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アイスクリームがふって

きた

アイスクリームガフッテ

キタ
あ わたな べしげお おおとも やすお あかね書房 1979/11/1

アイラのお泊り アイラノオトマリ あ バーナード・ウェーバー バーナード・ウェーバー まえざわ あきえ 徳間書店 1997/7/31

アウシュビッツからの手

紙

アウシュビッツカラノテ

ガミ
あ 早乙女 勝元 岡野 和 草土文化 1980/7/1

青い蓮 アオイハス あ エルジェ 川口 恵子 福音館 1993/5/20

あおい目のこねこ アオイメノコネコ 児 エゴン・マチーセン 瀬田貞二 福音館 1965/4/1

あおい目のこねこ アオイメノコネコ 児 エゴン・マチーセン 瀬田貞二 福音館 1965/4/1

あおくんときいろちゃん アオクントキイロチャン あ レオ・レオーニ 藤田 圭雄 至光社

あかいえのぐ アカイエノグ あ エドワード・アーディゾーニ 津森 優子 瑞雲者

あかいふうせん アカイフウセン あ 岸田 衿子 岩崎 ちひろ 偕成社 1968

あかいふうせん アカイフウセン あ イエラ・マリ ほるぷ出版 1976/4/15

あかいめ アカイメ あ ふじわら いっせい かみや しん 小学館 1905/5/29

あかいめ アカイメ あ ふじわら いっせい かみや しん 小学館 1905/5/29

赤い目のドラゴン アカイメノドラゴン あ リンドグレーン ヴィークランド ヤンソン由実子 岩波書店 1986/12/1

あかい屋根 アカイヤネ 1-2地域紙 １０周年記念事業実行委員会 菅生こども分センター 1985/5/12

あかい屋根PartⅡ アカイヤネPartⅡ 1-2地域紙 菅生こども文化センター運営協議会 菅生こども文化センター運営協議会 2010/8/30

あかい屋根PartⅡ アカイヤネPartⅡ 1-2地域紙 菅生こども文化センター運営協議会 菅生こども文化センター運営協議会 2010/8/30

あかい屋根PartⅡ アカイヤネPartⅡ 1-2地域紙 菅生こども文化センター運営協議会 菅生こども文化センター運営協議会 2010/8/30

あかい屋根PartⅡ アカイヤネPartⅡ 1-2地域紙 菅生こども文化センター運営協議会 菅生こども文化センター運営協議会 2010/8/30

あかい屋根PartⅡ アカイヤネPartⅡ 1-2地域紙 菅生こども文化センター運営協議会 菅生こども文化センター運営協議会 2010/8/30

赤神と黒神 アカガミトクロカミ シ 松谷みよ子 丸木位里 ポプラ社 1969/10/30

赤ずきん アカズキン あ バーナディット・ワッツ 生野 幸吉 岩波書店 1978/7/7

赤ずきんちゃん アカズキンチャン あ ポール・ガルトン ポール・ガルトン 湯浅 フミエ ほるぷ出版 1976/9/20
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あかちゃん アカチャン シ ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 谷川俊太郎 冨山書房 1984/2/1

赤ちゃん交流モデル事業
アカチャンコウリュウモ

デルジギョウ
1-1児童館 児童健全育成推進財団 児童健全育成推進財団 2016/5

赤ちゃんにおくる絵本１
アカチャンニオクルエホ

ン１
シ とだこうしろう とだこうしろう 戸田デザイン研究室 2003/3/1

あかんべノンタン アカンベノンタン シ キヨノサチコ キヨノサチコ 偕成社 1967/4/17

あかんべノンタン アカンベノンタン シ キヨノサチコ キヨノサチコ 偕成社 1967/4/18

あき箱細工 アキバコザイク 2-1工作 藤澤秀子 梧桐書院

空き容器1個でできる超

簡単おもちゃ

アキヨウキ1コデデキル

チョウカンタンオモチャ
2-1工作 築地製作所 ＰＨＰ研究所 2005/9/5

あさえとちいさいいもう

と

アサエトチイサイイモウ

ト
シ 筒井頼子 林明子 福音館 1971/1/25

あさえとちいさいいもう

と

アサエトチイサイイモウ

ト
シ 筒井頼子 林明子 福音館 1970/11/1

あさがお アサガオ 3-3 西口 司朗 フレーベル館 1979/2

朝びらき丸 東の海へ
アサビラキマルヒガシノ

ウミヘ
児 Ｃ・Ｓ・ルイス 瀬田貞二 岩波書店 1966/8/1

あしたてんきになあれ アシタテンキニナアレ あ 荒川 薫 ⾧ 新太 福音館 1992/1/1

遊びの四季 アソビノシキ 2-2あそび かこ さとし かこ さとし じゃこめいてい出版

あそびのずかん１ボール

あそび

アソビノズカン１ボール

アソビ
2-2あそび 竹井史郎 辻幸子 あかね書房 1993/3/20

あそびのずかん２じゃん

けんあそび

アソビノズカン２ジャン

ケンアソビ
2-2あそび 竹井史郎 辻幸子 あかね書房 1993/3/20

あそびのずかん３おにあ

そび

アソビノズカン３オニア

ソビ
2-2あそび 竹井史郎 水野ぷりん あかね書房 1993/3/20
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あそびのずかん４てつぼ

