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ばあちゃんのなつやすみ バアチャンノナツヤスミ は 梅田 俊作/佳子 梅田 俊作/佳子 岩崎書店 1980/8/1

バーバ・ヤガー バーバ・ヤガー は アーネスト・スモール ブレア・レント 小玉 知子 冨山房 1975/12/10

バーバ・ヤガー バーバ・ヤガー は アーネスト・スモール ブレア・レント 小玉 知子 冨山房 1975/12/10

バーバーパパのおんがく

かい

バーバーパパノオンガク

カイ
は チゾン＋テイラー チゾン＋テイラー やましたはるお 講談社 1976/8/12

バーバパパのだいさーか

す

バーバパパノダイサーカ

ス
は アネット＝チゾン/タラス＝テイラー やました はるお 講談社

ハーメルンの笛ふき ハーメルンノフエフキ は サラ＆ステファン・コリン エロール・ル・カイン 金関 寿夫 ほるぷ出版 1989/11/20

「灰色のまち」から「音

楽のまち」へ

「ハイイロノマチ」カラ

「オンガクノマチ」ヘ
1-2地域誌 阿部孝夫 時事通信社 2019/4/10

ハイキング歌集 ハイキングカシュウ 1-1キャンプ 成美堂出版

バイバイ グルグル ゼ

ンマイ

バイバイ グルグル ゼ

ンマイ
は 楠 伸生/楠 裕紀子 青人社 1995/5/1

爆弾のすきな将軍
バクダンノスキナショウ

グン
は ウンベルト・エーコ エウジェニオ・カルミ 海都 洋子 六耀社 2016/1/20

白鳥のコタン ハクチョウノコタン シ 安藤美紀夫 水四澄子 ポプラ社 1969/9/30

はくちょうのみずうみ ハクチョウノミズウミ は 立原えりか いわさきちひろ 講談社 1984/9/10

はけたよ はけたよ ハケタヨ ハケタヨ は 神沢 利子 西巻 茅子 偕成社 1970/12

ぱこ・ぴこ・ぽろのゆう

だち

パコ・ピコ・ポロノユウ

ダチ
シ いわむらかずお いわむらかずお 至光社 1986/

はじまりの日 ハジマリノヒ は ボブ・ディラン ポール・ロジャース アーサー・ビナード 岩崎書店 2010/3

はじめてきしゃがはしっ

た

ハジメテキシャガハシッ

タ
は 来栖 良夫 斉藤 博之 岩崎書店 1976/7/1

はじめてのおつかい ハジメテノオツカイ シ 筒井 頼子 林 明子 福音館 1977/4/1
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はじめてのおつかい ハジメテノオツカイ シ 筒井頼子 林明子 福音館 2001/11/5

はじめてのおるすばん ハジメテノオルスバン は しみず みちを 山本 まつ子 岩崎書店 1972/4/25

はじめてのキャンプ ハジメテノキャンプ 児 林 明子 林 明子 福音館 1984/6/20

はじめての多面体おりが

み

ハジメテノタメンタイオ

リガミ
2-1工作 川村みゆき 日本ヴォーグ社 2001/7/3

バスがきました バスガキマシタ は 三浦 太郎 三浦 太郎 童心社 2007/10/20

ばすくん バスクン は みゆき りか なかや みわ 小学館 2007/9/25

バス旅行ゲーム バスリョコウゲーム 1-1キャンプ 大泉書店

はだかはだか ハダカハダカ は やぎゅう げんいちろう 福音館 1993/3/1

はたらきもののじょせつ

しゃけいてぃー

ハタラキモノノジョセツ

シャケイティー
は Ｖ・Ｌ・バートン Ｖ・Ｌ・バートン いしい ももこ 福音館 1978/3/20

はたらくうまのハンバー

トとロンドン市⾧さんの

はなし

ハタラクウマノハンバー

トトロンドンシチョウサ

ンノハナシ

は ジョン・バーニンガム 神宮 輝夫 童話館 1999/4/5

はたらくくるま ハタラククルマ シ おかのみのる ポプラ社 1990/10/15

八郎 ハチロウ は 斉藤 隆介 滝平 二郎 福音館 19667/11/1

はっきょいどーん ハッキョイドーン は やまもと ななこ 講談社 2015/9/1

はっこう博士大かつやく
ハッコウハカセダイカツ

ヤク
は 末松 茂孝 さ・え・ら工房 1988/6

発達障害のある子どもた

ちの受け入れのため

ハッタツショウガイノア

ルコドモタチノウケイレ

ノタメ

1-1児童館 市川 宏伸 児童健全育成推進財団 2008/5

発達障害のある子の理解

と支援

ハッタツショウガイノア

ルコノリカイトシエン
1-1児童館 母子保健事業団 2008/5

葉っぱのフレディ ハッパノフレディ は レオ・バスカーリア みらい なな 童話屋 1998/10/22
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ハッピー・ハグ ハッピー・ハグ は オーイン・マクラフリン ポリー・ダンバー 椎名 かおる あすなろ書房 2019/1/30

