
書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

かいこ カイコ か 熊谷 元一 熊谷 元一 福音館 1976/4/1

かいじゅうがうみにいる

よ

カイジュウガウミニイル

ヨ
か キャスリーン・スティーブンス レイ・ポーラー 各務 三郎 岩崎書店 1992/7/30

カウボーイのスモールさ

ん

カウボーイノスモールサ

ン
シ ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー 渡辺茂男 福音館 1966/7/10

かえってきたおとうさん カエッテキタオトウサン か Ｅ、Ｈミナセリック モーリス・センダック まつおか きょうこ 福音館 1972/6/1

かえでがおか農場のいち

ねん

カエデガオカノウジョウ

ノイチネン
か アリス＆マーティン・プロベンセン きしだ えりこ ほるぷ出版 1980/6/15

かえでがおか農場のなか

またち

カエデガオカノウジョウ

ノナカマタチ
か アリスとマーティン・プロベンセン アリスとマーティン・プロベンセン 乾 侑美子 童話館 1998/4/5

かえるくんのほんかえる

くんどこにいるの

カエルクンノホンカエル

クンドコニイルノ
シ マーサー・メイヤー ほるぷ出版 1976/9/20

かえるくんのほんかえる

くんのぼうけん

カエルクンノホンカエル

クンノボウケン
シ マーサー・メイヤー ほるぷ出版 1976/9/20

かえるくんのほんこんに

わかえるくん

カエルクンノホンコンニ

ワカエルクン
シ マーサー・メイヤー ほるぷ出版 1976/9/20

かえるくんのほんしょう

ねんといぬとかえるとと

もだち

カエルクンノホンショウ

ネントイヌトカエルトト

モダチ

シ マーサー・メイヤー ほるぷ出版 1976/9/20

かえるくんのほんめいわ

くなおくりもの

カエルクンノホンメイワ

クナオクリモノ
シ マーサー・メイヤー ほるぷ出版 1976/9/20

かえるくんのほんれすと

らんのかえるくん

カエルクンノホンレスト

ランノカエルクン
シ マーサー・メイヤー ほるぷ出版 1976/9/20

かえるさんのおいけ カエルサンノオイケ か なかの ひろたか なかの ひろたか 教育画劇 2008/6/1



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

かえるのいえさがし カエルノイエサガシ か 石井 桃子/川野 雅代 中谷 千代子 福音館 1967/12/1

かえるのエルタ カエルノエルタ か 中川 李枝子 木村 百合子 福音館 1964/5/15

かえるのエルタ カエルノエルタ 児 中川李枝子 大村百合子 福音館 1964/5/15

かえるのおうさま カエルノオウサマ か ビネッテ・シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 1992/6/25