うあそび

アソビノズカン４テツボ

ウアソビ
2-2あそび 竹井史郎 水野ぷりん あかね書房 1993/3/20

あそびのずかん５なわと

びあそび

アソビノズカン５ナワト

ビアソビ
2-2あそび 竹井史郎 伊東美貴 あかね書房 1993/3/20

あそびのずかん６プール

あそび

アソビノズカン６プール

アソビ
2-2あそび 竹井史郎 伊東美貴 あかね書房 1993/3/20

あそびの宝箱４ アソビノタカラバコ４ 2-2あそび 落合英男 児童健全育成推進財団 2008/3/31

あそびの宝箱５ アソビノタカラバコ５ 2-2あそび 児童健全育成推進財団 2010/3/1

遊びのプログラム アソビノプログラム 1-1児童館 こどもの城 2012/3/30

遊びのプログラム アソビノプログラム 1-1児童館 こどもの城 2014/3/15

遊びのプログラム アソビノプログラム 1-1児童館 こどもの城 2014//12/20

遊び場のデザイン アソビバノデザイン 2-2あそび アービッド・ベンソン 北原理雄 鹿島出版会 1974/5/30

あそびましょ アソビマショ シ かどのえいこ おおしまたえこ あかね書房 1988/6/3

あそびワンダーブック アソビワンダーブック 2-1工作 児童健全育成推進財団 2003/3/14

あそびワンダーブック アソビワンダーブック 2-1工作 児童健全育成推進財団 2003/3/14

遊ぶもののくふう アソブモノノクフウ 2-1工作 堂本 保 誠文堂 1988/7/25

あたたかいおくりもの アタタカイオクリモノ あ もりやまみやこ ふくだいわお ポプラ社 2000/3

あたまをつかった小さな

おばあさん

アタマヲツカッタチイサ

ナオバアサン
児 ホープ・ニューウェル 山脇百合子 松岡享子 福音館 1970/8/10

新しい遊び場 アタラシイアソビバ 2-2あそび アービッド・ベンソン 大村虔一・大村璋子 鹿島出版会 1974/5/10

あたらしいエプロンでき

た

アタラシイエプロンデキ

タ
あ ラ―シュ・クリンティング ラ―シュ・クリンティング とやま まり 偕成社 1999/9

あったかマフラー アッタカマフラー あ 三井小夜子 三井小夜子 ひかりのくに

あったらいいのにな アッタライイノニナ シ 古川タク 古川タク 文化出版局 2000/8/10
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あっちゃんとゆびにん

ぎょう

アッチャントユビニン

ギョウ
シ ⾧尾玲子 ⾧尾玲子 福音館 1971/7/20

あな アナ シ 谷川 瞬太郎 和田 誠 福音館 1976/11/1

あなたのとなりで アナタノトナリデ 1-1児童館 秦野精花園 2000/4/20

あなたはだあれ アナタハダアレ シ 松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1979/2/15

あなはほるものおっこち

るとこ

アナハホルモノオッコチ

ルトコ
シ クラウス センダック 渡辺茂男 岩波書店 1988/6/25

あなはほるものおっこち

るとこ

アナハホルモノオッコチ

ルトコ
シ クラウス センダック 渡辺茂男 岩波書店 1997/4/25

アニーとおばあちゃん アニートオバアチャン あ ミスカ・マイルズ ピーター・パーノール 北面ジョーンズ和子 あすなろ書房 1994/5/10

あのね、サンタの国では

ね・・・

アノネ、サンタノクニデ

ハネ・・・
あ 嘉納 純子 黒井 健 偕成社 1990 1/2

あの日、広島と⾧崎で
アノヒ、ヒロシマトナガ

サキデ
あ 平和のアトリエ刊 1994/8/6

あひるのたまご アヒルノタマゴ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1971/7/20

あひるのピンのぼうけん アヒルノピンノボウケン あ マージョリー・フラック クルト・ヴィーゼ まさきるりこ 瑞雲者 1994/11/25

あぶらぜみ アブラゼミ 3-3 斉藤 雅緒 フレーベル館 1977/5

あほう村の九助 アホウムラノクスケ シ 大川悦生 福田庄助 ポプラ社 1969/12/1

雨、あめ アメ、アメ あ ピーター・スピア― 評論社 1984/6/5

あめふり アメフリ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1979/12/1

アメリカンインディアン

の教え

アメリカンインディアン

ノオシエ
1-1児童館 加藤諦三 扶桑社 1990/7/6

あめふりウサギ アメフリウサギ あ せな けいこ せな けいこ 新日本出版社 1981 11/25

あやとりいととり１ アヤトリイトトリ１ 2-2おりがみ・あやとり さいとうたま つじむらますろう 福音館 1982/11/
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あやとりいととり１ アヤトリイトトリ１ 2-2おりがみ・あやとり さいとうたま つじむらますろう 福音館 1982/11/

