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ＴＨＥ ＷＩＮＤ ＢＬ

ＥＷ
ザ ウインド ブルー 英 Pat Hutchins Pat Hutchins 1974/

The Emperor's New

Clothes

ザ エンペラーズ

ニュー クラウズ
英 Andersen Monika Laimgruber

THE THREE BILLY

GRUFF

ザ スリー ビリー グ

ラッフ
英 Paul Galdone Paul Galdone

THE HOLE IN DIKE
ザ ホール イン

デューク
英 Norma Green Eric Carle

さーかす サーカス シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 2004/2/

サーカスをみよう サーカスヲミヨウ シ Ｈ・Ａ・レイ 石竹光江 文化出版局 2002/5/1

さあたべようね サアタベヨウネ シ Ｈ・Ａ・レイ 石竹光江 文化出版局 1953/12/10

西鶴名作集 サイカクメイサクシュウ 4-2 藤本 義一 講談社 1992/2/10

さいごの戦い サイゴノタタカイ 児 Ｃ・Ｓ・ルイス 瀬田貞二 岩波書店 1966/12/1

最後のひと葉 サイゴノヒトハ さ オー＝ヘンリー 有吉 玉青 偕成社 1992/11

さいごのワシ サイゴノワシ さ 椋 鳩十 福田 庄助 あすなろ書房

さがしてさがしていろ・

いろいろ

サガシテサガシテイロ・

イロイロ
シ はらだおさむ はらだおさむ 学習研究社 1976/8/1

さかな サカナ シ 久田廸夫 笠木實 福音館 2004/2/

さかな サカナ シ 久田廸夫 笠木實 福音館 1988/5/

さかなは さかな サカナハ サカナ さ レオ・レオニ 谷川 俊太郎 好学社

さくらんぼ サクランボ 3-3 斉藤 雅緒 フレーベル館 1983/5

サザエさん１ サザエサン１ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/9/20

サザエさん１０ サザエサン１０ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/3/15

サザエさん１１ サザエサン１１ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/3/15

サザエさん１２ サザエサン１２ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/4/15
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サザエさん１３ サザエサン１３ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/4/15

サザエさん２ サザエサン２ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/11/20

サザエさん４ サザエサン４ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/12/15

サザエさん４３ サザエサン４３ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/10/15

サザエさん４４ サザエサン４４ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/9/20

サザエさん４５ サザエサン４５ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/9/20

サザエさん５ サザエサン５ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1994/12/15

サザエさん６ サザエサン６ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/1/15

サザエさん７ サザエサン７ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/1/15

サザエさん８ サザエサン８ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/2/15

サザエさん９ サザエサン９ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社 1995/2/15

サザエさんうちあけ話
サザエサンウチアケバナ

シ
漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

サザエさん旅あるき サザエサンタビアルキ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

雑草からカードづくり

ワンダーランド

ザッソウカラカードヅク

リワンダーランド
2-1工作 木村 光雄 いかだ社 1996/5/5

さといも サトイモ 3-3 瀬戸 照 フレーベル館 1983/7

さとるのるすばん サトルノルスバン さ 大石 真 山下 勇三 小峰書店 1977/12/10

さばくの国の王女さま
サバクノクニノオウジョ

サマ
さ 池田 大作 吉田 廸彦 学習研修社 1992/9/23

さむがりやのサンタ サムガリヤノサンタ さ レイモンド・ブリッグス レイモンド・ブリッグス すがはら ひろくに 福音館 1974/10/25

さむがりやのサンタ サムガリヤノサンタ さ レイモンド・ブリッグス レイモンド・ブリッグス すがはら ひろくに 福音館 1974/10/25

さよなら エルマおばあ

さん

サヨナラ エルマオバア

サン
さ 大塚 敦子 小学館 2000/8/1

さよならうりんこ サヨナラウリンコ シ 川村たかし 村上豊 ひかりのくに
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サリーのこけももつみ サリーノコケモモツミ さ ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー 岩波書店 1986/5/26