かえるのおうじさま カエルノオウジサマ か 立原 えりか 佐藤 亜希子 ひかりのくに

かおかおどんなかお カオカオドンナカオ シ 柳原良平 柳原良平 こぐま社 19970/10/1

科学クイズの事典 カガククイズノジテン 2-3なぞなぞ・クイズ 折井雅子 大日本図書 1989/7/8

科学でゲーム カガクデゲーム 2-3 コブ/ダーリング    木下友子 さ・え・ら書房 1987/4/

鏡の国のアリス カガミノクニノアリス 児 キャロル テニエル 中山知子 岩崎書店 1992/5/

輝きの季節 カガヤキノキセツ か ターシャ・テューダー ターシャ・テューダー 食野 雅子 メディアファクトリー 1999/11/5

かき カキ シ 矢間芳子 矢間芳子 福音館 1980/4/20

かき カキ 3-3 西口 司朗 フレーベル館 1983/8

格差をなくせば子どもの

学力はのびる

カクサヲナクセバコドモ

ノガクリョクハノビル
1-1児童館 福田誠治 亜紀書房 2007/7/22

学習日本地図 ガクシュウニホンチズ 児 正井泰夫・羽豆成二 小学館 1996/5/10

かさじぞう カサジゾウ シ 瀬田 貞二 赤羽 末吉 福音館 1961/1/1

かさじぞう カサジゾウ シ 瀬田 貞二 赤羽 末吉 福音館 1961/1/1

かず① カズ① 3-3 日本学校図書 1990/9

かず② カズ② 3-3 日本学校図書 1990/9

かずあそび カズアソビ 2-2あそび 村山 貞夫 サンマーク 1991/3/1

カスピアン王子のつのぶ

え

カスピアンオウジノツノ

ブエ
児 Ｃ・Ｓ・ルイス 瀬田貞二 岩波書店 1966/7/1

化石はおしえてくれる カセキハオシエテクレル か アリキ アリキ 神鳥 統夫 佑学社 1992/2/29

かぜのおまつり カゼノオマツリ か いぬい とみこ 梶山 敏夫 福音館 1972/10/1

かたつむり カタツムリ 3-3 得田 之久 得田 之久 フレーベル館 1976/4



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

がたんごとんがたんごと

ん

ガタンゴトンガタンゴト

ン
か 安西 水丸 福音館 1987/6/30

がたんごとんがたんごと

ん

ガタンゴトンガタンゴト

ン
シ 安西水丸 安西水丸 福音館 1980/4/20

ガチャガチャゆうれい ガチャガチャユウレイ あ マイケル・コールマン クリス・モルド ながくぼ れいこ ほるぷ出版 1996/8/30

がっこう ガッコウ 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 19970/10/1

かっぱのみずがめ カッパノミズガメ シ 福田庄助 福田庄助 チャイルド社 1978/5/1

家庭でつくる朝鮮料理
カテイデツクルチョウセ

ンリョウリ
1-3クッキング 曺甲連 学文社 1985/4/20

かながわの探鳥地50選
カナガワノタンチョウチ

50セン
1-2地域紙 神奈川県 神奈川県

神奈川ふるさと風土図
カナガワフルサトフウド

ズ
1-2地域紙 萩坂昇 有峰書店 1982/9/30

かにむかし カニムカシ シ 木下順二 清水崑 岩波書店 1985/11/1

かにむかし カニムカシ シ 木下順二 清水崑 岩波書店 1990/5/25

かぶさんとんだ カブサントンダ か 五味 太郎 福音館 1985/3/30

かべのあっちとこっち カベノアッチトコッチ か ジョン・エイジー ジョン・エイジー なかにしちかこ 潮出版社 2020/8/20

かぼちゃスープ カボチャスープ か ヘレン・クーパー せな あいこ アスラン書房 2002/4/30

紙おもちゃ カミオモチャ 2-1工作 伊藤ひでお グラフ社 1977/1/25

かみさまへのおてがみ カミサマヘノオテガミ か 葉 祥明 谷川 俊太郎 サンリオ 1994/7/20

かみさまへのおてがみ

もっと

カミサマヘノオテガミ

モット
か 葉 祥明 谷川 俊太郎 サンリオ 1978/6/1

紙で作るくふう カミデツクルクフウ 2-1工作 堂本 保 誠文堂 1988/7/25

かみなりになったごろべ

え

カミナリニナッタゴロベ

エ
シ 大川悦生 村上豊 チャイルド社 1978/5/1



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

かみなりになったごろべ

え

カミナリニナッタゴロベ

エ
シ 大川悦生 村上豊 チャイルド社 1996/5/

紙ねんど細工 カミネンドザイク 2-1工作 日本ヴォーグ社 1980/8/20

紙ねんど人形 カミネンドニンギョウ 2-1工作 原田和子 グラフ社

紙ねんどのプチマスコッ

ト

カミネンドノプチマス

コット
2-1工作 磯部裕 えのもとよしこ 主婦と生活社 1982/12/1

かみのけちょっきん カミノケチョッキン か 松竹 いね子 織茂 恭子 福音館 2005/11/10

かみひこうき カミヒコウキ か 小林 実 林 明子 福音館 1973/11/1

かもさんおとおり カモサンオトオリ か ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー わたなべ しげお 福音館 1965/5/1