あやとりいととり２ アヤトリイトトリ２ 2-2おりがみ・あやとり さいとうたま つじむらますろう 福音館 1982/11/

あやとりいととり２ アヤトリイトトリ２ 2-2おりがみ・あやとり さいとうたま つじむらますろう 福音館 1982/11/

あやとりいととり３ アヤトリイトトリ３ 2-2おりがみ・あやとり さいとうたま つじむらますろう 福音館 1982/11/

あやとりいととり３ アヤトリイトトリ３ 2-2おりがみ・あやとり さいとうたま つじむらますろう 福音館 1982/11/

あやとり入門 アヤトリニュウモン 2-2おりがみ・あやとり 有木昭久 保育社 1981/10/5

あらしのよるに アラシノヨルニ シ 木村祐一 あべ弘士 講談社 1970/4/1

ありがとうのえほん アリガトウノエホン あ フランソワーズ なかが わちひろ 偕成社 2005/11

歩いて調べてみよう 神

奈川の東海道

アルイテシラベテミヨウ

カナガワノトウカイドウ
3-1 神奈川東海道ルネッサンス推進協議会 神奈川東海道ルネッサンス推進協議会 2001/3

あるはたれたひに アルハレタヒニ シ 木村祐一 あべ弘士 講談社 1976/10/10

ＬʼＡＬＢＥＲＯ アルベロ シ ＥＭＭＥ ＥＤＩＺＩＯＮＩ 1973/2/

アンガスとアヒル アンガストアヒル あ マージョリー・フラック マージョリー・フラック せたけいじ 福音館 1974/7/15

アンガスとねこ アンガストネコ あ マージョリー・フラック マージョリー・フラック せたけいじ 福音館 1905/1/1

アンジェリーナとまつり アンジェリーナトマツリ あ キャサリン・ホラバード ヘレン・クレイグ 大日本絵画 1985

アンディとライオン アンディトライオン あ ジェームズ・ドーハ―ティ ジェームズ・ドーハ―ティ むらおか はなこ 福音館 1961/8/1

アントンせんせい アントンセンセイ あ 西村敏雄 西村敏雄 講談社 2013/3/1

あんぱるぬゆんた アンパルヌユンタ あ 代田 昇 宮良 貴子 銀河社 1976/6/25

アンパンマンとカレーパ

ンマン、おむすびまん

アンパンマントカレーパ

ンマン、オムスビマン
シ やなせ たかし やなせ たかし フレーベル館 1983/11

アンパンマンとげんきに

あいさつ

アンパンマントゲンキニ

アイサツ
シ やなせたかし やなせたかし フレーベル館 1975/11/26



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

アンパンマンとだだんだ

ん

アンパンマントダダンダ

ン
シ やなせたかし やなせたかし フレーベル館 1975/11/26

アンパンマンとちくりん アンパンマントチクリン シ やなせたかし やなせたかし フレーベル館 1988/6/

アンパンマンとはみがき

まん

アンパンマントハミガキ

マン
シ やなせたかし やなせたかし フレーベル館 1999/11/15

アンパンマンともぐりん アンパンマントモグリン シ やなせたかし やなせたかし フレーベル館 1999/11/15

アンパンマンとゆめのく

に

アンパンマントユメノク

ニ
シ やなせたかし やなせたかし フレーベル館 2000/7/20

いいおかお イイオカオ シ 松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1968/6/1

いいかんがえでしょトン

とポン

イイカンガエデショトン

トポン
あ いわむらかずお いわむらかずお 偕成社 1980/1

いいきもち イイキモチ あ ひぐち みちこ ひぐち みちこ こぐま社 2009/6/1

いいものもらった イイモノモラッタ あ 森山京 村上勉 小峰書店 1987/12/10

いいんだもんへいきだも

ん

イインダモンヘイキダモ

ン
シ 飯島敏子 黒井健 ひかりのくに

イエスさまがうまれた イエスサマガウマレタ あ わきた あきこ 永田 萌 女子パウロ会 1985/10/20

イエローサブマリン イエローサブマリン あ ザ・ビートルズ 山川 真理 河出書房 2004/6/30

いきいきとした子どもを

育てる低・中学年の劇活

動

イキイキトシタ子ドモヲ

育テル低・中学年ノ劇活

動

2-2あそび 蓑田 正治 一声社 1980/10/11

イギリスとアイルランド

の昔話

イギリストアイルランド

ノムカシバナシ
児 Ｊ・Ｄ・バトン 石井桃子 福音館 1981/11/25
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イグアナドンですよまい

どあり

イグアナドンデスヨマイ

ドアリ
あ 舟崎 克彦 スズキコージ くもん出版 1991/11/3

いしになったかりゅうど イシニナッタカリュウド あ 大塚勇三 赤羽 末吉 福音館 197/12/15

いしゃがよい イシャガヨイ あ さくらせかい さくらせかい 福音館 2010/1/1

いじわるなぞなぞ３年生
イジワルナゾナゾ３ネン

セイ
2-3なぞなぞ・クイズ 熊谷さとし 熊谷さとし ポプラ社 1991/10/

いじわるなないしょオバ

ケ

イジワルナナイショオバ

ケ
あ ティエリー・ロブレヒト フィリップ・ホーセンス 野坂 悦子 文渓堂 2009/6

いじわるばあさん１ イジワルバアサン１ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

いじわるばあさん２ イジワルバアサン２ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/9/20

イソップ童話 イソップドウバナシ あ 角野 栄子 いもと ようこ/馬場のぼる/山崎英介 講談社 1988/9/20

イソップのおはなし イソップノオハナシ あ バーバラ・マクリントック バーバラ・マクリントック 福本 友美子 岩波書店 2013/1/30

いたいのいたいのとんで

いけ！

イタイノイタイノトンデ

イケ！
あ 山岡ひかる 山岡ひかる 絵本館 2006/4

いたずら３びきはどこだ

１

イタズラ３ビキハドコダ

１
あ つだ かつみ つだ かつみ 偕成社 1993/11

いたずらカラスのハンス イタズラカラスノハンス あ ヴィルヘルム・ブッシュ ヴィルヘルム・ブッシュ 上田 真而子 岩波書店 1986/4/18

いたずらきかんしゃ

ちゅうちゅう

イタズラキカンシャ

チュウチュウ
あ バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン むらおか はなこ 福音館 1961/8/1

いたずら子犬ポシャンと

ポトム

イタズラコイヌポシャン

トポトム
あ ヴィルヘルム・ブッシュ ヴィルヘルム・ブッシュ 上田 真而子 岩波書店 1986/4/18

いたずらこねこ イタズラコネコ あ バーナディン・クック レミィ・シャーリップ まさき るりこ 福音館 1988/11/30

いたずらこねこ イタズラコネコ あ バーナディン・クック レミィ・シャーリップ まさき るりこ 福音館 1988/11/31
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いちご イチゴ 3-3 高村 太木 フレーベル館 1979/2