サリーのこけももつみ サリーノコケモモツミ シ マックロスキー マックロスキー 石井桃子 岩波書店 1992/10/3

さる・るるる サル・ルルル さ 五味 太郎 絵本館 1979/11

さる・るるる one

more

サル・ルルル one

more
さ 五味 太郎 絵本館 1991/9

さるとわに サルトワニ さ ポール・ガルドン 北村 順治 ほるぷ出版 1976/9/20

さるとわに サルトワニ さ ポール・ガルドン 北村 順治 ほるぷ出版 1976/9/20

さるのオズワルド サルノオズワルド さ エゴン・マチーセン 松岡 享子 こぐま社 1998/3/10

三省堂こどもことわざじ

てん

サンセイドウコドモコト

ワアジテン
3-2 三省堂編修所 冬野いちこ/田中暎子/岩崎陽子/伊東美貴/中村陽子 三省堂 2003/4/1

サンタクロースって ほ

んとに いるの？

サンタクロースッテ ホ

ントニ イルノ？
さ てるおか いつこ すごうら はんも 福音館 1981/12/1

サンタクロースとれい

ちゃん

サンタクローストレイ

チャン
シ 林明子 林明子 福音館 2001/7/

サンタさんかきたてがみ
サンタサンカラキタテガ

ミ
シ たんのゆきこ 垂石眞子 福音館 1987/8/

さんたさんのいちにち サンタサンノイチニチ シ ⾧尾玲子 ⾧尾玲子 福音館 2008/7/

サンタといっしょに サンタトイッショニ さ あまん きみこ 秋里 信子 教育画劇 1992/10/15

サンタとこいぬ サンタトコイヌ さ ⾧尾 玲子 福音館 2001/10/20

サンタのいちねん トナ

カイのいちねん

サンタノイチネン トナ

カイノイチネン
さ きしら まゆこ きしら まゆこ ひさかたチャイルド 2008/10

サンタのクリスマス サンタノクリスマス さ レイモンド・ブリッグス 樹山 かすみ 竹書房 1994/6/11

三人の宇宙飛行士
サンニンノウチュウヒコ

ウシ
さ ウンベルト・エーコ エウジェニオ・カルミ 海都 洋子 ティビーエス・ブリタニカ 1990/6/11
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三人のちいさな人魚
サンニンノチイサナニン

ギョ
さ アレイン・トレ デニス・トレ 麻生 九美 評論社 1979/9/1

さんねんごい サンネンゴイ シ 菊池日出夫 菊池日出夫 福音館 1978/4/

３匹のくま サンビキノクマ さ バスネツォフ おがさわら とよき 福音館 1962/5/1

３びきのこねこ サンビキノコネコ さ V・ステーエフ ジュリオ・マエストロ やぎた よしこ ほるぷ出版 1976/9/20

三びきのこぶた サンビキノコブタ シ 山田 三郎 瀬田 貞二 福音館

三びきのこぶた サンビキノコブタ シ 山田 三郎 瀬田 貞二 福音館

三びきのやぎの がらが

らどん

サンビキノヤギノ ガラ

ガラドン
さ マーシャ・ブラウン せた ていじ 福音館 1965/7/1

三びきのやぎの がらが

らどん

サンビキノヤギノ ガラ

ガラドン
さ マーシャ・ブラウン せた ていじ 福音館 1965/7/1

さんまいのおふだ サンマイノオフダ さ 木暮正夫 箕田源二郎 チャイルド社 1982/

さんまいのおふだ サンマイノオフダ シ 水沢 健一 梶山 俊夫 福音館 1985/2/15

三六九の子育て力
サンロクキュウノコソダ

テリョク
1-1児童館 越川禮子 小林裕美子 ポプラ社 2008/10/8

しあわせなどんくまさん シアワセナドンクマサン シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1988/