初山幼稚園創立50周年

記念誌

ハツヤマヨウチエンソウ

リツ50シュウネンキネン

シ

1-2地域紙 初山幼稚園 初山幼稚園 2014/3/1

花さき山 ハナサキヤマ は 斉藤 隆介 滝平 二郎 岩崎書店 1969/12/30

はなのあなのはなし ハナノアナノハナシ は やぎゅう げんいちろう 福音館 1981/8/1

はなのおりがみ ハナノオリガミ 2-2おりがみ・あやとり 山口真 トーヨー

花のかみかざり ハナノカミカザリ は いもと ようこ いもと ようこ 岩崎書店 2008/11/30

はなのすきなうし ハナノスキナウシ シ マンロー・リーフ ロバート・ローソン 光吉夏弥 岩波書店 1985/7/28

はなのすきなうし ハナノスキナウシ シ マンロー・リーフ ロバート・ローソン 光吉夏弥 岩波書店 1995/10/20

はなのすきなうし ハナノスキナウシ シ マンロー・リーフ ロバート・ローソン 光吉夏弥 岩波書店 1968/1/15

はなをくんくん ハナヲクンクン は ルース・クラウス マーク・サイモント きじま はじめ 福音館 1967/3/20

パナンペ ペナンペむか

しがたり

パナンペ ペナンペムカ

シガタリ
は 中村 欽一 西山 三郎 童心社 1992/7/20

はぬけのはなし ハヌケノハナシ は 上原 進 米本 久美子 福音館 2001/6/1

はねーるのいたずら ハネールノイタズラ は 村山 桂子 柿本 幸造 フレーベル館 1981/7/1

はねてくとんでく ハネテクトンデク シ 中村美佐子 むかいながまさ ひかりのくに

ババールとグリファトン

きょうじゅ

ババールトグリファトン

キョウジュ
は ロラン・ド・ブリュノフ 矢川 澄子 評論社 1975/10/1

ババールのひっこし ババールノヒッコシ は ロラン・ド・ブリュノフ 矢川 澄子 評論社 1975/10/20

パパお月さまとって パパオツキサマトッテ は エリック＝カール もり ひさし 偕成社 1986/11

パパだいすきママだいす

き

パパダイスキママダイス

キ
は やすい すえこ いもと ようこ 岩崎書店 1982/5/30

母と子のおりがみ ハハトコノオリガミ 2-2おりがみ・あやとり 山梨賢一 つばめ出版

母と子のプレイルーム ハハトコノプレイルーム 2-2あそび 宮崎桂子 伊藤渥子 主婦の友社 1987/
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ばばばあちゃんのマフ