かもとりごんべえ カモトリゴンベエ シ 西郷竹彦 瀬川康男 ポプラ社 1968/7/15

からくり玩具 カラクリガング 2-1工作 鎌田道隆 日本放送出版協会 2004/7/1

からす カラス か 宮崎 学 宮崎 学 福音館 1976/3/1

からす カラス か 宮崎 学 宮崎 学 福音館 1976/3/1

がらす ガラス 3-3 村井 和章 フレーベル館 1972/2

からすのパンやさん カラスノパンヤサン シ かこ さとし かこ さとし 偕成社 1973/9

からすのパンやさん カラスノパンヤサン シ 加古里子 加古里子 偕成社 1964/6/1

かわいいあひるのあか

ちゃん

カワイイアヒルノアカ

チャン
か モニカ・ウェリントン たが きょうこ 徳間書店 1994/7/31

かわいいことり カワイイコトリ か ペーター＝ヴェーツェル ペーター＝ヴェーツェル 実業之日本社 1973/12/1

かわいいどうぶつ カワイイドウブツ シ 内山晟 ひかりのくに 1989/10/

かわいいもちもの カワイイモチモノ 2-1工作 アランジ・アロンソ 文化出版局 2005/12/5

川崎おやじ連キックオフ
カワサキオヤジレンキッ

クオフ
1-2地域紙 いたか・他 いたか・他 1994/2/13

川崎空襲戦災の記録
カワサキクウシュウセン

サイノキロク
1-2地域紙 川崎市総務局 川崎市 1983/3/



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

かわさき散歩 カワサキサンポ 1-2地域紙 小池汪 川崎市総合文化団体連絡会 1980/10/1

川崎市食育推進計画
カワサキシショクイクス

イシンケイカク
1-3クッキング 川崎市 川崎市 2014/3

かわさき市制６０周年記

念

カワサキシセイ６０シュ

ウネンキネン
1-2地域紙 川崎市 川崎市 1984/11/

川崎市の１００年 カワサキシノ１００ネン 1-2地域紙 しなのき書房・編 いき出版 2020/3/20

川崎市の昭和 カワサキシノショウワ 1-2地域紙 しなのき書房・編 いき出版 2011/3/20

川崎市留守家庭児事業に

関する調査報告

カワサキシルスカテイジ

ジギョウニカンスルチョ

ウサホウコク

1-1児童館 川崎市留守家庭児事業調査委員会 1994/3

川崎史話下 カワサキシワゲ 1-2地域紙 小塚光治 多摩史談会

川崎史話上 カワサキシワジョウ 1-2地域紙 小塚光治 多摩史談会

川崎史話中 カワサキシワチュウ 1-2地域紙 小塚光治 多摩史談会

かわさきの食育 カワサキノショクイク 1-3クッキング 川崎市 川崎市 2009/3

川崎の町名 カワサキノチョウメイ 1-2地域紙 日本地名研究所 川崎市 1991/3/31

川崎の町名 カワサキノチョウメイ 1-2地域紙 日本地名研究所 川崎市 1991/3/31

かわさきのむかし話 カワサキノムカシバナシ 1-2地域紙 萩坂昇 飯島俊一 むさしの児童文化の会 1970/3/1

かわさき百景 カワサキヒャクケイ 1-2地域紙 路きよし さとう菊夫 ほるぷ出版 1985/11/15

川崎みどりの公園
カワサキミドリノコウエ

ン
1-2地域紙 川崎市環境保全局 財団法人川崎市公園協会 1995/3/31

かわさき歴史ウオーク カワサキレキシウオーク 1-2地域紙 前川清治 東京新聞 2002/11/12

川はながれる カワハナガレル か アン・ランド ロジャンコフスキー 掛川 恭子 岩波書店 1978/11/21

かんがえる工作 カンガエル工作 2-1工作 公楽 工暉 小峰書店 1972/4/15

カンガトルー森にくる カンガトルーモリニクル シ Ａ・Ａ・ミルン Ｅ・Ｈ・シェパード 石井桃子 岩波書店 1986/11/15



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

カンカンしょうぼうしゃ

しゅつどう

カンカンショウボウシャ

シュツドウ
か くにすえ たくし 視覚デザイン研究所

カングル・ワングルのぼ

うし

カングル・ワングルノボ

ウシ
か エドワード・リア ヘレン・オクセンバリー にいくら としかず ほるぷ出版 1975/10/25

漢字の世界へ カンジノセカイヘ 3-2 福井県教育委員会 平凡社 2011/2/25

漢字の本２年生 カンジノホン２ネンセイ 3-2 下村昇 松井紀子 偕成社 1977/5/

がんばれタブチくん１ ガンバレタブチクン１ 漫画 いしいひさいち いしいひさいち 双葉社 1979/1/1

がんばれタブチくん２ ガンバレタブチクン２ 漫画 いしいひさいち いしいひさいち 双葉社 1979/6/20

がんばれタブチくん３ ガンバレタブチクン３ 漫画 いしいひさいち いしいひさいち 双葉社 1979/12/28

がんばれぽんちゃん ガンバレポンチャン シ 西本鶏介 田中秀幸 チャイルド社 1963/10/1

ガンピーさんのふなあそ

び

ガンピーサンノフナアソ

ビ
か ジョン・バーニンガㇺ みつよし なつや ホルプ出版 1976/9/20

ガンピーさんのふなあそ

び

ガンピーサンノフナアソ

ビ
か ジョン・バーニンガㇺ みつよし なつや ホルプ出版 1976/9/20

カンペぎつねのたからも

の

カンペギツネノタカラモ

ノ
か 渡辺 節子 赤坂 三好 フレーベル館 1989/2

慣用句 カンヨウク 児 山田繁雄 北山竜 金の星社 1998/2/

きいちごだより キイチゴダヨリ か 岸田 衿子 古矢 一穂 福音館 2001/6/30

木いちごつみ キイチゴツミ か きしだ えりこ やまわき ゆりこ 福音館 1983/10/20

きいちゃん キイチャン 児 山元加津子 多田順 アリス館 1999/5/20

きいろいことり キイロイコトリ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1973/3/

きいろのはちょうちょ キイロノハチョウチョ か 五味 太郎 五味 太郎 偕成社 1983/4/1

きいろのはちょうちょ キイロノハチョウチョ か 五味 太郎 五味 太郎 偕成社 1983/4/1

ききみみずきん キキミミズキン シ 木下順二 初山滋 岩波書店 1986/11/15
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汽車の絵本３赤い機関車

ジェームズ

キシャノエホン３アカイ

キカンシャジェームズ
シ ウィルバード・オードリー 桑原三郎 ポプラ社 1992/3/1

きしょう・ちきゅう・う

ちゅう

キショウ・チキュウ・ウ

チュウ
3-3 日本学校図書 1990/9

きたかぜのくれたてーぶ

るかけ

キタカゼノクレタテーブ

ルカケ
か 筒井敬介 岩村和朗 チャイルド社 1983/

きつねとうさぎ キツネトウサギ か F・ヤールブソワ こじま ひろこ 福音館 2003/11/25

きつねにょうぼう キツネニョウボウ か ⾧谷川 摂子 片山 健 福音館 1997/12/10

きつねのざんげ キツネノザンゲ か 安野 光雅 岩崎書店 1979/3/20

きつねのたんこぶ キツネノタンコブ か 小沢 正 井上 洋介 すずき出版 1992/9/5

きのみひろい キノミヒロイ シ いもとようこ いもとようこ ひかりのくに 2000/11/

木の遊具 キノユウグ 2-1工作 中林影 大月書店 1989/6/29

君からもらったありがと

う

キミカラモラッタアリガ

トウ
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 2010/3/31

君からもらったありがと

う

キミカラモラッタアリガ

トウ
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 2010/3/31

君からもらったありがと

う

キミカラモラッタアリガ

トウ
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 2010/3/31

君たちは どう生きるか
キミタチハ ドウイキル

カ
児 吉野 源三郎/羽賀 翔一 マガジンハウス 2017/8/24

きみのせかいはどんない

ろ？

キミノセカイハドンナイ

ロ？
か ボブ・ジル ファイドン 2010/4/9

君をわすれない キミヲワスレナイ 児 綾野まさる TAKIT 小学館 1997/7/10

きもだめし キモダメシ か 新井 洋行 講談社 2016/6/22

キャンプだホイ!! キャンプダホイ!! 1-2地域紙 ツーパックス 菅生こども文化センター企画会議
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キャンプだホイ!! キャンプダホイ!! 1-2地域紙 ツーパックス 菅生こども文化センター企画会議