しお シオ さ オーガスタ・ゴールディン ロバート・ガルスター 松田 道郎 福音館 1971/3/15

ジオジオのかんむり ジオジオノカンムリ シ 岸田 怜子 中谷 千代子 福音館 1978/4/1

視覚ミステリーえほん シカクミステリーエホン さ ウォルターウィック 林田 孝一 あすなろ書房 1999/5/25

四季のあそび シキノアソビ 2-2あそび 小手龍雄 神奈川県立青少年センター 1985/3/

しげみむらおいしいむら シゲミムラオイシイムラ シ カズコ・Ｇ・ストーン カズコ・Ｇ・ストーン 福音館 1978/4/

しげるくん物語～ヒロシ

マの誓い～

シゲルクンモノガタリ～

ヒロシマノチカイ～
さ アマーリエ もりひろ てるみ レムリア・ルネッサンス 2011/2/28
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じごくのそうべえ じごくのそうべえ シ 田島征彦 田島征彦 童心社 1996/11/

じごくのそうべえ じごくのそうべえ シ 田島征彦 田島征彦 童心社 1996/9/

しずかでにぎやかなほん シズカデニギヤカナホン さ マーガレット・ワイズ・ブラウン レナード・ワイスガード 谷川 俊太郎 童話館 1996/9/7

思春期にがんばってる子
シシュンキニガンバッテ

ルコ
1-1児童館 明橋大ニ １万年堂出版 2002/12/8

しずくのぼうけん シズクノボウケン さ マリア・テルリコフスカ ボフダン・ブテンコ うちだ りさこ 福音館 1969/8/10

自然物を使った遊びや創

作

シゼンブツヲツカッタア

ソビヤソウサク
1-1キャンプ 岡野 伊與次/後藤敏夫 文教書院 1984/7/25

七ふくじんとおしょうが

つ

シチフクジントオショウ

ガツ
さ 山末 やすえ  伊東 美貴 教育画劇 2000/10/15

室内編あそぼ シツナイヘンアソボ 2-2あそび 菅原道彦 一声社 1982/12/10

しっぽのはたらき シッポノハタラキ さ 川田 健 藪内 正幸 福音館 1969/4/1

じてんしゃにのるひとま

ねこざる

ジテンシャニノルヒトマ

ネコザル
さ H・A・レイ H・A・レイ 光吉 夏弥 岩波書店 1983/9/26

児童館と野外活動ボラン

ティア

ジドウカントヤガイカツ

ドウボランティア
1-1児童館 こどもの城 2012/3/31

児童館におけるソーシャ

ルワーク実践

ジドウカンニオケルソー

シャルワークジッセン
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 2014/3

児童館のための中高生と

赤ちゃんのふれあい交流

事業

ジドウカンノタメノチュ

ウコウセイトアカチャン

ノフレアイコウリュウジ

ギョウ

1-1児童館 児童健全育成推進財団
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児童館のための中高生と