いちごです イチゴデス あ 川端 誠 川端 誠 文化出版局 1984/9/16

いちにちにへんとおるバ

ス

イチニチニヘントオルバ

ス
あ 中川正文 梶山敏夫 ひかりのくに 1972/12

いちにちぶんぼうぐ イチニチブンボウグ あ ふくべ あきひろ かわしま ななえ ＰＨＰ研究所 2010/12/22

いちねんせい イチネンセイ あ 谷川俊太郎 和田 誠 小学館 1988/1/1

いちばたけのちいさなお

ばあさん

イチバタケノチイサナオ

バアサン
シ わたり むつこ 中谷 千代子 福音館 2006/9/1

一休・吉四六・彦一さん
イッキュウ・キッチョ

ム・ヒコイチサン
児 寺村 輝夫 ヒサクニヒコ あかね書房 1987/3/21

いっしょがいいね イッショガイイネ あ いもと ようこ リバーブル 2000/8

いっすんぼうし イッスンボウシ シ 大川悦生 遠藤てるよ ポプラ社 1967/9/5

５つ子王子と５つ子ひめ
イツツゴオウジトイツツ

ゴヒメ
あ 上野 与志 田頭 よしたか チャイルド本社 19961/1

いつでもおなかがペッコ

ペコ

イツデモオナカガペッコ

ペコ
あ 岡本 颯子 岡本 颯子 ポプラ社 2005/6

いっぽんのもみのき イッポンノモミノキ シ 矢野滋子 矢野滋子 至光社 1976/12/15

いないいないばあ イナイイナイバア シ 松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1989/10/20

いないいないばあ イナイイナイバア シ 松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1989/10/20

いないいないばあ イナイイナイバア シ 松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1964/4/1

いないいないばあ イナイイナイバア シ 松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1964/4/1

いないいないばああそび イナイイナイバアアソビ シ 木村裕一 木村裕一 偕成社 1996/12/

いないいないばああそび イナイイナイバアアソビ シ 木村裕一 木村裕一 偕成社
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いのちのいろえんぴつ イノチノイロエンピツ あ 豊島 加純/こやま 峰子 s51 教育画劇 2006/3/31

いまはむかしさかえるか

えるのものがたり

イマハムカシサカエルカ

エルノモノガタリ
あ まつおか きょうこ 馬場 のぼる こぐま社 1978/2/5

いもうとのにゅういん イモウトノニュウイン シ 筒井 頼子 林 明子 福音館 1983/2/1

いやいやえん イヤイヤエン 児 中川李枝子 大村百合子 福音館 1962/12/25

いやいやだいちゃん イヤイヤダイチャン あ 村山 貞雄 峰村 亮而/西村 達馬 サンマーク

いやだいやだ イヤダイヤダ シ せなけいこ せなけいこ 福音館 1964/6/1

いるか イルカ あ 広崎 芳次 上條  フレーベル館 1979/2/

色紙人形 イロガミニンギョウ 2-1工作 高井とみ グラフ社

いわむらかずおエッセイ

集

イワムラカズオエセイエ

ユウ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1991/6/10

ヴェスタ８ ヴェスタ８ 1-3クッキング 講談社 講談社 1977/3/25

ウエズレーの国 ウエズレーノクニ あ ポール・フライシュマン ケビン・ホークス 千葉 茂樹 あすなろ書房 1999/6/25

ウォーリーのおもしろ

ゲームブック

ウォーリーノオモシロ

ゲームブック
あ マーティン・ハンドフォード マーティン・ハンドフォード 唐沢 則幸 フレーベル館 1991/11

うきうき友だちゲーム１

０１

ウキウキ友ダチゲーム１

０１
2-2あそび 横山 験也 和田 知/下山 こお/落合 恵子/深光 晴美/福田 岩緒 ポプラ社 1990/4

雨月物語 ウゲツモノガタリ 4-2 佐藤 さとる 講談社 1992/5/17

うごくおもちゃのくふう ウゴクオモチャノクフウ 2-1工作 小林 実 荒木 桜子 国土社 1978/4/5

動くもののくふう ウゴクモノノクフウ 2-1工作 堂本 保 誠文堂 1989/7/25

うさぎのおうち ウサギノオウチ 児 こうだのりこ なかのひろたか 福音館 1994/5/20

うさぎのくれたバレエ

シューズ

ウサギノクレタバレエ

シューズ
あ 安房 直子 南塚 直子 小峰書店 1989/10/2

うさこちゃんとうみ ウサコチャントウミ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1964/6/1
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うさこちゃんとうみ ウサコチャントウミ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1964/6/1

うさこちゃんとうみ ウサコチャントウミ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1963/5/1

うさこちゃんとどうぶつ

えん

ウサコチャントドウブツ

エン
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館

うさこちゃんとどうぶつ

えん

ウサコチャントドウブツ

エン
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2005/4/15

うさこちゃんとどうぶつ

えん

ウサコチャントドウブツ

エン
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2005/4/15

うさこちゃんとゆうえん

ち

ウサコチャントユウエン

チ
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2005/9/10

うさこちゃんのたんじょ

うび

ウサコチャンノタンジョ

ウビ
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2008/4/10

うさこちゃんのにゅうい

ん

ウサコチャンノニュウイ

ン
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1954/12/10

うさこちゃんのにゅうい

ん

ウサコチャンノニュウイ

ン
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1954/12/10

うさこちゃんひこうきに

のる

ウサコチャンヒコウキニ

ノル
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2002/10/25

うさちゃん ありがとう ウサチャン アリガトウ あ さとう ひろこ さとう ひろこ 女子パウロ会 1984/9/1

うしろにいるのはだあれ

だ

ウシロニイルノハダアレ

ダ
あ 五味 太郎 五味 太郎 絵本館 1980/1

うずらちゃんのかくれん

ぼ

ウズラチャンノカクレン

ボ
あ きもと ももこ きもと ももこ 福音館 1994/2/25
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うたいましょうおどりま