ラー

バババアチャンノマフ

ラー
は さとう わきこ さとう わきこ 福音館 1997/10/31

はははのはなし ハハハノハナシ は 加古 里子 加古 里子 福音館 1972/3/1

ハムスターと仲よし ハムスタートナカヨシ 3-2 今泉忠明 主婦の友社 1998/12/10

ハムスターのハモ ハムスターノハモ は たかお ゆうこ 福音館 2004/10/20

バムとケロのそらのたび バムトケロノソラノタビ は 島田 ゆか 島田 ゆか 文渓堂 1995/10

はやおきミルトン ハヤオキミルトン は ロバート・クラウス ホセ＆エアリアン・アルエゴ ⾧谷川 四郎 ほるぷ出版 1978/3/10

はやくねてよ ハヤクネテヨ は あきやま ただし あきやま ただし 岩崎書店 1994/9/10

はらぺこあおむし ハラペコアオムシ は エリック＝カール もり ひさし 偕成社 1976/5

はらぺこあおむし ハラペコアオムシ は エリック＝カール もり ひさし 偕成社 1976/5

はらぺこ王さまふとりす

ぎ

ハラペコオウサマフトリ

スギ
児 寺村輝夫 若山静子 理論社 1985/

はらぺこカズラー ハラペコカウラー シ ハアコン・ビョルクリット ハアコン・ビョルクリット 掛川恭子 ほるぷ出版 1969/12/5

はらぺこがはらのメエメ

エさん

ハラペコガハラノメエメ

エサン
は ささ やすのき ささ やすのき 金の星社 1980/8

バラライカねずみのトラ

ブロフ

バラライカネズミノトラ

ブロフ
は ジョン・バーニンガム 瀬田 貞二 童話館 1998/3/10

はるかぜのホネホネさん ハルカゼノホネホネサン は にしむら あつこ にしむら あつこ 福音館 2002/6/1

はるのおつかい ハルノオツカイ シ 佐々木たづ 平山英三 チャイルド社 1980/2/29

パルミーラ つきへいく パルミーラ ツキヘイク は ロゼール・カプデビラ ロゼール・カプデビラ 岡本 一郎 学習研修社

バレエをおどりたかった

馬

バレエヲオドリタカッタ

ウマ
児 Ｈ・ストルテンベルグ さとうあや 菱木晃子 福音館 1999/10/20
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ぱろ・ぴこ・ぽろのゆう

だち

パロ・ピコ・ポロノユウ

ダチ
シ いわむらかずお いわむらかずお 至光社 1986/

Hello！きかんしゃトー

マスとゆかいななかま

ハロー！キカンシャトー

マストユカイナナカマ
は W・オードリー まだらめ 三保 ポプラ社 1991/7

はんじさん ハンジサン は 木庭 茂夫 冨山房 1975/6/5

ばんどりだいこ バンドリダイコ シ 宮下和夫 北島新平 ポプラ社 1972/3/30

はんにんはだれ？ ハンニンハダレ？ は Ｈ・クレスウェル Ｃ・ブラウン おかもと はまえ 金の星社 1988/6

パンはころころ パンハコロコロ は マーシャ・ブラウン 八木田 宣子 冨山房 1976/12/5

ビーズ・ビーズ・ビーズ ビーズ・ビーズ・ビーズ 2-1工作 日本ヴォーグ社 1998/4/1

ビーズのマスコット ビーズノマスコット 2-1工作 主婦と生活社 1980/9/11

ピーター・パン２ ピーター・パン２ は うさぎ出版

ピーターのくちぶえ ピーターノクチブエ は Ｅ・Ｊ・キーツ Ｅ・Ｊ・キーツ 木島 始 偕成社 1974/

ピーターラビット 「ジ

ンジャーとピクルスや」

ピーターラビット 「ジ

ンジャートピクルスヤ」
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1973/1/20

ピーターラビット あひ

るのジマイマのおはなし

ピーターラビット アヒ

ルノジマイマノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1973/1/20

ピーターラビット あひ

るのジマイマのおはなし

ピーターラビット アヒ

ルノジマイマノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1973/1/20

ピーターラビット キツ

ネどんのおはなし

ピーターラビット キツ

ネドンノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1974/2/28
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ピーターラビット キツ

ネどんのおはなし

ピーターラビット キツ

ネドンノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1974/2/28

ピーターラビット グ

ロースターの仕立て屋

ピーターラビット グ

ロースターノシタテヤ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1974/2/28

ピーターラビット グ

ロースターの仕立て屋

ピーターラビット グ

ロースターノシタテヤ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1974/2/28

ピーターラビット こね

このトムのおはなし

ピーターラビット コネ

コノトムノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1971/11/1

ピーターラビット こわ

いわるいうさぎのおはな

し

ピーターラビット コワ

イワルイウサギノオハナ

シ

は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1971/11/1

ピーターラビット のお

はなし

ピーターラビット ノオ

ハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1971/11/1

ピーターラビット パイ

がふたつあったおはなし

ピーターラビット パイ

ガフタツアッタオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1988/6/25

ピーターラビット ひげ

のサムエルのおはなし

ピーターラビット ヒゲ

ノサムエルノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1974/2/28

ピーターラビット ひげ

のサムエルのおはなし

ピーターラビット ヒゲ

ノサムエルノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1974/2/28

ピーターラビット フロ

プシーのこどもたち

ピーターラビット フロ

プシーノコドモタチ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1971/11/1
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ピーターラビット ベン

ジャミンバニーのおはな

し

ピーターラビット ベン

ジャミンバニーノオハナ

シ

は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1971/11/1

ピーターラビット モ

ペットちゃんのおはなし

ピーターラビット モ

ペットチャンノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1971/11/1

ピーターラビット りす

のナトキンのおはなし

ピーターラビット リス

ノナトキンノオハナシ
は ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター いしい ももこ 福音館 1973/1/20