赤ちゃんのふれあい交流

事業

ジドウカンノタメノチュ

ウコウセイトアカチャン

ノフレアイコウリュウジ

ギョウ

1-1児童館 児童健全育成推進財団

児童館のための中高生と

赤ちゃんのふれあい交流

事業

ジドウカンノタメノチュ

ウコウセイトアカチャン

ノフレアイコウリュウジ

ギョウ

1-1児童館 児童健全育成推進財団

児童館はまちの大木
ジドウカンハマチノタイ

ボク
1-1児童館 児童健全育成推進財団 2006/3/30

児童館ものがたり ジドウカンモノガタリ 1-1児童館 児童健全育成推進財団 2008/3/31

児童健全育成ハンドブッ

ク

ジドウケンゼンイクセイ

ハンドブック
1-1児童館 児童手当制度研究会 中央法規出版 2006/9/10

じどうしゃくるるん ジドウシャクルルン さ 松井 紀子 偕成社 1981/11

シナの五にんきょうだい シナノ５ニンキョウダイ さ C・H・ビショップ クルト・ヴィーゼ 川本 三郎 瑞雲舎 1995/10/26

しばられじぞう シバラレジゾウ さ 小春 久一郎 清水 耕藏 ひかりのくに

じめんのしたのなかまた

ち

ジメンノシタノナカマタ

チ
さ ケティ・ベント エベリーン・ハスラー 若林 ひとみ 冨山房 1990/10/16

ジャイアント・ジャム・

サンド

ジャイアント・ジャム・

サンド
さ ジョン・ヴァーノン・ロード 安西 徹雄 アリス館

ジャガーにはなぜもよう

があるの？

ジャガーニハナゼモヨウ

ガアルノ？
さ アンナ・マリア・マチャード ジアン・カルビ ふくい しげき  ほるぷ出版 1983/8/15

しゃかい シャカイ 3-3 日本学校図書 1990/9
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じゃむじゃむどんくまさ

ん

ジャムジャムドンクマサ

ン
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1977/

シャンプーだいすき シャンプーダイスキ シ 木村裕一 木村裕一 偕成社 1964/6/1

10ぴきのかえるのなつ

まつり

ジュウイッピキノカエル

ノナツマツリ
シ 間所ひさこ 仲川道子 ＰＨＰ研究所 1990/11/2

11ぴきのねこ ジュウイッピキノネコ シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1973/3/25

11ぴきのねこ ジュウイッピキノネコ シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1976/4/1

11ぴきのねこ ジュウイッピキノネコ シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1976/4/1

11ぴきのねことあほう

どり

ジュウイッピキノネコト

アホウドリ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1998/4/1

11ぴきのねことあほう

どり

ジュウイッピキノネコト

アホウドリ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1979/3/20

11ぴきのねことぶた
ジュウイッピキノネコト

ブタ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1968/11/15

11ぴきのねことぶた
ジュウイッピキノネコト

ブタ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1983/10/27

11ぴきのねことへんな

ねこ

ジュウイッピキノネコト

ヘンナネコ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1985/11/25

1１ぴきのねことへんな

ねこ

ジュウイッピキノネコト

ヘンナネコ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1985/7/1

11ぴきのねこどろんこ
ジュウイッピキノネコド

ロンコ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1980/2/29

11ぴきのねこどろんこ
ジュウイッピキノネコド

ロンコ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1980/2/29
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11ぴきのねこどろんこ
ジュウイッピキノネコド