キャンプファイヤー 飯

盒炊爨

キャンプファイヤー ハ

ンゴウスイサン
1-1キャンプ 岡野 伊與次/後藤敏夫 文教書院 1984/7/25

ぎゅうって ギュウッテ か さいとう しのぶ さいとう しのぶ ひさかたチャイルド 2001/7

教室でできるクイック5

分間工作

キョウシツデデキルク

イック5フンカンコウサク
2-1工作 木村研 いかだ社 2004/3/12

きょうのおはなしなあに

春の巻

キョウノオハナシナアニ

ハルノマキ
児 岡本健 ひかりのくに 1968/5/

きょうのおべんとうなん

だろな

キョウノオベントウナン

ダロナ
か きしだ えりこ やまわき ゆりこ 福音館 1991/3/20

きょうのおべんとうなん

だろな

キョウノオベントウナン

ダロナ
か きしだ えりこ やまわき ゆりこ 福音館 1991/3/20

きょうは よいてんき キョウハ ヨイテンキ か ナニー・ホグロギアン あしの あき ほるぷ出版 1976/9/20

きょうも天気 キョウモテンキ 児 まどみちお 至光社 2000/11/

きょうりゅう キョウリュウ か 学習研修社 2001/8/10

きょうりゅう キョウリュウ か 学習研修社 2001/8/10

恐竜にあいにいこう
キョウリュウニアイニイ

コウ
か アリキ 神鳥 統夫 佑学社 1991/4/30

恐竜リトルホーンと巨大

翼竜

キョウリュウリトルホー

ントキョダイヨクリュウ
か 黒川 みつひろ 黒川 みつひろ 小峰書店 1992/9/18

巨人と少年 キョジントショウネン か フィオナ・ムーディ フィオナ・ムーディ 川崎 洋 セーラー出版 1995/10/20

ぎょれつのできるパンや

さん

ギョレツノデキルパンヤ

サン
か ふくざわ ゆみこ ふくざわ ゆみこ 教育画劇 2007/4/1

きりかぶ キリカブ か なかや みわ 偕成社 2003/10
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きりかぶのあかちゃん キリカブノアカチャン か まど みちお しらね みよこ 国土社 1974/6/30

きりぎりす キリギリス 3-3 森上 義孝 フレーベル館 1977/5

きりのカーニバル キリノカーニバル シ たむらしげる たむらしげる 福音館 1973/3/

きりのなかで キリノナカデ シ 木村祐一 あべ弘士 講談社 1984/2/

きれいなおりがみ キレイナオリガミ 2-2おりがみ・あやとり 山口真 トーヨー

木を植えた男 キヲウエタオトコ か ジャン・ジオノ フレデリック・バック 寺岡 襄 あすなろ書房 1989/12/15

木をかこう キヲカコウ か ブルーノ・ムナーリ 須賀 敦子 至光社

きんいろあらし キンイロアラシ シ カズコ・Ｇ・ストーン カズコ・Ｇ・ストーン 福音館 1973/3/

きんいろのきつね キンイロノキツネ シ 大川悦生 赤羽末吉 ポプラ社 1968/12/5

銀のいす ギンノイス 児 Ｃ・Ｓ・ルイス 瀬田貞二 岩波書店 1966/10/1

金のニワトリ キンノニワトリ シ エレーン・ボガニー ウイリー・ボガニー 光吉夏弥 岩波書店 1983/7/10

ぎんやんま ギンヤンマ 3-3 森上 義孝 フレーベル館 1976/4

食いしんぼうのクッキン

グ

クイシンボウノクッキン

グ
1-3クッキング 新井陽江 岡田日出子 小学館 1983/10/20

くいしんぼうのはなこさ

ん

クイシンボウノハナコサ

ン
か いしい ももこ なかたに ちよこ 福音館 1965/8/25

くいしんぼうのロボット クイシンボウノロボット か 古田 足日 小峰書店 1969/12/10

クイズパズル頭の特訓
クイズパズルアタマノ

トックン
2-3なぞなぞ・クイズ 高木重朗 小学館 1973/12/10

九月姫とウグイス クガツヒメトウグイス シ サマセット・モーム 武井武雄 光吉夏弥 岩波書店 1983/7/10

くさいろのマフラー クサイロノマフラー か 後藤 竜二 岡野 和 草土社 1978/12/10

草むらの友だち クサムラノトモダチ か 小川 宏 新日本出版社 1979/5/30

くじら クジラ か 西脇 昌治 藪内 正幸 福音館 1970/7/1
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くすのきだんちへおひっ