しょう

ウタイマショウオドリマ

ショウ
あ ベラ・Ｂ・ウィリアムズ ベラ・Ｂ・ウィリアムズ 佐野 洋子 あかね書房 1999/12/1

うたえほん ウタエホン あ つちだ よしはる ぐらんまま社 1988/4/10

うたのえほん ウタノエホン あ いもとようこ 講談社 1986/1/15

歌の絵本 日本の唱歌よ

り

ウタノエホン ニホンノ

ショウカヨリ
あ 芥川 也寸志 安野 光雅 講談社 1977/5/20

歌の絵本Ⅱ 世界の唱歌

より

ウタノエホンⅡ セカイ

ノショウカヨリ
あ 芥川 也寸志 安野 光雅 講談社 1975/5/24

うちがいっけんあったと

さ

ウチガイッケンアッタト

サ
あ Ｒ．クラウス Ｍ，センダック わたなべ しげお 岩波書店 1978/11/16

うまかたやまんば ウマカタヤマンバ あ おざわ としお 赤羽 末吉 福音館 1988/10/1

馬と少年 ウマトショウネン 児 Ｃ・Ｓ・ルイス 瀬田貞二 岩波書店 1966/11/1

海 ウミ あ 加古 里子 加古 里子 福音館 1969/7/25

海あそび ウミアソビ 2-2あそび 竹井史郎 小峰書店 1990/2/28

うみのいろ ウミノイロ シ 勝山千帆 勝山千帆 至光社 1989/12/10

海のおばけオーリー ウミノオバケオーリー あ Ｍ，Ｈエッツ Ｍ，Ｈエッツ 石井 桃子 岩波書店 1974/7/8

海のおばけオーリー ウミノオバケオーリー あ Ｍ，Ｈエッツ Ｍ，Ｈエッツ 石井 桃子 岩波書店 1974/7/8

海は広いね、おじいちゃ

ん

ウミハヒロイネ、オジイ

チャン
あ 五味 太郎 五味 太郎 絵本館 1979/3

海べのあさ ウミベノアサ あ マックロスキー マックロスキー 石井 桃子 岩波書店 1978/7/7

うみべのハリー ウミベノハリー シ ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム わたなべ しげお 福音館 1967/6/1

うらしまたろう ウラシマタロウ シ 大川悦生 村上幸一 ポプラ社 1968/4/10

ウルスリのすず ウルスリノスズ あ ゼリーナ・ベンツ アロワ・カリジェ 大塚 勇三 岩波書店 1973/12/10

うんがにおちたうし ウンガニオチタウシ あ フィリクス・クラシロフスキー ピーター・スパイアー みなみもと ちか ポプラ社 1967/2

運動遊び ウンドウアソビ 2-2あそび 小川勇 神奈川県立青少年センター 1983/3/
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えいご① エイゴ① 3-3 日本学校図書 1990/9

えいご② エイゴ② 3-3 日本学校図書 1990/9

えかきうたのほん エカキウタノホン あ 中村 柾子・西巻茅子 西巻 茅子 福音館 1993/11/5

絵カナ？字カナ？ エカナ？ジカナ？ あ 山内ジョージ 山内ジョージ 偕成社 1978/4

えがないえほん エガナイエホン あ Ｂ・Ｊ・ノヴァク 大友 剛 早川書房 2017/11/25

駅のおかあちゃん エキノオカアチャン あ まえだ まさえ 鈴木 博子 講談社 2003/4/20

えすがたあねさま エスガタアネサマ あ 大川 悦生 梅田 俊作 ぽぷらしゃ 1976/3

絵本ＡＢＣ エホンＡＢＣ あ 五味 太郎 五味 太郎 岩崎書店 1983/2/10

エマのまほうのめがね エマノマホウノメガネ あ マリー・ブランド マリー・ブランド 河津 千代 アリス館

エミールくん がんばる エミールクン ガンバル あ トミー・ウンゲラー トミー・ウンゲラー 今江 祥智 文化出版局 1975/6/1

エミリー エミリー あ マイケル・ビダード バーバラ・クーニー 掛川 恭子 ほるぷ出版 1993/9/20

えらいぞサーブ！ エライゾサーブ！ あ 手島 悠介 徳田 秀雄 講談社 2000/4/10

エルマーのぼうけん エルマアーノボウケン 児 ルース・スタイルス・ガネット ルース・スタイルス・ガネット 渡辺茂男 福音館 1963/7/15

エルマーと16ぴきの

りゅう

エルマートジュウロッピ

キノリュウ
児 ルース・スタイルス・ガネット ルース・スタイルス・ガネット 渡辺茂男 福音館 1965/9/30

エルマーとりゅう エルマートリュウ 児 ルース・スタイルス・ガネット ルース・スタイルス・ガネット 渡辺茂男 福音館 1964/8/15

えをかくどんくまさん エヲカクドンクマサン シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1989/

えをかくどんくまさん エヲカクドンクマサン シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1989/

エンソくんきしゃにのる エンソクンキシャニノル シ スズキコージ スズキコージ 福音館 1998/1/20

おいしいねおいしいよ オイシイネオイシイヨ シ わかやまけん わかやまけん 童心社 1990/2/1

美味しんぼ１ オイシンボ１ 漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 1985/1/1

美味しんぼ２ オイシンボ２ 漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 1985/5/1

美味しんぼ３ オイシンボ３ 漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 1985/7/1
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美味しんぼ６ オイシンボ６ 漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 1986/9/1