ロンコ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1964/6/1

11ぴきのねこふくろの

なか

ジュウイッピキノネコフ

クロノナカ
シ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 19970/10/1

１１ぴきのねこ ふくろ

のなか

ジュウイッピキノネコフ

クロノナカ
シ 馬場のぼる こぐま社 1984/12/5

住居 ジュウキョ 3-2 ポプラ社 1992/4

じゅうたん ジュウタン さ 三井 小夜子 すばる書房

集団遊び シュウダンアソビ 2-2あそび 石黒国久 神奈川県立青少年センター 1981/3/

十二支のおはなし ジュウニシノオハナシ さ 内田 麟太郎 山本 孝 岩崎書店 2002/11/30

14ひきのあきまつり
ジュウヨンヒキノアキマ

ツリ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1980/2/29

14ひきのあきまつり
ジュウヨンヒキノアキマ

ツリ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社

14ひきのあさごはん
ジュウヨンヒキノアサゴ

ハン
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 2004/3/

14ひきのあさごはん
ジュウヨンヒキノアサゴ

ハン
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1965/4/1

14ひきのアトリエから
ジュウヨンヒキノアトリ

エカラ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1991/6/10

14ひきのアトリエから
ジュウヨンヒキノアトリ

エカラ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1991/6/10

14ひきのおつきみ
ジュウヨンヒキノオツキ

ミ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1994/8/25



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

14ひきのおつきみ
ジュウヨンヒキノオツキ

ミ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1982/7/1

14ひきのかぼちゃ
ジュウヨンヒキノカボ

チャ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1982/7/1

14ひきのこもりうた
ジュウヨンヒキノコモリ

ウタ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1953/12/10

14ひきのさむいふゆ
ジュウヨンヒキノサムイ

フユ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1977/8/1

14ひきのせんたく
ジュウヨンヒキノセンタ

ク
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1987/10/20

14ひきのぴくにっく
ジュウヨンヒキノピク

ニック
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1971/5/30

14ひきのぴくにっく
ジュウヨンヒキノピク

ニック
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1971/10/1

14ひきのひっこし
ジュウヨンヒキノヒッコ

シ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 2001/12/11

14ひきのひっこし
ジュウヨンヒキノヒッコ

シ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 2001/12/11

14ひきのやまいも
ジュウヨンヒキノヤマイ

モ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1978/8/1

14ひきのやまいも
ジュウヨンヒキノヤマイ

モ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1988/6/

14ひきのやまいも
ジュウヨンヒキノヤマイ

モ
シ いわむらかずお いわむらかずお 童心社 1979/2/15



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

10わのインコどこいっ

た！

ジュウワノインコドコ

イッタ
さ クェンティン・ブレイク さかい きみこ 小峰書店 2001/11/6

１２種類の氷
ジュウンシュルイノコオ

リ
さ エレン・ブライアン・オベット バーバラ・マクリントック 福本 友美子 ほるぷ出版 2013/9/25

宿題おまかせ工作
シュクダイオマカセコウ

サク
2-1工作 ヲバラトモヨ ＭＰＣ 1997/6/29

寿限無 ジュゲム さ 斎藤 孝 工藤 ノリコ ほるぷ出版

じゅげむ・目黒のさんま
ジュゲム・メグロノサン

マ
児 桂小南 ひこねのりお 金の星社 2003/12/1

10ぴきのかえるのふゆ

ごもり