こし

クスノキダンチヘオヒッ

コシ
か 武鹿 悦子 末崎 茂樹 ひかりのくに 2008/6

くちばし クチバシ シ ビアンキ 藪内正幸 田中かな子 福音館 2013/10/

クッキーの本 クッキーノホン 1-3クッキング 田辺泰子 大井一範 オレンジページ 1994/9/20

くふうする工作 クフウスル工作 2-1工作 公楽 工暉 小峰書店 1972/4/20

くまこちゃんのみずたま

はんかち

クマコチャンノミズタマ

ハンカチ
か なかや みわ なかや みわ すずき出版 2007/8/1

くまさんくまさんなにみ

てるの？

クマサンクマサンナニミ

テルノ？
か ビル・マーチン エリック＝カール 偕成社 1984/11

くまちゃんのおでかけ クマチャンノオデカケ か 津田 直美 ひかりのくに 1995/11

クマとキングバード クマトキングバード か クリス・コノバー かけがわ やすこ ほるぷ社 1981/7/15

くまとやまねこ クマトヤマネコ か 湯本 香樹実 酒井 駒子 河出書房 2008/4/30

くまのこウーフゆきのあ

さ

クマノコウーフユキノア

サ
か 神沢 利子 井上 洋介 ポプラ社 1975/2

くまのコールテンくん クマノコールテンクン か ドン＝フリーマン まつおか きょうこ 偕成社 1975/5

くまのビーディーくん クマノビーディークン か ドン＝フリーマン 松岡 享子 偕成社 1972/2

クマのプーさん クマノプーサン か A・A・ミルン E・H・シェパード 石井 桃子 岩波書店 1968/12/10

クマのプーさんプー横丁

にたった家

クマノプーサンプーヨコ

チョウニタッタイエ
児 Ａ．Ａ．ミルン 石井桃子 岩波書店 1962/11/27

くものきれまに クモノキレマニ シ 木村祐一 あべ弘士 講談社 1981/11/

くものすおやぶんとりも

のちょう

クモノスオヤブントリモ

ノチョウ
シ 秋山あゆ子 秋山あゆ子 福音館 2013/10/

くもりのちはれせんたく

かあちゃん

クモリオチハレセンタク

カアチャン
シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1986/5/1
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くらやみえんのたんけん クラヤミエンノタンケン シ 石川ミツ子 二俣英五郎 福音館 1986/5/2

グリーンマントのピーマ

ンマン

グリーンマントノピーマ

ンマン
か さくら ともこ 中村 景児 岩崎書店 1983/7/11

クリスマス・トムテン クリスマス・トムテン か ヴィクトール・リュードベイ ハーラルド・ヴィベリィ おかもと はまえ 佑学社 1982/12/10

クリスマスってなあに クリスマスッテナアニ か ディック＝ブルーナ ふなざき やすこ 講談社 1982/10/20

クリスマス人形のねがい
クリスマスニンギョウノ

ネガイ
か ルーマー・ゴッテン バーバラ・クーニー 掛川 恭子 岩波書店 2001/11/12

クリスマスのおくりもの クリスマスノオクリモノ か コルネリウス＝ウィルクスハウス リタ＝ヴァン＝ヒルゼン 高村 喜美子 講談社 1978/11/10

クリスマスのおくりもの クリスマスノオクリモノ か ジョン・バーニンガㇺ ⾧田 弘 ほるぷ社 1993/11/10

クリスマスのちいさなお

くりもの

クリスマスノチイサナオ

クリモノ
か アリスン・アトリ― 山内 ふじ江 上條 由美子 福音館 2006/12/1

クリスマスの夜はしずか

にね！

クリスマスノヨルハシズ

カニネ！
か ジュリー・サイクス ティム・ワーンズ なかお えつこ 文渓堂 1986/11

クリスマスまえのばん クリスマスマエノバン か クレメント・C・ムーア ウィリアム・ｗ・デンスロウ わたなべ しげお 福音館 1996/10/25

ぐりとぐら グリトグラ シ なかがわ りえこ/おおむら ゆりこ 福音館 1963/12/1

ぐりとぐら グリトグラ シ 中川李枝子 大村百合子 福音館 1964/3/15

ぐりとぐら グリトグラ シ 中川李枝子 大村百合子 福音館

ぐりとぐら グリトグラ シ 中川李枝子 大村百合子 福音館

ぐりとぐらとくるりくら グリトグラトクルリクラ シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1998/9/1

ぐりとぐらとくるりくら グリトグラトクルリクラ シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1988/4/30
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ぐりとぐらとすみれちゃ

ん

グリトグラトスミレチャ

ン
シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1988/4/30

ぐりとぐらとすみれちゃ

ん

グリトグラトスミレチャ

ン
シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1988/4/30

ぐりとぐらの１ねんかん グリトグラノ１ネンカン シ 中川 李枝子 山脇 百合子 福音館 1997/10/31

ぐりとぐらのえんそく グリトグラノエンソク シ なかがわ りえこ/やまわき ゆりこ 福音館 1979/4/1

ぐりとぐらのえんそく グリトグラノエンソク シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1954/4/15

ぐりとぐらのおおそうじ グリトグラノオオソウジ シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 2007/7/31

ぐりとぐらのおきゃくさ

ま

グリトグラノオキャクサ

マ
シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1969/11/10

ぐりとぐらのおきゃくさ

ま

グリトグラノオキャクサ

マ
シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1973/11/

ぐりとぐらのかいすいよ

く

グリトグラノカイスイヨ

ク
シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1975/4/1

ぐりとぐらのかいすいよ

く

グリトグラノカイスイヨ

ク
シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1984/11/20

ぐりとぐらのかいすいよ

く

グリトグラノカイスイヨ

ク
シ 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1957/2/1

グリム童話集1 グリムドウワシュウ1 児 グリム 矢崎源九郎 偕成社 1980/6/

グリム童話集2 グリムドウワシュウ2 児 グリム 矢崎源九郎 偕成社 1980/6/

グリム童話集3 グリムドウワシュウ3 児 グリム 矢崎源九郎 偕成社 1980/7/

グリム童話集4 グリムドウワシュウ4 児 グリム 矢崎源九郎 偕成社 1980/7/

グリム童話集5 グリムドウワシュウ5 児 グリム 矢崎源九郎 偕成社 1980/7/
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ぐるーぷもこもこ30年