ぴーちゃんくもにのる ピーチャンクモニノル シ まついのりこ まついのりこ 偕成社 2000/4/1

ぴーちゃんとふぃーん

ちゃん

ピーチャントフィーン

チャン
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2002/2/27

ぴーちゃんにじにのる ピーチャンニジニノル シ まついのりこ まついのりこ 偕成社 1979/4/1

ピーマンマンとかぜひき

キン

ピーマンマントカゼヒキ

キン
は さくら ともこ 中村 景児 岩崎書店 1994/7/30

ピーマンマンとよふかし

大まおう

ピーマンマントヨフカシ

ダイマオウ
は さくら ともこ 中村 景児 岩崎書店 1998/9/10

ひえばら ヒエバラ 1-2地域紙 稗原総学校 稗原小学校 2015/10/17

ひえばら ヒエバラ 1-2地域紙 稗原総学校 稗原小学校 2015/10/17

ひえばら ヒエバラ 1-2地域紙 稗原総学校 稗原小学校 1996/11/2

ヒギンズさんととけい ヒギンズサントトケイ は パット・ハッチンス 田中 信彦 ほるぷ出版 2006/3/31

ひこいちばなし ヒコイチバナシ シ 大川悦生 箕田源二郎 ポプラ社 1967/5/25

ピコロ ピコロ は

ピコロ 17 ピコロ 17 2-2あそび 学習研修社 1985/8/1

ピコロ 23 ピコロ 23 2-2あそび 学習研修社 1986/2/1
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ピコロ 24 ピコロ 24 2-2あそび 学習研修社 1986/3/1