ジュッピキノカエルノフ

ユゴモリ
シ 間所ひさこ 仲川道子 ＰＨＰ研究所 1995/10/20

しゅてんどうじ シュテンドウジ さ たかし よいち 那須 良輔 偕成社 1972

小学生のたのしい工作教

室②

ショウガクセイノタノシ

イコウサク②
2-1工作 渡辺 俊夫/土井 正光/こやま きょうへい こやま きょうへい さ・え・ら書房 1978/8

小学生のたのしい工作教

室③

ショウガクセイノタノシ

イコウサクキョウシツ③
2-1工作 渡辺俊夫 こやまきょうへい さ・え・ら書房 19778/9/

小学生のたのしい工作教

室④

ショウガクセイノタノシ

イコウサクキョウシツ④
2-1工作 渡辺 俊夫/土井 正光/こやま きょうへい こやま きょうへい さ・え・ら書房 1979/3

小学ベスト教科事典 国

語辞典

ショウガクベストキョウ

カジテン コクゴジテン
3-2 学習研究社

しょうがパン ぼうや ショウガパン ボウヤ さ ポール・ガルドン 多田 裕美 ほるぷ出版 1976/9/20

少年時代5 ショウネンジダイ5 漫画 藤子不ニ雄 中央公論社

しょうぼうじどうしゃじ

ぷた

ショウボウジドウシャジ

プタ
シ 渡辺茂男 山本忠敬 福音館 1991/2/



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

しょうぼうじどうしゃじ

ぷた

ショウボウジドウシャジ

プタ
シ 渡辺茂男 山本忠敬 福音館 1989/11/

ショウボウていハーヴィ

ニューヨークをまもる

ショウボウテイハーヴィ

ニューヨークヲマモル
さ マイラ・カルマン 矢野 顕子 リトル・ドッグ・プレス 2004/9/25

初級クラウン 英和辞典
ショキュウクラウン エ

イワジテン
3-2 三省堂 2001/3/10

しょくぶつ ショクブツ シ 古谷一穂 高森登志夫 福音館 1976/8/

しょくぶつ ショクブツ シ 古谷一穂 高森登志夫 福音館 1976/8/

しょくぶつ① ショクブツ① 3-3 日本学校図書 1990/9

しょくぶつ② ショクブツ② 3-3 日本学校図書 1990/9

植物の生態図鑑
ショクブツノセイタイズ

カン
3-2 学研教育出版 1993/8/17

女帝エカテリーナ ジョテイエカテリーナ 漫画 アンリ・トロワイヤ 池田理代子 中央公論社 1987/7/7

ジョニーのかたやきパン ジョニーノカタヤキパン さ ルース・ソーヤー ロバート・マックロスキー こみや ゆう 岩波書店 2009/5/15

ジョン・ギルピンのゆか

いなおはなし

ジョン・ギルピンノユカ

イナオハナシ
さ ウィリアム・クーパー ランドルフ・コルデコット 吉田 新一 ほるぷ出版 1985/9/15

しらさぎちょうじゃ シラサギチョウジャ さ 加来 宣幸 小野木 学 ポプラ社 1970/6/10

しらぬい シラヌイ さ たかし よいち 斎藤 博之 岩崎書店

しらゆきひめと七人の小

人たち

シラユキヒメトシチニン

ノコビトタチ
さ ワンダ・ガアグ うちだ りさこ 1991/5/1

ジリーちゃんのおたん

じょうび

ジリーチャンノオタン

ジョウビ
さ ロコ・まえだ ロコ・まえだ 金の星社 2001/8



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

しりたがりのこいぬとた

まご

シリタガリノコイヌトタ

マゴ
さ ヘルツィーコバー ミレル 千野 栄一 偕成社 1976/7

シルヴィーどうぶつえん

へいく

シルヴィードウブツエン

ヘイク
さ ジョン・バーニンガㇺ 谷川 俊太郎 ＢＬ出版 2015/8/20

ジルベルトとかぜ ジルベルトトカゼ さ マリー・ホール・エッツ 田辺 五十鈴 冨山房 1975/8/5

しろ・あか・きいろ シロアカキイロ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 松岡享子 福音館 1976/8/

しろいうさぎとくろいう

さぎ

シロイウサギトクロイウ

サギ
さ ガース・ウィリアムズ ガース・ウィリアムズ まつおか きょうこ 福音館 1965/6/1

しろいうさぎとくろいう

さぎ

シロイウサギトクロイウ

サギ
さ ガース・ウィリアムズ ガース・ウィリアムズ まつおか きょうこ 福音館 1965/6/1

しろいきつねの絵馬 シロイキツネノエマ さ 大川 悦生 太田 大八 ポプラ社

しろいやみのはてで シロイヤミノハテデ さ きむら ゆういち  あべ 弘士 講談社 2004/10/20

しろくまちゃんのほっと

けーき

シロクマチャンノホット

ケーキ
さ わかやま けん こぐま社 1972/1015

しわ しわ しわ・・・ シワ シワ シワ・・・ さ 井上 洋介    井上 洋介    文渓堂 1995/4/20

新解明 国語辞典
シンカイメイ コクゴジ

テン
3-2 三省堂 2000/1/10

新漢語辞典 シンカンゴジテン 3-2 岩波書店

しんかんせん シンカンセン シ おかのみのる ポプラ社 1998/12/1

しんかんせんのぞみ７０

０だいさくせん

シンカンセンノゾミ７０

０ダイサクセン
さ 横溝 英一 横溝 英一 小峰書店 2001/5/24

人生の最終章を安心して

生きるために

ジンセイノサイシュウ

ショウヲアンシンシテイ

キルタメニ

1-2地域紙 実行委員会 実行委員会 2012/1/31
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人生の最終章を安心して