のあゆみ

グループモコモコ30ネン

ノアユミ
1-2地域紙 ぐるーぷもこもこ ぐるーぷもこもこ 2010/3/5

くるくるかわるねこのひ

げ

クルクルカワルネコノヒ

ゲ
か ビル・シャルメッツ 武本佳奈恵 文渓堂 2014/6

ぐるんぱのようちえん グルンパノヨウチエン シ 西内みなみ 堀内誠一 福音館 1984/11/20

グレートネイチャー い

きものの不思議大図鑑

グレートネイチャー イ

キモノノフシギダイズカ

ン

3-2 河出書房新社 2018/7/30

くれよんのはなし クレヨンノハナシ シ ドン・フリーマン ドン・フリーマン さいおんじさちこ ほるぷ出版 1953/12/10

くろいの クロイノ か 田中 清代 偕成社 2018/10

くろひげレストラン クロヒゲレストラン か 西山 直樹 西山 直樹 ＰＨＰ研究所 1993/10/29

黒魔女さんが通る！！
クロマジョサンガトオ

ル！！
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2005/9/15

黒魔女さんが通る！！②
クロマジョサンガトオ

ル！！②
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2005/12/15

黒魔女さんが通る！！③
クロマジョサンガトオ

ル！！③
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2006/4/15

黒魔女さんが通る！！⑤
クロマジョサンガトオ

ル！！⑤
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2007/1/15

黒魔女さんが通る！！⑥
クロマジョサンガトオ

ル！！⑥
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2007/6/15

黒魔女さんが通る！！⑧
クロマジョサンガトオ

ル！！⑧
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2008/1/31

黒魔女さんが通る！！⑨
クロマジョサンガトオ

ル！！⑨
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2008/8/8
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黒魔女さんが通る！！⑪
クロマジョサンガトオ

ル！！⑪
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2009/7/15

黒魔女さんのシンデレラ
クロマジョサンノシンデ

レラ
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2006/7/15

黒魔女さんのシンデレラ

④

クロマジョサンノシンデ

レラ④
児 石崎 洋司 藤田 香 講談社 2006/7/15

くわがた クワガタ 3-3 佐藤 貞夫 フレーベル館 1979/2

くんちゃんとにじ クンチャントニジ シ ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社 2000/9/

くんちゃんとふゆのパー

テイー

クンチャントフユノパー

テイー
シ ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社 1968/1/15

くんちゃんのだいりょこ

う

クンチャンノダイリョコ

ウ
シ ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ 石井桃子 岩波書店 1992/10/3

くんちゃんのはじめて

がっこう

クンチャンノハジメテ

ガッコウ
シ ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社 1970/5/5

くんちゃんのはたけしご

と

クンチャンノハタケシゴ

ト
シ ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社 1969/1/10

くんちゃんのもりのキャ

ンプ

クンチャンノモリノキャ

ンプ
シ ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社 1972/7/1

くんちゃんはおおいそが

し

クンチャンハオオイソガ

シ
シ ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさきるりこ ペンギン社 1954/9/1

毛皮ひめ ケガワヒメ か シャーロット・ゾロトウ・ハツク アニタ・ローベル 松井 るり子 セーラー出版 1991/6/25

劇遊び ゲキアソビ 2-2あそび 小川勇 神奈川県立青少年センター 1982/3/

激カワおもちゃ（セット

３冊）

ゲキカワオモチャ（セッ

ト３サツ）
2-1工作 芳賀哲 一声社

けもの ケモノ シ 小森厚 相笠昌義 福音館 1969/11/20
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けもの ケモノ シ 小森厚 相笠昌義 福音館 1969/11/20

けんかのきもち ケンカノキモチ か 柴田 愛子 伊藤 秀男 ポプラ社 2001/12

げんきなマドレーヌ ゲンキナマドレーヌ シ ルドヴィッヒ・ベーメルマンス ルドヴィッヒ・ベーメルマンス 瀬田 貞二 福音館 1972/11/10

げんきなマドレーヌ ゲンキナマドレーヌ シ ルドウィッヒ・ベーメルマン ルドウィッヒ・ベーメルマン 瀬田貞二 福音館 1969/7/5

げんきなやさいたち ゲンキナヤサイタチ か 小田 まゆみ こぐま社 1986/6/20

源氏物語 上
ゲンジモノガタリ ジョ

ウ
4-2 瀬戸内 寂聴 講談社 1992/12/9

源氏物語 下 ゲンジモノガタリ ゲ 4-2 瀬戸内 寂聴 講談社 1993/1/28

元素と周期表 ゲンソトシュウキヒョウ 3-2 トム・ジャクソン 伊藤 伸子 化学同人 2018/8/10

現代福祉学レキシコン
ゲンダイフクシガクレキ

シコン
1-1児童館 京極高宣 雄山閣出版 1993/6/20

けんだまめいじんおみや

げに

ケンダマメイジンオミヤ

ゲニ
か 宮川 ひろ 浜田 桂子 童心社 1992/4/20

剣竜のなぞ ケンリュウノナゾ か 井尻 正二 金子 三蔵 福音館 1972/3/25

ごあいさつあそび ゴアイサツアソビ シ 木村裕一 木村裕一 偕成社 1964/6/1

コアラ コアラ 3-3 米津 景太 フレーベル館 1985/3

こいぬのうんち コイヌノウンチ か クオン・ジョンセン チョン・スンガク ピョン・キジャ 平凡社 2000/9/20

子いぬのかいかた しっ

てるかい

コイヌノカイカタ シッ

テルカイ
か モーリス・センダック/マシュー・マーゴーリス モーリス・センダック 山下 明生 偕成社 1980/11

こいぬのくんくん コイヌノクンクン シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2001/9/

こうえんのシロまめまき コウエンノシロマメマキ 児 わたなべひろみ わたなべひろみ ポプラ社 2005/1/

広辞苑 第三版
コウジエン ダイサンバ

ン
3-2 岩波書店 1983/12/6

こうしとむくどり コウシトムクドリ シ 岩崎京子 小松崎邦雄 福音館 1965/8/1
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広報スパイスブック コウホウスパイスブック 1-1児童館 小町ポッケ 児童健全育成推進財団 2009/3/31