ピコロ 26 ピコロ 26 2-2あそび 学習研修社 1986/5/1

ピコロ29 ピコロ29 2-2あそび 学習研修社 1986/8/1

ピコロ36 ピコロ36 2-2あそび 学習研修社 1987/3/1

びっくりドラゴンおおそ

うどう

ビックリドラゴンオオソ

ウドウ
は ジャック・ケント 中川 健蔵 好学社

ぴっぽのたび ピッポノタビ は 刀根 里衣 ＮＨＫ出版 2014/11/10

ひとあし ひとあし ヒトアシ ヒトアシ は レオ＝レオニ 谷川 俊太郎 好学社

ひとまねこざる ヒトマネコザル シ エッチ・エイ・レイ エッチ・エイ・レイ 光吉夏弥 岩波書店 1979/7/9

ひとまねこざるときいろ

いぼうし

ヒトマネコザルトキイロ

イボウシ
は Ｈ・Ａ・レイ Ｈ・Ａ・レイ 光吉 夏弥 岩波書店 1983/9/26

ひとまねこざるときいろ

いぼうし

ヒトマネコザルトキイロ

イボウシ
シ エッチ・エイ・レイ エッチ・エイ・レイ 光吉夏弥 岩波書店 1979/7/9

ひとまねもんた ヒトマネモンタ は 丘 陽介 サンマーク

ひとりでうんちできるか

な

ヒトリデウンチデキルカ

ナ
は 木村 裕一 偕成社 1989/12

ひとりぼっちのキャンプ ヒトリボッチノキャンプ は キャロル・カリック ドナルド・カリック 渡辺 安佐子 岩崎書店 1980/12/1

ひなまつりににおひなさ

まをかざるわけ

ヒナマツリニニオヒナサ

マヲカザルワケ
は 瀬尾 七重 岡本 純 教育画劇 2001/1/15

被服 ヒフク 3-2 ポプラ社 1992/4

百まいのきもの ヒャクマイノキモノ シ エリノア・エスティーズ ルイス・スロボドキン 石井桃子 岩波書店 1995/4/1

百万回生きたねこ
ヒャクマンカイイキタネ

コ
は 佐野 洋子 佐野 洋子 講談社 1977/10/20

１００まんびきのねこ ヒヤクマンビキノネコ は ワンダ・ガアグ ワンダ・ガアグ いしい ももこ 福音館 1961/1/1



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

100こめのクリマスケー

キ

ヒャッコメノクリマス

ケーキ
シ ⾧尾玲子 ⾧尾玲子 福音館 1954/4/15

兵六ものがたり ヒョウロクモノガタリ シ 西郷竹彦 箕田源二郎 ポプラ社 1970/4/10

ひよことあひるのこ ヒヨコトアヒルノコ は ミラ・ギンズバーグ ホセ・アルエーゴ/エーリアン・アルエーゴ さとう としお アリス館 1983/4/5

ひよこのかずはかぞえる

な

ヒヨコノカズハカゾエル

ナ
は イングリ/エドガー・パーリン・ドーレア せた ていじ 福音館 1978/2/10

漂流少女 ヒョウリュウショウジョ 1-1児童館 橘ジュン 太郎次郎社 2010/7/30

ひらがな あいうえお ヒラガナ アイウエオ は 松井 紀子 今村 廣 偕成社 1984/3

ピラミッド ピラミッド 児 かこ さとし 偕成社 1990/2

ビリーはもうすぐ１ねん

せい

ビリーハモウスグ１ネン

セイ
は ローレンス・アンホールト キャスリン・アンホールト 松野 正子 岩波書店 1997/5/20

ビロードのうさぎ ビロードノウサギ は マージェリィ・Ｗ・ビアンコ 酒井 駒子 酒井 駒子 ブロンズ新社 2007/4/25

ビロードのうさぎ ビロードノウサギ は マージェリィ・Ｗ・ビアンコ 酒井 駒子 酒井 駒子 ブロンズ新社 2007/4/25

広島の原爆 ヒロシマノゲンバク は 那須 正幹 西村 繁雄 福音館 1995/3/31

拾って探そう 落ち葉と

ドングリ松ぼっくり

ヒロッテサガソウ オチ

バトドングリマツボック

リ

3-2 平野 隆久 片桐 啓子 山と渓谷社 2014/2/20

ひろば400号記念特集
ヒロバ400ゴウキネント

クシュウ
1-2地域紙 山田真美子 山田真美子 2013/8/28

広場あそび ヒロバアソビ 2-2あそび 竹井史郎 小峰書店 1990/2/28

ヒワとゾウガメ ヒワトゾウガメ は 安東 みきえ  ミロコマチコ 佼成出版 2014/5/30

びんすけとひよこ ビンスケトヒヨコ は 櫻井 道子 奈良坂 智子 金の星社 1975/10

ファシリテーション ファシリテーション 1-1児童館 岩波書店 2009/4/24

プーあなにつまる・ふし

ぎなあしあと

プーアナニツマル・フシ

ギナアシアト
シ Ａ・Ａ・ミルン Ｅ・Ｈ・シェパード 石井桃子 岩波書店 1984/5/1



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

ふうがわりなたまご フウガワリナタマゴ は ソニア・レディアン ジョン・ラレック 清水 真砂子 佑学社

WHISTLE FOR WILLIE
フォイッスル フォア

ウイリー
英 Ezra Jack Keats 1970/

ふかいあな フカイアナ は キャンデス・フレミング エリック・ローマン なかがわ ちひろ あすなろ書房 2013/2/25

ふかいあな フカイアナ は キャンデス・フレミング エリック・ローマン なかがわ ちひろ あすなろ書房 2003/2/25

福祉の心の種をまく
フクシノココロノタネヲ

マク
1-1児童館 川崎市社会福祉協議会

ふくろうのふくちゃん フクロウノフクチャン シ 五十嵐昭子 五十嵐昭子 至光社 1982/12/5

ふしぎなどうぶつえん フシギナドウブツエン は サラ・バル 小谷 ひろゆき 冨山房 1986/7/24

ふしぎなバイオリン フシギナバイオリン シ クェンティン・ブレイク クェンティン・ブレイク 谷川俊太郎 岩波書店 1944/10/28

ふしぎなバイオリン フシギナバイオリン シ クェンティン・ブレイク クェンティン・ブレイク 谷川俊太郎 岩波書店 1996/6/25

ふしぎの国のアリス フシギノクニノアリス 児 キャロル テニエル 中山知子 岩崎書店 1986/7/

ふたごのでんしゃ フタゴノデンシャ 児 渡辺茂男 永原達也 あかね書房 1988/10/25

ぶたたぬききつねねこ

その２

ブタタヌキキツネネコ

ソノ２
は 馬場 のぼる こぐま社 1981/5/1

ふたつのいちご フタツノイチゴ シ 林明子 林明子 福音館 1994/3/25

ふたつのたいようとほし

くずのパン

フタツノタイヨウトホシ

クズノパン