生きるために

ジンセイノサイシュウ

ショウヲアンシンシテイ

キルタメニ

1-2地域紙 実行委員会 実行委員会 2012/1/31

人生の最終章を安心して

生きるために

ジンセイノサイシュウ

ショウヲアンシンシテイ

キルタメニ

1-2地域紙 実行委員会 実行委員会 2012/1/31

人生の最終章を安心して

生きるために

ジンセイノサイシュウ

ショウヲアンシンシテイ

キルタメニ

1-2地域紙 実行委員会 実行委員会 2012/1/31

人生の最終章を安心して

生きるために

ジンセイノサイシュウ

ショウヲアンシンシテイ

キルタメニ

1-2地域紙 実行委員会 実行委員会 2012/1/31

しんせつなともだち シンセツナトモダチ シ 方軼羣 村山知義 君島久子 福音館 1977/8/

しんでくれた シンデクレタ さ 谷川 俊太郎 塚本 やすし 佼成出版 2014/4/30

シンデレラ シンデレラ さ マーシャ・ブラウン まつの まさこ 福音館 1969/6/15

シンデレラ シンデレラ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 角野栄子 講談社 1986/5/26

しんどばっどのもうけん シンドバッドノボウケン さ 池田雄一 赤坂三好 チャイルド社 1982/

新・学歴社会がはじまる
シン・ガクレキシャカイ

ガハジマル
1-1児童館 尾木直樹 青灯社 2006/11/5

人類のはじまり ジンルイノハジマリ さ ローズ・ワイラー/ジェラルド・エイムズ レオナード・ワイスガード 福音館 1971/1/20

人類の歴史 下 ジンルイノレキシ ゲ 3-1 イーリン・セガール 袋 一平 岩波書店 1971/7/6

人類の歴史 上
ジンルイノレキシ ジョ

ウ
3-1 イーリン・セガール 袋 一平 岩波書店 1971/7/6

すいか スイカ 3-3 高村 太木 フレーベル館 1983/6



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

すいかのたね スイカノタネ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1977/8/

すいかのたね スイカノタネ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1977/8/

水仙月の四日 スイセンヅキノヨッカ さ 宮沢 賢治  黒井 健 三起商行 1999/11/30

スイミー スイミー さ レオ・レオニ 谷川 俊太郎 好学社

すうがく博物誌 下 スウガクハクブツシ ゲ 3-2 森 毅 安野 光雅 童話屋 1982/9/16

スーザンのかくれんぼ スーザンノカクレンボ さ ルイス・スロボドギン やまぬし としこ 偕成社 1970/2

スーホの白い馬 スーホノシロイウマ さ 大塚 勇三 赤羽 末吉 福音館 1967/2/20

スーホの白い馬 スーホノシロイウマ さ 大塚 勇三 赤羽 末吉 福音館 1967/2/20

菅生ケ丘自治会創立50

周年記念誌

スガオガオカジチカイソ

ウリツ50シュウネンキネ

ンシ

1-2地域紙 菅生ケ丘自治会 2019/4/

菅生が好き スガオガスキ 1-2地域紙 ⾧岡忠昭 1995/2

スキーをはいたねこのヘ

ンリー

スキーヲハイタネコノヘ

ンリー
さ メリー・カルホーン エリック・イングラハム 猪熊 葉子 佑学社

すぐできる工作 すぐでキルコウサク 2-1工作 工作教育の会 有記書房

スザンナのお人形ビロー

ドうさぎ

スザンナノオニンゴウビ

ロードウサギ
シ フランスのお話し 高野三三男 石井桃子 岩波書店 1992/10/3

すずちゃんののうみそ スズチャンノノウミソ さ 竹山 美奈子 三木 葉苗 岩崎書店 2018/1/31

スズの兵隊 スズノヘイタイ さ マーシャ・ブラウン 光吉 夏弥 岩波書店 1996/11/15

すずめ スズメ 3-3 吉田 カツ フレーベル館 1977/3

すっとんだちょうべい スットンダチョウベイ シ ひがしおあやこ 梅田俊作 ひかりのくに

すっぽんぽん スッポンポン さ 中川 ひろたか 藤本 ともひこ 世界文化社 2008/7/15

すてきなおやつ ステキナオヤツ 1-3クッキング 田村宗文 学習研究社 1989/3/20

すてきなおりがみ ステキナオリガミ 2-2おりがみ・あやとり 山口真 トーヨー

すてきな三にんぐみ ステキナサンニングミ さ アンゲラー 今江 祥智 偕成社 1969/12
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すてきなバスケット ステキナバスケット シ 小沢正 佐々木マキ 福音館 1998/7/

