をみつめてる ジミー／作・絵 東京：日本文芸社 書庫

0114332661 君といたとき、いないとき ジミー／作・絵 東京：小学館 書庫

0114309131 君のいる場所 ジミー／作・絵 東京：小学館 書庫

0113902621 金魚の恋 坂崎　千春／著 東京：新潮社 書庫

0115353617 クウネルがゆく 坂崎　千春／絵と文 東京：マガジンハウス 書庫

0114389133 クリームきみならできるさ 宮西　達也／作・絵 東京：学研 書庫

0115401853 恋の風景 ジミー／作・絵 東京：徳間書店 書庫

0113540173 幸福な質問 おーなり　由子／著 東京：新潮社 書庫

0116796020 氷の島とねこ 張　佐和子／作 東京：タリーズコーヒージャパン 芸術      

0116542804 こころには森がある はらだ　たけひで／絵と文 東京：冨山房インターナショナル 芸術      

0117768895 子どもの本から世界をみる 石井　郁子／著 京都：かもがわ出版 総記

0117683813 さくらがさくと とうごう　なりさ／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0117683805 さくらの谷 富安　陽子／文 東京：偕成社 絵本 カ   

0114463672 さとうきび畑 葉　祥明／絵 東京：二見書房 書庫

0117919852 3人のパパと3つのはなたば クク　チスン／作 東京：ブロンズ新社 芸術      

0114580947 幸せの翼 ジミー／作・絵 東京：小学館 書庫

0117837534 しぜんのおくりもの イザベル・シムレール／文・絵 東京：岩波書店 芸術      

0117268763 昭和こども図書館 初見　健一／著 東京：大空出版 総記

0116518143 白い馬 東山　魁夷／絵 東京：講談社 芸術      

0111002010 じろきち おおかみ 矢玉　四郎／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0117161893 しろくまのそだてかた うつみ　のりこ／著 東京：飛鳥新社 芸術      

0117975524 しろくまはおにいちゃん うつみ　のりこ／著 東京：飛鳥新社 芸術      

0111902144 センダックの絵本論 モーリス・センダック／著 東京：岩波書店 書庫



0114482631 育ててくれて、ありがとう 葉　祥明／絵・文 東京：サンマーク出版 書庫

0117479220 その手がおぼえてる トニー・ジョンストン／文 神戸：BL出版 芸術      

0114170178 ターシャ・テューダーのマザー・グース ターシャ・テューダー／絵 神戸：フェリシモ 書庫

0116569112 ダース・ヴェイダーとルーク<4才> ジェフリー・ブラウン／作 東京：辰巳出版 芸術      

0114814262 地下鉄 ジミー／作・絵 東京：小学館 書庫

0117753806 てのひらのあいさつ ジェイソン・プラット／文 東京：あすなろ書房 芸術      

0117610386 ドン・ウッサそらをとぶ キューライス／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117274027 どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部／編 東京：平凡社 総記

0116996406 ナイアガラの女王 C.V.オールズバーグ／絵と文 東京：河出書房新社 芸術      

0116732272 ないたあかおに 浜田　廣介／作 東京：講談社 絵本 カ   

0115375289 ナゼニ愛ハ…? ジミー／作・絵 東京：小学館 書庫

0117238147 夏がきた 羽尻　利門／作 東京：あすなろ書房 絵本 ア   

0116829375 夏のルール ショーン・タン／著 東京：河出書房新社 芸術      

0114772817 ねぇ、あいちゃん 藤本　深雪／著 東京：文芸社ビジュアルアート 書庫

0117739359 ねぇ、ママ?僕のお願い! つんく♂／詩 東京：双葉社 芸術      

0117418897 ねこです。 北村　裕花／作 東京：講談社 絵本 カ   

0113437339 ねこのシジミ 和田　誠／作 東京：ほるぷ出版 書庫

0117699223 猫のミーラ 井上　奈奈／絵と文 八王子：堀之内出版 芸術      

0116682139 猫街道三拾三次 シュー・ヤマモト／絵と文 東京：求龍堂 芸術      

0113933741 花のうた おーなり　由子／著 東京：角川書店 書庫

0114630551 花のささやき 神津　良子／文 松本：郷土出版社 郷土資料  

0114719818 花のひみつ 神津　良子／文 松本：郷土出版社 郷土資料  

0114596521 花ものがたり 神津　良子／文 松本：郷土出版社 郷土資料  

0114005598 ひとまねこざるときいろいぼうし H.A.レイ／作 東京：岩波書店 書庫

0117459404 100歳までに読みたい100の絵本 木村　民子／著 東京：亜紀書房 総記

0115472045 ブルー・ストーン ジミー／作・絵 東京：小学館 書庫

0117479212 ベイビーレボリューション 浅井　健一／文 東京：クレヨンハウス 芸術      

0114078645 ペンギンジャンプ さかざき　ちはる／作・絵 東京：文渓堂 書庫

0113887616 ペンギンスタイル さかざき　ちはる／作・絵 東京：文渓堂 書庫

0115389280 ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0117586883 ぼくとピース ニシコウジ　シュウイチ／著 東京：文芸社 芸術      

0117668335 ぼくは0てん 山縣　良和／絵・文 東京：朝日出版社 芸術      



0117843235 星空 ジミー・リャオ／作・絵 東京：トゥーヴァージンズ 芸術      

0117968669 ホテルイエティ ミヤタ　チカ／さく 東京：玄光社 芸術      

0114455868 ほほえむ魚 ジミー／作・絵 東京：早川書房 書庫

0117942565 ほんとうの私たち M.B.ゴフスタイン／作 東京：トンカチ 芸術      

0117647032 ママ カン　ギョンス／著 東京：永岡書店 芸術      

0117856724 ママン カンタン・グレバン／絵 東京：パイインターナショナル 芸術      

0117385021 見えない蝶をさがして いせ　ひでこ／著 東京：平凡社 芸術      

0115486961 みくにがきますように ターシャ・テューダー／え 東京：日本キリスト教団出版局 書庫

0115144016 南の島の恋の歌 Cocco／文・絵・訳 東京：河出書房新社 書庫

0114801756 南の島の星の砂 Cocco／文・絵・訳 東京：河出書房新社 書庫

0114307226 ミルクのお茶 おーなり　由子／著 東京：新潮社 書庫

0114339922 モーラと私 おーなり　由子／著 東京：新潮社 書庫

0117070151 モカと幸せのコーヒー 刀根　里衣／著 東京：NHK出版 芸術      

0113994081 モミの手紙 ロバート・フロスト／作 東京：童話屋 書庫

0115338550 桃太郎 芥川　龍之介／著 東京：ピエ・ブックス 書庫

0115696213 郵便屋さんのお話 カレル・チャペック／[原作] 東京：ゴマブックス 書庫

0116075771 よかったなあ、かあちゃん 西本　鶏介／ぶん 東京：講談社 絵本 カ   

0117588517 夜のあいだに テリー・ファン／作 武蔵野：ゴブリン書房 絵本 カ   

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

0116180761 りんごさんとるりこさん 富永　まい／絵・文 東京：ポプラ社 芸術      

0115532129 ルリユールおじさん いせ　ひでこ／作 東京：理論社 絵本 ラ   

0117634139 レイと仲間たち ジェフリー・ブラウン／作 [東京]：うさぎ出版 芸術      

0117141598 レッドタートル マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット／原作 東京：岩波書店 芸術      

0116523556 ロスト・シング ショーン・タン／著 東京：河出書房新社 芸術      

0116018169 わたしの優しい死神 きの　とりこ／著 東京：木耳社 書庫


