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ライオンとうさん ライオントウサン ら しらき のぶあき 佼成出版 2006/3/30

ライオンと魔女 ライオントマジョ 児 Ｃ・Ｓ・ルイス 瀬田貞二 岩波書店 1966/5/28

らいおんみどりの日よう

び

ライオンミドリノヒヨウ

ビ
児 中川李枝子 山脇百合子 福音館 1969/3/31

ラウラとふしぎなたまご ラウラトフシギナタマゴ ら ビネッテ・シュレーダー ビネッテ・シュレーダー ささき たづこ 岩波書店 2000/1/28

らくがきフルート ラクガキフルート ら ダニエル・ピンクウォーター たにかわ しゅんたろう 童話屋 1993/9/25

ラストラン ラストラン 児 角野栄子 角川書店 2011/1/30

ラチとらいおん ラチトライオン ら マレーク・ベロニカ マレーク・ベロニカ とくなが やすもと 福音館 1965/7/14

ラブ・ユー・フォーエ

バー

ラブ・ユー・フォーエ

バー
ら ロバート・マンチ 梅田 俊作 乃木 りか 岩崎書店 1997/9/30

ラン パン パン ラン パン パン ら マギー・ダフ ホセ・アルエゴ/アリアンヌ・ドウィ 山口 文生 評論社 1989/6/20

ランカ にほんにやって

きたおんなのこ

ランカ ニホンニヤッテ

キタオンナノコ
ら 野呂 きくえ 松成 真理子 偕成社 2020/4

リーラちゃんとすいか リーラチャントスイカ ら マヤ・ナラヤン マリリン・ハーシュ 岡部 うた子 ほるぷ出版 1976/9/20

リキのずっこけじてん

しゃ

リキノズッコケジテン

シャ
ら 花輪 莞爾 こうの このみ 偕成社 1975/5

りすとかしのみ リストカシノミ シ 坪田譲治 伊勢正義 岩波書店 1967/4/16

立教開宗750年を記念し

て

リッキョウカイシュウ

750ネンヲキネンシテ
1-2地域紙 町田尭順 町田尭順 2002/7

リッランとねこ リッラントネコ ら イ―ヴァル・アロセニウス 菱木 晃子 福音館 1993/4/20

リトルツインズ コロッ

クルじまはおおさわぎ

リトルツインズ コロッ

クルジマハオオサワギ
ら 土田 勇 フレーベル館 1992/7

リボンの騎士１ リボンノキシ１ 漫画 手塚治虫 手塚治虫 講談社 1999/10/9
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リボンの騎士２ リボンノキシ２ 漫画 手塚治虫 手塚治虫 講談社 1999/10/9

竜の子ラッキーと音楽師
リュウノコラッキートオ

ンガクシ
ら ローズマリ・サトクリフ エマ・チチェイスター 井熊 葉子 岩波書店 1994/117

りんごの木のびのび保育

ブック

リンゴノキノビノビホイ

クブック
1-1児童館 りんごの木子どもクラブ すずき出版 2006/12/10

りんごがたべたいねずみ

くん

リンゴガタベタイネズミ

クン
シ なかえよしを 上野紀子 ポプラ社 1975/5/

ルミちゃんの赤いリボン
ルミチャンノアカイリボ

ン
ら 奥田貞子 宮本忠夫 ポプラ社 1983/2/

ロージーのおさんぽ ロージーノオサンポ ら パット・ハッチンス 渡辺 茂男 偕成社 1975/8

ローラースケートだ！ ローラースケートダ！ ら エズラ・ジャック・キーツ 西園寺 祥子 ほるぷ出版 1976/9/20

ロールケーキ ロールケーキ 1-3クッキング 柳瀬久美子 雄鶏社 2002/12/10

60周年記念誌
ロクジュッシュウネンキ

ネンシ
1-2地域紙 川崎市子ども会連盟 2011/11/12

六にんぐみせかいあるき
ロクニングミセカイアル

キ
ら 矢川 澄子 スズキコージ 教育画劇 2001/7/10

ろくべえまってろよ ロクベエマッテロヨ ら 灰谷 健次郎 ⾧ 新太 文研出版

ろけっとこざる ロケットコザル ら Ｈ・Ａ・レイ Ｈ・Ａ・レイ 光吉 夏弥 岩波書店 1959/12/5

ＬＯＯＫ ＡＧＡＩＮ ロック アゲイン ら ＴＡＮＡ ＨＯＢＡＮ

ＬＯＯＫ ＡＧＡＩＮ！ ロック アゲイン ら ＴＡＮＡ ＨＯＢＡＮ

ロッタちゃんとクリスマ

スツリー

ロッタチャントクリスマ

スツリー
ら アストリッド・リンドグレーン イロン・ヴィークランド 山室 静 偕成社 1979/12

ロッタちゃんのひっこし ロッタチャンノヒッコシ 児 リンドグレーン ヴィークランド 山室静 偕成社 1984/3/



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

ロッタのひみつのおくり

もの

ロッタノヒミツノオクリ

モノ
ら アストリッド・リンドグレーン イロン・ヴィークランド 石井 登志子 岩波書店 1991/4/19

ロバートのふしぎなとも

だち

ロバートノフシギナトモ

ダチ
ら マーガレット・マヒ― スティーブン・ケロッグ 内田 莉莎子 ほるぷ出版 1978/11/15

ロバのおうじ ロバノオウジ ら Ｍ．ジーン・クレイグ バーバラ・クーニー もき かずこ ほるぷ出版 1979/6/15

ロバのシルベスターとま

ほうのこいし

ロバノシルベスタートマ

ホウノコイシ
ら ウィリアム・スタイグ せた ていじ 評論社 1975/10/30

ロボットのくにＳＯＳ ロボットノクニＳＯＳ ら たむら しげる 福音館 1991/1/1

ロンドンじいさんの ど

うぶつえん

ロンドンジイサンノ ド

ウブツエン
ら 筒井 敬介 前田 松男 フレーベル館 1978/2

ロンドン橋がおちます

る！

ロンドンバシガオチマス

ル！
ら ピーター・スピア 渡辺 茂男 冨山房 1978/4/5