美味しんぼ７ オイシンボ７ 漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 1986/12/1

美味しんぼ９ オイシンボ９ 漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 1987/5/1

美味しんぼ笑顔で囲む
オイシンボエガオデカコ

ム
漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 2001/12/14

美味しんぼ北の海からの

贈り物

オイシンボキタノウミカ

ラノオクリモノ
漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 2003/3/28

美味しんぼ心のふるさと
オイシンボココロノフル

サト
漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 2001/2/23

美味しんぼ新生活応援春

のごちそう

オイシンボシンセイカツ

オウエン
漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 2001/4/13

美味しんぼ本日快晴
オイシンボホンジツカイ

セイ
漫画 雁屋哲 花咲アキラ 小学館 2000/10/20

おいとけぼり オイトケボリ シ 香山美子 末崎茂樹 ひかりのくに

老いもまた楽し オイモマタタノシ 1-2地域紙 十文字美恵 十文字美恵 2014/5/18

老いもまた楽し オイモマタタノシ 1-2地域紙 十文字美恵 十文字美恵 2014/5/18

老いもまた楽し オイモマタタノシ 1-2地域紙 十文字美恵 十文字美恵 2014/5/18

老いもまた楽し オイモマタタノシ 1-2地域紙 十文字美恵 十文字美恵 2014/5/18

おうさまジャックとドラ

ゴン

オウサマジャックトドラ

ゴン
あ ピーター・ベンドリー ヘレン・オクセンバリー 灰島 かり 岩崎書店 2011/7

王さまと九人のきょうだ

い

オウサマトクニンノキョ

ウダイ
あ 赤羽 末吉 君島 久子 岩波書店 1969/11/25

おうさまのおひっこし オウサマノオヒッコシ あ 牡丹 靖佳 牡丹 靖佳 福音館 2012/5/20

おうさまのハンカチ オウサマノハンカチ シ 宮地延江 村上幸一 チャイルド社 2000/5/1
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おうさまのみみはロバの

みみ

オウサマノミミハロバノ

ミミ
あ 山室 静 おぼ まこと フレーベル館 1985/8

おうさまババール オウサマババール あ ジャン・ド・ブリュノフ やがわ すみこ 評論社

王さまマックロイ オウサママックロイ あ ふなざき よしひこ ハンス・ヴィルヘルム 佑学社 1981/8/20

オオカミグーのはずかし

いひみつ

オオカミグーノハズカシ

イヒミツ
あ きむら ゆういち みやにし たつや 童心社 2008/4/10

おおかみと七ひきのこや

ぎ

オオカミト７ヒキノコヤ

ギ
あ フェリクス・ホフマン せた ていじ 福音館 1967/4/1

おおかみと七ひきのこや

ぎ・金のがちょう

オオカミト７ヒキノコヤ

ギ・キンノガチョウ
あ 池田 香代子 西巻 茅子 講談社 1989/3/1

おおきいトンとちいさい

ポン

オオキイトントチイサイ

ポン
あ いわむら かずお いわむら かずお 偕成社 1980/1

おおきくなりすぎたくま オオキクナリスギタクマ あ リンド・ワード 渡辺 茂男 福音館 1969/10/1

おおきなおおきなおいも オオキナオオキナオイモ 児 赤羽末吉 赤羽末吉 福音館 1972/10/1

おおきなかぶ オオキナカブ シ Ａ・トルストイ再話 佐藤忠良 内田莉莎子 福音館 1954/12/10

おおきなかぶ オオキナカブ シ Ａ・トルストイ再話 佐藤忠良 内田莉莎子 福音館 1954/9/1

おおきなかぶ オオキナカブ シ Ａ・トルストイ再話 佐藤忠良 内田莉莎子 福音館 1974/5/1

おおきなかぶ オオキナカブ シ Ａ・トルストイ再話 佐藤忠良 内田莉莎子 福音館 1989/1/

おおきな木 オオキナキ あ シェル・シルバスタイン 村上 春樹 あすなろ書房 2010/9/10

おおきな木 オオキナキ あ シェル・シルバスタイン シェル・シルバスタイン ほんだ きんいちろう 篠崎書林 1976/11/20

おおきなきがほしい オオキナキガホシイ あ さとう さとる むらかみ つとむ 偕成社 1971/1

オーシャンワールド オーシャンワールド あ ピーター・シス ブックローン出版 1995/5/1
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オーブンを使わないお菓