シ 松村雅子 松村太三郎 ひかりのくに

ぶたばあちゃん ブタバアチャン は マーガレット・ワイルド ロン・ブルックス 今村 葦子 あすなろ書房 1995/9/30

ふたりの王さま フタリノオウサマ は 多田 ひろし こぐま社

ふたりのハルニレ フタリノハルニレ は 絵本研究会 阿部 正子 中標津町図書館 1996/3/11

ふたりのロッテ フタリノロッテ 児 エーリヒ・ケストナー 高橋健二 岩波書店 1950/12/24

ブッダ１ ブッダ１ 漫画 手塚治虫 潮出版 1992/12/25

ブッダ１０ ブッダ１０ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/3/10

ブッダ１１ ブッダ１１ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/3/10



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

ブッダ１２ ブッダ１２ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/3/10

ブッダ２ ブッダ２ 漫画 手塚治虫 潮出版 1992/12/25

ブッダ３ ブッダ３ 漫画 手塚治虫 潮出版 1992/12/25

ブッダ４ ブッダ４ 漫画 手塚治虫 潮出版 1992/12/25

ブッダ５ ブッダ５ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/2/10

ブッダ６ ブッダ６ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/2/10

ブッダ７ ブッダ７ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/2/10

ブッダ８ ブッダ８ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/2/10

ブッダ９ ブッダ９ 漫画 手塚治虫 潮出版 1993/3/10

ぶどう畑のアオさん ブドウバタケノアオサン は 馬場 のぼる 馬場 のぼる こぐま社 2001/5/15

ふぶきのあした フブキノアシタ シ 木村祐一 あべ弘士 講談社 1983/1/

ふゆのものがたり フユノモノガタリ は ルース・エインズワース 河本 祥子 河本 祥子 福音館 1999/10/31

フライパンＣＯＯＫ フライパンＣＯＯＫ 1-3クッキング 入江麻木 雄鶏社 1985/7/20

プラスチックの宝もの
プラスチックノタカラモ

ノ
2-1工作 当銀美奈子 日本ヴォーグ社 2003/6/6

フリースクールとはなに

か

フリースクールトハナニ

カ
1-1児童館 東京シューレ 教育史料出版会 2000/7/5

プリント手芸 プリントシュゲイ 2-1工作 真田武夫 雄鶏社 1981/5/20

ふるあとかわさきめぐり フルアトカワサキメグリ 1-2地域紙 川崎市教育委員会 川崎市総合文化団体連絡会 1984/7/

ブルーナーのあいうえお ブルーナーノアイウエオ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 講談社 1983/1/

ブルーナーのおおいすく

ない

ブルーナーノオオイスク

ナイ
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 講談社 1980/2/29
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ブルーナーのこれなあに

1

ブルーナーノコレナアニ

１
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 講談社 1980/2/29

ブルーナーのこれなあに

2

ブルーナーノコレナアニ

２
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 講談社 1972/1/10

ブルーナーのどんなかた

ち

ブルーナーノドンナカタ

チ
シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 講談社 1988/12/

ブルーナーののりもの ブルーナーノノリモノ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 講談社 1972/7/1

ふるさとを想う フルサトヲオモウ 1-2地域紙 鵜飼雄 鵜飼雄 2000/4/25

ふるさとを想う フルサトヲオモウ 1-2地域紙 鵜飼雄 鵜飼雄 2000/4/25

ふるやのもり フルヤノモリ シ 瀬田貞二 再話 田島征三 福音館 1981/5/19

ブレーメンのおんがくた

い

ブレーメンノオンガクタ

イ
は ハンス・フィッシャー せた ていじ 福音館 1964/4/15

フレデリック フレデリック は レオ・レオニ 谷川 俊太郎 好学社

ふれふれ なんだあめ

こんなあめ

フレフレ ナンダアメ

コンナアメ
は 梅田 俊作/佳子 梅田 俊作/佳子 岩崎書店 1986/7/10

ふろしきばあちゃん フロシキバアチャン シ 水上みのり 森田知都子 福音館 1994/6/25

ふわふわくんとアルフ

レッド

フワフワクントアルフ

レッド
は ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井 桃子 岩波書店 1977/6/24

ふわふわしっぽと小さな

金のくつ

フワフワシッポトチイサ

ナキンノクツ
は デュ・ボウズ・ヘイワード マージョリー・フラック 羽島 葉子 ＰＡＲＣＯ出版 1993/7/30

ふわふわふとん フワフワフトン は カズコ・Ｇ・ストーン 福音館 1988/12/1

分校記念碑誌（コピー）
ブンコウキネンヒシ（コ

ピー）
1-2地域紙 分校記念碑誌建設委員会 分校記念碑誌建設委員会 1970/5/31

分数の計算 ブンスウノケイサン 3-2 関沢 正躬 小野 かおる 岩波書店 1993/6/7

平家物語 下 ヘイケモノガタリ ゲ 4-2 吉村 昭 講談社 1992/7/20
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平家物語 上
ヘイケモノガタリ ジョ