コウモリのルーファスく

ん

コウモリノルーファスク

ン
か トミー・ウンゲラー 今江 祥智 ＢＬ出版 2011/5/30

コーギービルの村まつり
コーギービルノムラマツ

リ
か ターシャ・テューダー 食野 雅子 メディアファクトリー 1999/11/20

コーネリアス コーネリアス か レオーレオニ 谷川 俊太郎 好学社

ごきげんならいおん ゴキゲンナライオン か ルイーズ・ファティオ ロジャー・デュボアザン むらおか はなこ 福音館 1964/4/1

こぎつねコンチ コギツネコンチ 児 中川李枝子 山脇百合子 のら書店 1987/4/

こぎつねこんちゃんかく

れんぼだいすき

コギツネコンチャンカク

レンボダイスキ
シ おおともさちこ おおともさちこ 講談社 1985/4/11

こぎつねこんちゃんどろ

ろんのぱっ

コギツネコンチャンドロ

ロンノパッ
シ おおともさちこ おおともさちこ 講談社 1985/4/11

こぎつねこんちゃんみん

なでわいわい

コギツネコンチャンミン

ナデワイワイ
シ おおともさちこ おおともさちこ 講談社 1985/4/11

国語のふしぎ コクゴノフシギ 3-2 佐伯誠一 沢田ユキオ 小学館 1981/4/20

こぐまのたろ コグマノタロ か きたむら えり きたむら えり 福音館 1973/3/25

こぐまのたろ コグマノタロ シ きたむらえり きたむらえり 福音館 2004/10/

コケコッコー コケコッコー か ラインホルト・エーアハルト ベルナデッテ・ワッツ はせがわ しろう ほるぷ出版 1976/9/20

五十年の歩み稗原団地自

治会

ゴジュウネンノアユミヒ

エバラダンチジチカイ
1-2地域紙 稗原団地自治会 2017/11/

こすずめのぼうけん コスズメノボウケン シ ルース・エインワース 堀内誠一 石井桃子 福音館 2004/10/

こすずめのぼうけん コスズメノボウケン シ ルース・エインワース 堀内誠一 石井桃子 福音館 2004/10/

子育ては地域社会共同の

責任

コソダテハチイキシャカ

イキョウドウノセキニン
1-2地域紙 十文字美恵 菅生こども文化センター企画会議 1986/7/14

子育ては、いま コソダテハ、イマ 1-1児童館 前田正子 岩波書店 2003/4/24
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こちょこちょあそび コチョコチョアソビ か きむら ゆういち 偕成社 2006/12

こちらマガーク探偵団
コチラマガークタンテイ

ダン
児 ヒルディック 山口太一 蕗沢忠枝 あかね書房 1987/3/21

コップをわったねずみく

ん

コップヲワッタネズミク

ン
シ なかえよしを 上野紀子 ポプラ社 1980/6/

ことば① コトバ① 3-3 日本学校図書 1990/9

ことば② コトバ② 3-3 日本学校図書 1990/9

ことばのあいうえお コトバノアイウエオ シ 五味太郎 五味太郎 岩崎書店 1983/7/10

子ども大壁画 コドモダイヘキガ 1-2地域紙 宮前区子ども会連合会 2007/11/10

子ども伝記ものがたり①

ヘレン・ケラー

コドモデンキモノガタリ

① ヘレン・ケラー
3-1 武鹿 悦子 ふりや・かなこ チャイルド本社 1994/4/1

子ども伝記ものがたり③

マルコ・ポーロ

コドモデンキモノガタリ

③ マルコ・ポーロ
3-1 木暮 正夫 清水 耕蔵 チャイルド本社 1994/6/1

子ども伝記ものがたり④

シュバイツァー

コドモデンキモノガタリ

④ シュバイツァー
3-1 鶴見 正夫 ⾧谷川 京平 チャイルド本社 1994/7/1

子ども伝記ものがたり⑤

シートン

コドモデンキモノガタリ

⑤ シートン
3-1 小林 清之助 日限 泉 チャイルド本社 1994/8/1

子ども伝記ものがたり⑥

マゼラン

コドモデンキモノガタリ

⑥ マゼラン
3-1 谷 真介 なかの・ひろたか チャイルド本社 1994/9/1

子ども伝記ものがたり⑦

リンカーン

コドモデンキモノガタリ

⑦ リンカーン
3-1 小沢 正 宮本 忠夫 チャイルド本社 1994/10/1

子ども伝記ものがたり⑧

リンドバーグ

コドモデンキモノガタリ

⑧ リンドバーグ
3-1 今西 祐介 徳田 秀雄 チャイルド本社 1994/11/1

子ども伝記ものがたり⑨

モーツァルト

コドモデンキモノガタリ

⑨モーツァルト
3-1 間所 ひさこ 篠崎 三郎 チャイルド本社 1994/12/1
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子ども伝記ものがたり⑩