子

オーブンヲツカワナイオ

カシ
1-3クッキング 森山サチ子 雄鶏社 1984/6/15

おかあさん オカアサン あ シャーロット・ゾロトウ アニタ・ローベル みらい なな 童話屋 1993/4/6

おかあさんだいすき オカアサンダイスキ シ マージョリー・フラック マージョリー・フラック 光吉夏弥 岩波書店 1994/7/10

おかあさんとこども オカアサントコドモ シ Ｈ・Ａ・レイ 石竹光江 文化出版局 2001/7/20

お母さんのいない夜 オカアサンノイナイヨル 1-3クッキング 碧海酉葵 落合稜子 田中恒子 主婦の友社 1977/12/23

おかあさんの目 オカアサンノメ 児 あまんきみこ 南塚直子 あかね書房 1987/9/25

おきがえあそび オキガエアソビ シ 木村祐一 木村祐一 偕成社 2001/10/

おけいこおりがみ オケイコオリガミ 2-2おりがみ・あやとり 山口真 トーヨー

おこだでませんように オコダデマセンヨウニ あ くすのき しげのり 石井 聖岳 小学館 2008/7/2

おさるとぼうしうり オサルトボウシウリ あ エズフィール・スロボドキーナ まつおか きょうこ 福音館 1970/2/25

おじいさんとクリスマス

のはなし

オジイサントクリスマス

ノハナシ
シ つるみゆき つるみゆき 至光社 1989/12/10

おじいさんならできる オジイサンナラデキル あ フィービ・ギルマン フィービ・ギルマン 芦田 ルリ 福音館 1986/6/20

おじいさんのつるつるか

ぼちゃ

オジイサンノツルツルカ

ボチャ
シ 立岡佐智央 立岡月英 福音館 2000/5/12

おしいれのぼうけん オシイレノボウケン あ ふるた たるひ/たばた せいいち 童心社 1974/11/1

おじさんいいものみつけ

たよ

オジサンイイモノミツケ

タヨ
シ 岸田衿子 古矢一穂 福音館 1976/6/1

おじゃる丸のお料理でお

じゃる

オジャル丸ノオ料理デオ

ジャル
1-3クッキング 神 みよこ 日本放送出版 1999/8/25

オシリスの旅 オシリスノタビ あ ジェラルド・マクダーモット 神宮 輝夫 ホルプ出版 1978/10/15

おすのつぼにすんでいた

おばあさん

オスノツボニスンデイタ

オバアサン
児 ルーマー・ゴッデン なかがわちひろ なかがわちひろ 徳間書店 2001/5/31

おそろしいかようび オソロシイカヨウビ あ ヘーゼル・タウンスン トニー・ロス 小沢 正 フレーベル館 1986/10
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おたまじゃくしの101

ちゃん

オタマジャクシノ101

チャン
シ 加古里子 加古里子 偕成社 1969/11/10

おだんごぱん オダンゴパン あ わきた かず せた ていじ 福音館 1966/5/1

おだんごぱん オダンゴパン あ わきた かず せた ていじ 福音館 1966/5/1

おたんじょうび オタンジョウビ あ 山中 冬児 小学館

落窪物語 オチクボモノガタリ 4-2 氷室 冴子 講談社 1993/12/10

おつきさまでたよ オツキサマデタヨ あ 寺村 輝夫 いもと ようこ あかね書房 1985/9

お月さまのかお オツキサマノカオ あ ゲルダ・マリ―・シャイドル アントニー・ボラチンスキー こうしな ともこ ぽるぷ出版 1976/9/20

おつきさんどうしたの オツキサンドウシタノ あ Ｅ．Ｍ、プレストン Ｂ，クーニー 岸田 怜子 岩波書店 1979/9/21

おっきょちゃんとかっぱ オッキョチャントカッパ シ ⾧谷川 摂子 降矢 奈々 福音館 1994/9/1

おっぱいのうた オッパイノウタ あ たかぎ あきこ かのめ かよこ りーぶる 2005/7/11

おててぱちぱち オテテパチパチ あ とよた かずひこ 毛利 洋子 フレーベル館 1992/4/1

おとうさん、お元気です

か・・・

オトウサン、オゲンキデ

スカ・・・
あ フィリップ・デュパスキエ フィリップ・デュパスキエ 見城 美枝子 文化出版局 1986/2/16

おとうさんのちず オトウサンノチズ あ ユル・シュルビッツ ユル・シュルビッツ さくま ゆみこ あすなろ書房 2009/5/30

おとぎ草子  山椒太夫
オトギゾウシ  サン

ショウダユウ
4-2 清水 義範/ねじめ 正一 講談社 1992/10/28

おとぎの”アリス” オトギノ”アリス” あ ルイス キャロル ジョン、テニエル たかやま ひろし ほるぷ出版 1986/2/15

おとこどうしのおるすば

ん

オトコドウシノオルスバ

ン
あ 梅田俊作・佳子 梅田俊作・佳子 岩崎書店 1992/5/20

おとこどうしのおるすば

ん

オトコドウシノオルスバ

ン
あ 梅田俊作・佳子 梅田俊作・佳子 岩崎書店 1992/5/20

おとなもブルブルようか

い話

オトナモブルブルヨウカ

イ話
児 木暮 正夫 原 ゆたか 岩崎書店 1988/3/30
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おどるサボテン オドルサボテン あ 川端 誠 川端 誠 ブックローン出版 1992/3/20