ウ
4-2 吉村 昭 講談社 1992/6/15

へいわってすてきだね ヘイワッテステキダネ は 安里 有生 ⾧谷川 義史 ブロンズ新社 2014/6/23

ペチューニアのクリスマ

ス

ペチューニアノクリスマ

ス
は ロジャー・デュボアサン 伏見 操 復刊ドットコム 2012/11/15

別冊サザエさん１ ベッサツサザエサン１ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

別冊サザエさん２ ベッサツサザエサン２ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

ペニーさん ペニーサン は マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ 松岡 享子 徳間書店 1997/6/30

ペニーさんと動物家族
ペニーサントドウブツカ

ゾク
は マリー・ホール・エッツ 松岡 享子 徳間書店 1998/10/31

へびくんぞうくん ヘビクンゾウクン は 森山 京 梶山 俊夫 小峰書店 1986/3/30

へびのクリスタ― ヘビノクリスタ― は トミー・ウンゲラー 中野 完二 文化出版 1974/3/20

ヘルシーレシピ ヘルシーレシピ 1-3クッキング 鳥居新平 環境再生保全機構 2007/9

ぺろ ぺろ ぺろ ペロ ペロ ペロ は ⾧ 新太 ＢＬ出版 1999/1/20

ベロだしチョンマ ベロダシチョンマ 児 斎藤隆介 滝平二郎 理論社 1967/

ベロニカとバースデープ

レゼント

ベロニカトバースデープ

レゼント
は ロジャー・デュボアサン ロジャー・デュボアサン 神宮 輝夫 佑学社

ぺんぎん ペンギン 3-3 新井 苑子 フレーベル館 1976/3

ベンジーのふねのたび ベンジーノフネノタビ は マーガレット・ブロイ・グレアム マーガレット・ブロイ・グレアム 渡辺 茂夫 福音館 1980/4/20

へんしんトンネル ヘンシントンネル は あきやま ただし あきやま ただし 金の星社 2002/9

へんしんマラソン ヘンシンマラソン は あきやま ただし あきやま ただし 金の星社 2005/9

へんなどうぶつ ヘンナドウブツ は ワンダ・ガーグ ワンダ・ガーグ わたなべ しげお 岩波書店 1978/11/21

保育 ホイク 3-2 ポプラ社 1992/4

ボイス ボイス 1-1児童館 橘ジュン グラフ社 2010/9/5
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ポインセチアはまほうの

花 メキシコのクリスマ

スのおはなし

ポインセチアハマホウノ

ハナ メキシコノクリス

マスノオハナシ

は ジョアンヌ・オッペンハイム ファビアン・ネグリン 宇野 和美 光村教育図書 2010/9/20

放課後児童クラブ ホウカゴジドウクラブ 1-1児童館 児童健全育成推進財団 2007/3

冒険図鑑 ボウケンズカン 1-1キャンプ さとうち 藍 松岡 達英 福音館 1985/6/20

法隆寺 世界最古の木造

建築

ホウリュウジ セカイサ

イコノモクゾウケンチク
は 西岡 常一/宮上 茂隆 穂積 和夫 草思社 1980/10/25

ぼく およげるよ ボク オヨゲルヨ は 西内 ミナミ いまきみち 童心社 1985/5/10

ぼく ひとりでいけるよ ボク ヒトリデイケルヨ は ムーア フィア・メンギ 神宮 輝夫 偕成社 1976/6

ぼく、バグダットに帰り

たい

ボク、バグダットニカエ

リタイ
は 小倉 恵子 文芸社 2002/11/15

ぼくがとぶ ボクガトブ シ 佐々木マキ 佐々木マキ 福音館 1994/6/25

ぼくてんしになったよ ボクテンシニナッタヨ シ 小西英子 小西英子 至光社 1992/10/3

ぼくとおどりませんか ボクトオドリマセンカ は エズラ・ジャック・キーツ 西園寺 祥子 ほるぷ出版 1976/9/20

ぼくにげちゃうよ ボクニゲチャウヨ シ マーガレット・Ｗ・ブラウン クレメント・ハード いわたみみ ほるぷ出版 1991/4/1

ぼくにげちゃうよ ボクニゲチャウヨ シ マーガレット・Ｗ・ブラウン クレメント・ハード いわたみみ ほるぷ出版 1991/4/2

ぼくのあたまにはげがあ

る

ボクノアタマニハゲガア

ル
は 梅田 俊作 梅田 俊作 ポプラ社 1982/2

ぼくのおじいちゃんおか

お

ボクノオジイチャンオカ

オ
は 天野 祐吉 沼田 早苗 福音館 1986/1/1

ぼくのおにいちゃん ボクノオニイチャン は 星川 ひろ子/星川 治雄 小学館 1997/7/1

ぼくのくれよん ボクノクレヨン は ⾧ 新太 ⾧ 新太 講談社 1993/4/20

ぼくのじまんのトラおじ

さん

ボクノジマンノトラオジ

サン
は Ｊ・リオーダン Ａ・アイリフ 久山 太市 評論社 2002/8/10
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ぼくのワンちゃん ボクノワンチャン は シャリ―＝ヒューズ 新井 有子 偕成社 1981/12