こばやし・いっさ

コドモデンキモノガタリ

⑩ コバヤシ・イッサ
3-1 小林 清之助 福田 岩緒 チャイルド本社 1995/1/1

子ども伝記ものがたり⑪

シュリーマン

コドモデンキモノガタリ

⑪ シュリーマン
3-1 香山 美子 草間 俊行 チャイルド本社 1995/2/1

子ども伝記ものがたり⑫

みやざわ・けんじ

コドモデンキモノガタリ

⑫ ミヤザワ・ケンジ
3-1 西本 鶏介 柿本 幸造 チャイルド本社 1995/3/1

子どもとつくる１動物組

み木をつくる

コドモトツクル１ドウブ

ツクミミキヲツクル
2-1工作 小黒三郎 大月書店 1983/7/11

子どもとつくる２火をつ

くる

コドモトツクル２ヒヲツ

クル
2-1工作 岩城正夫 大月書店 1983/7/11

子どもとつくる３影絵を

つくる

コドモトツクル３カゲエ

ヲツクル
2-1工作 後藤圭 大月書店 1983/12/12

子どもとつくる４音と楽

器をつくる

コドモトツクル４オトト

ガッキヲツクル
2-1工作 繁下和雄 大月書店 1983/11/28

子どもとつくる７ペー

パークラフト

コドモトツクル７ペー

パークラフト
2-1工作 石尾利郎 大月書店 1984/8/17

子どもとつくる８竹でつ

くる

コドモトツクル８タケデ

ツクル
2-1工作 荻原克明 大月書店 1984/9/28

子どもの遊び百科 コドモノアソビヒャッカ 2-2あそび 池田裕恵 ソフィア 1993/6/26

こどもの参画 コドモノサンカク 1-1児童館 こどもの城 2006/2/28

子どものペーパークラフ

ト

コドモノペーパークラフ

ト
2-1工作 エキグチ クニオ 北隆館 1972/7

ことりのうち コトリノウチ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1989/5/

ことわざ絵本 コトワザエホン 児 五味太郎 五味太郎 岩崎書店 1986/8/8

ことわざ絵本２ コトワザエホン２ 児 五味太郎 五味太郎 岩崎書店 1987/8/31
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ことわざ絵本２ コトワザエホン２ 児 五味太郎 五味太郎 岩崎書店 1987/8/31

ことわざのえほん コトワザノエホン か 西本鶏介 高部晴市 すずき出版 2003/6/10

こねこのねる コネコノネル シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1989/5/

こねこのぴっち コネコノピッチ か ハンス・フィッシャー ハンス・フィッシャー 石井 桃子 岩波書店 1987/11/25

この初山の地より コノハツヤマノチヨリ 1-2地域紙 町田尭順 町田尭順 2003/8

このゆびと～まれ！ コノユビト～マレ！ 1-1児童館 子ども支援室 2011/6

このゆびと～まれ！ コノユビト～マレ！ 1-1児童館 子ども支援室 2011/6

木びきの善六 コビキノゼンロク か 清水 達也 小沢 良吉 佼成社 1988/10/15

こびととくつや コビトトクツヤ か カトリーン・ブラント 藤本 朝巳 平凡社 2002/4/14

こぶたがずんずん コブタガズンズン か 渡辺 一枝 ⾧ 新太 あすなろ書房

こぶたはなこさんのおべ

んとう

コブタハナコサンノオベ

ントウ
シ くどうなおこ いけずみひろこ 童話屋 1972/12/1

こぶたはなこさんのたん

じょうび

コブタハナコサンノタン

ジョウビ
シ くどうなおこ いけずみひろこ 童話屋 1972/12/1

こぶたはなこさんのみず

あそび

コブタハナコサンノミズ

アソビ
シ くどうなおこ いけずみひろこ 童話屋 1968/8/1

こぶとり コブトリ シ 大川悦生 太田耕士 ポプラ社 1972/8/30

こぶとりたろう コブトリタロウ か たかどの ほうこ 杉浦 範茂 童話館 2009/11/20

5分で落語のよみきかせ
ゴフンデラクゴノヨミキ

カセ
児 小佐田定雄 飯野和好 ＰＨＰ研究所 2005/6/6

こまったさんのシチュー コマッタサンノシチュー 1-3クッキング 寺村 輝夫 岡本 颯子 あかね書房 1990/2/20

ゴム ゴム 3-3 大矢 正志 フレーベル館 1985/2

小麦粉のひみつ コムギコノヒミツ 1-3クッキング 小竹千香子 永井康子 さ・え・ら書房 1991/2/

こりゃまてまて コリャマテマテ か 中脇 初枝 酒井 駒子 福音館 1008/5/15
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ゴリラのパンやさん ゴリラノパンヤサン か 白井 三香子 渡辺 あきお すずき出版 1991/11

ごろ ごろ ごろ ゴロ ゴロ ゴロ か ⾧ 新太 ⾧ 新太 ＢＬ出版 1999/1/20

ごろごろにゃーん ゴロゴロニャーン か ⾧ 新太 ⾧ 新太 福音館 1976/1/1

コロちゃんのがっこう コロチャンノガッコウ か エリック・ヒル 評論社 1985/1/10

コロちゃんのクリスマス コロチャンノクリスマス か エリック・ヒル 評論社 1984/9/30

ごろぴかどーん ゴロピカドーン か 小野 かおる 小野 かおる 福音館 1999/7/1

ごろべえ もののけのく

にへいく

ゴロベエ モノノケノク

ニヘイク
か おおとも やすお おおとも やすお 童心社 2018/12/20

こんくんのおんがうはっ

ぴょうかい

コンクンノオンガウハッ

ピョウカイ
か たしろちさと 講談社 2014/9/25

今昔物語集
コンジャクモノガタリ

シュウ
4-2 杉本 苑子 講談社 1993/3/20

こんたのおつかい コンタノオツカイ か 田中 友佳子 田中 友佳子 徳間書店 2004/4/30

こんちゅう コンチュウ シ 矢島稔 三芳梯吉 福音館 1980/1/

こんちゅう コンチュウ シ 矢島稔 三芳梯吉 福音館 1980/1/

昆虫記 コンチュウキ 3-2 今森 光彦 福音館 1938/7/15

こんなしっぽでなにする

の？

コンナシッポデナニスル

ノ？
か スティーブ・ジェンキンス/ロビンペイジ 佐藤 見果夢 評論社 2007/2/10

こんにちはトラクター・

マクスくん

コンニチハトラクター・

マクスクン
か シュレーダー シュレーダー 矢川 澄子 岩波書店 1973/12/10