おどるサボテン オドルサボテン あ 川端誠 川端誠 ブックローン出版 1992/3/20

⿁のうで オニノウデ あ 赤羽 末吉 赤羽 末吉 偕成社 1976/12

おにのかたなかじ オニノカタナカジ あ 松谷 みよ子 斎藤 博之 草土文化 1977/5/10

おにはうちふくはそと オニハウチフクハソト あ 西本 鶏介 村上 豊 ひさかたチャイルド 1983/12

おばあさんのいないまに オバアサンノイナイマニ シ なかのひろたか なかのひろたか 福音館 1976/6/1

おばあちゃんのおやつ オバアチャンノオヤツ 1-3クッキング 朝日新聞学芸部 朝日新聞 1986/10/10

おばけちゃんとつきから

きたてがみ

オバケチャントツキカラ

キタテガミ
あ マルク・コスタ・イ・ルイス アグスティ・Ａ・サウリ 鈴木 悦夫 学習研修社

おばけのおつかい オバケノオツカイ シ 西村あかね 西村あかね 福音館 1976/6/1

おばけのこもりうた オバケノコモリウタ あ せな けいこ せな けいこ 童心社 2003/7/1

おばけのジョージ― オバケノジョージ― あ ロバートブライト ロバートブライト 光吉 夏弥 福音館 1978/6/20

おばけのてんぷら オバケノテンプラ あ せな けいこ せな けいこ ポプラ社 1976/11

おばけのパーティーよー

いドロン！

オバケノパーティーヨー

イドロン！
あ エリザベス・バグリー マリオン・リンジ― いしづ ちひろ ＢＬ出版 2012/6/1

おばけのムニムニ オバケノムニムニ あ 古内 ヨシ 古内 ヨシ あかね書房 2002/6/25

おばけバーバパパ オバケバーバパパ あ アネット＝チゾン/タラス＝テイラー やました はるお 偕成社 1972/6

おばけバーバパパ オバケバーバパパ あ アネット＝チゾン/タラス＝テイラー やました はるお 偕成社 1972/6

おばけリンゴ オバケリンゴ あ ヤーノシュ やがわ すみこ 福音館 1961/3/31

おばさんのごちそう オバサンノゴチソウ あ 五味 太郎 五味 太郎 絵本館 1979/4

おはなしひろば オハナシヒロバ 2-2あそび 村山 貞夫 サンマーク 1991/3/1

おはなしぽっちり オハナシポッチリ あ もりやま みやこ とよた かずひこ 小峰書店 1989/6/10
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おはなしめいろ せかい

のたび ブレーメンのお

んがくたい

オハナシメイロ セカイ

ノタビ ブレーメンノオ

ンガクタイ

あ 杉山 亮 永野 ヒデ子 ブルーベル館 2004/1

おはよう オハヨウ シ まついのりこ 偕成社 1964/6/1

おはよう オハヨウ シ 中川李枝子 山脇百合子 グランまま社 1976/8/1

おはよう/おやすみ オハヨウ/オヤスミ あ シャーロット・ゾロトウ パメラ・パパローン くどう なおこ のら書店 2004/5

おひさまあはは オヒサマアハハ あ 前川 かずお 前川 かずお こぐま社 1989/7/1

おひさまおねがいチチン

プイ

オヒサマオネガイチチン

プイ
あ なかがわ りえこ やまわき りえこ 福音館 1991/5/1

おふろでちゃぷちゃぷ オフロデチャプチャプ シ 松谷みよ子 岩崎ちひろ 童心社 2012/12/10

おふろでちゃぷちゃぷ オフロデチャプチャプ シ 松谷みよ子 岩崎ちひろ 童心社 1996/9/

おふろやさん オフロヤサン シ 西村 繁男 西村 繁男 福音館 1983/11/1

おまたせクッキー オマタセクッキー あ ハッチンス ハッチンス 乾 侑美子 偕成社 1987/8/1

おまたせクッキー オマタセクッキー あ ハッチンス ハッチンス 乾 侑美子 偕成社 1987/8/1

おみせやさん オミセヤサン 児 五味太郎 五味太郎 ほるぷ出版

おむすびころりん オムスビコロリン あ よだ じゅんいち わたなべ さぶろう 偕成社 1967/6

おもいっきりどんくまさ

ん

オモイッキリドンクマサ

ン
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1989/

おもしろ体育館ゲーム

101

オモシロタイイクカン

ゲーム101
2-2あそび 子どもの遊び研究会 ポプラ社 1990/4/

おもしろひろば オモシロヒロバ 2-2あそび 村山 貞夫 サンマーク 1991/3/1

おもちのきもち オモチノキモチ あ かがくい ひろし かがくい ひろし 講談社 2005/12/14

おもちゃ屋へいったトム

テ

オモチャヤヘイッタトム

テ
あ エルサ・べスコム ささめやゆき 菱木 晃子 福音館 1998/10/20

おもちゃをつくろう１ オモチャヲツクロウ１ 2-1工作 木村 裕一/ああとユニック しみず清志/矢田 加代子 ラビット・パブリッシャーズ 1977/9/25
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おもちゃをつくろう２ オモチャヲツクロウ２ 2-1工作 木村 裕一/ああとユニック しみず清志/矢田 加代子 ラビット・パブリッシャーズ 1977/10/25

おもちゃをつくろう３ オモチャヲツクロウ３ 2-1工作 木村 裕一/ああとユニック しみず清志/矢田 加代子 ラビット・パブリッシャーズ 1977/11/25

おもちゃをつくろう４ オモチャヲツクロウ４ 2-1工作 木村 裕一/ああとユニック しみず清志/矢田 加代子 ラビット・パブリッシャーズ 1977/12/25

おもちゃをつくろう５ オモチャヲツクロウ５ 2-1工作 木村 裕一/ああとユニック しみず清志/矢田 加代子 ラビット・パブリッシャーズ 1978/1/25

おもちゃをつくろう６ オモチャヲツクロウ６ 2-1工作 木村 裕一/ああとユニック しみず清志/矢田 加代子 ラビット・パブリッシャーズ 1978/2/25

おもちゃ工作全書 オモチャ工作全書 2-1工作 多田 信作 池田書店 1997/5/24

おやすみなさいおつきさ

ま

オヤスミナサイオツキサ

マ
シ マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・ハード 瀬田貞二 評論社 1954/4/15

おやすみなさいのほん オヤスミナサイノホン あ マーガレット・ワイズ・ブラウン ジャン・シャロ― いしい ももこ 福音館 1962/1/20

おやつ100種 オヤツ100シュ 1-3クッキング おやつの本編集委員会 一声社 1983/11/12

親と子のウキウキ生活ガ

イド

オヤトコノウキウキセイ

カツガイド
1-2地域紙 地域セミナーSTAFF 菅生分館 2000/3

おりがみ169てん オリガミ１６９テン 2-2おりがみ・あやとり 内藤朗 ブティック社 202/11/1

おりがみ遊び オリガミアソビ 2-2おりがみ・あやとり 内藤朗 ブティック社 1999/1/10

おりがみ大全集 オリガミダイゼンシュウ 2-2おりがみ・あやとり 成美堂出版

折り鶴 オリヅル 2-1工作 ⾧谷川正勝 グラフ社 1974/5/5