ぼくはおこった ボクハオコッタ は ハーウィン・オラム きたむら さとし きたむら さとし 評論社 1996/11/20

ぼくはおとうさん ボクハオトウサン は いもと ようこ いもと ようこ 金の星社 1982/3

ぼくはワニのクロッカス ボクハワニノクロッカス は ロジャー・デュボアサン 今江 祥智 童話館 1995/10/25

ぼくびょうきじゃないよ ボクビョウキジャナイヨ シ 角野 栄子 樽石 眞子 福音館 1989/2/1

ぼくびょうきじゃないよ ボクビョウキジャナイヨ シ 角野 栄子 樽石 眞子 福音館 1989/2/1

ぼくらのカブトムシとク

ワガタムシの飼い方

ボクラノカブトムシトク

ワガタムシノ飼イ方
3-2 吉田 賢治 成美堂 1999/12/20

ポケット歌集 ポケットカシュウ 1-1キャンプ 教育研究社 1986/3/2

ポケットのたからもの ポケットノタカラモノ 児 レベッカ・コーティル エバリン・ネス 三木卓 リブリオ出版 2000/4/10

保護者とのつきあい方

50のコツ！

ホゴシャトノツキアイカ

タ50ノコツ！
1-1児童館 柴田愛子 学陽書房 2007/4/27

ほしがき ホシガキ は 西村 豊 あかね書房 2006/10/20

ほしになった りゅうの

きば

ホシニナッタ リュウノ

キバ
は 君島 久子 赤羽 末吉 福音館 1976/12/6

星の王子さま ホシノオウジサマ 児 サン・テグジュペリ 内藤濯 岩波書店 1962/11/27

星の使者 ホシノシシャ 児 ピーター・シス ピーター・シス 原田 勝 徳間書店 1997/11/30

ほたるホテル ホタルホテル シ カズコ・Ｇ・ストーン カズコ・Ｇ・ストーン 福音館 1994/5/25

ぼちぼち いこか ボチボチ イコカ は マイク＝セイラ― ロバート・グロスマン 今江 祥智 偕成社 1980/7

ポチポチのレストラン ポチポチノレストラン は 井川ゆり子 井川ゆり子 文渓堂 2005/12/

ぽっぽぉーよぎしゃ ポッポォーヨギシャ シ 矢崎節夫 北田卓史 至光社 1992/10/3

ほっほっほー ホッホッホー は ⾧崎 源之助 高田 勲 佼成出版 1994/5/25
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ボッボッボッ ボッボッボッ シ 井上洋介 井上洋介 福音館 1985/5/21

ポテト小僧 ポテトコゾウ 1-3クッキング 大石みどり 工藤雅夫 千趣会 1993/6/1

ホネホネ絵本 ホネホネエホン は スティーブ・ジェンキンス 千葉 茂樹 あすなろ書房 2010/9/30

ぽぱーぺぽぴぱっぷ ポパーペポピパップ は 谷川 俊太郎 おかざき けんじろう クレヨンハウス 2004/11

ほら、ここにいるよ ホラ、ココニイルヨ は オリヴァー・ジェファーズ tupera tupera ほるぷ出版 2019/10/1

ほらふき男爵の冒険
ホラフキダンシャクノボ

ウケン
は Ｐ・ニクル Ｂ・シュレーダー 矢川 澄子 福音館 1982/2/25

ボランティア1・2・3 ボランティア1・2・3 1-1児童館 こどもの城 2014/3/15

ボルカ はねなしガチョ

ウのぼうけん

ボルカ ハネナシガチョ

ウノボウケン
は ジョン・バーニンガム 木島 始 ほるぷ出版 1993/12/1

ポロポロもすてきなかさ ポロポロモステキナカサ は なりた まさこ なりた まさこ ポプラ社 2002/5

ほんがすき！ ホンガスキ！ は Ｄ・マクフェイル Ｄ・マクフェイル しみず ゆうすけ アリス館 1987/2/26

ほんとに ほんとに ほ

しいもの

ホントニ ホントニ ホ

シイモノ
は ベラ・Ｂ・ウィリアムズ 佐野 洋子 あかね書房 1998/4/20