ストライプ たいへん！

しまもようになっちゃっ

た

ストライプ タイヘン！

シマモヨウニナッチャッ

タ

さ デヴィット・シャノン 清水 奈緒子 セーラー出版 1999/7/10

ずどんといっぱつ すて

いぬシンプだいかつやく

ズドントイッパツ ステ

イヌシンプダイカツヤク
さ ジョン・バーニンガㇺ 渡辺 茂男 童話館 1995/3/25

すばらしいとき スバラシイトキ さ ロバート・マックロスキー わたなべ しげお 福音館 1978/7/10

ズボンのクリスマス ズボンノクリスマス シ 林明子 林明子 福音館 1987/11/

スミレのせんこう スミレノセンコウ さ 下嶋 哲郎 ヘンリー 杉本 譲 ほるぷ出版 1985/1/31

すもうにかった びんぼ

うがみ

スモウニカッタ ビンボ

ウガミ
さ 松谷 みよ子 斎藤 真成 福音館 1973/1/1

スモールさんののうじょ

う

スモールサンノノウジョ

ウ
シ ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー 渡辺茂男 福音館 1978/12/

スモールさんはおとうさ

ん

スモールサンハオトウサ

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 1978/12/

せいかつ セイカツ 3-3 日本学校図書 1990/9

生活のなかの発明発見物

語

セイカツノナカノハツメ

イハッケンモノガタリ
3-2 藤田千枝 国土社 1985/5/5

星座を見つけよう セイザヲミツケヨウ さ H・A・レイ・ 草下 英明 福音館 1969/4/5

せいめいのれきし セイメイノレキシ さ バージニア・リー・バートン いしい ももこ 岩波書店 1964/12/15

せかい1 おいしいスー

プ
セカイ1 オイシイスープ さ マーシャ・ブラウン わたなべ しげお ペンギン社 1979/10

せかいいち うつくしい

ぼくのむら

セカイイチ ウツクシイ

ボクノムラ
さ 小林 豊 小林 豊 ポプラ社 1995/12
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せかいいちおいしいスー

プ

セカイイチオイシイスー

プ
さ マーシャ・ブラウン こみやゆう 岩波書店 2010/4/21

世界がもし100人の村

だったら

セカイガモシ１００ニン

ノムラダッタラ
児 池田香代子・再話 Ｃ・ダグラス・ラミス マガジンハウス 1987/5/30

世界がもし100人の村

だったら

セカイガモシ１００ニン

ノムラダッタラ
児 池田香代子・再話 Ｃ・ダグラス・ラミス マガジンハウス 1964/7/15

世界でいちばん貧しい大

統領のスピーチ

セカイデイチバンマズシ

イダイトウリョウノス

ピーチ

さ くちばよしみ 中川 学 汐文社 2014/3

世界の科学者 まるわか

り図鑑

セカイノカガクシャ マ

ルワカリズカン
児 藤島 昭 学研プラス 2018/4/24

世界の国旗/地球を結ぶ

わたしたちの旗

セカイノコッキ/チキュウ

ヲムスブワタシタチノハ

タ

さ 吹浦 忠正 ほるぷ出版 1997/10/15

せかいのひとびと セカイノヒトビト さ ピーター・スピアー 松川 真弓 評論社 1982/1/20

ぜったいあけちゃダ

メッ！

ゼッタイアケチャダ

メッ！
さ アンディ・リー アンディ・リー 永岡書店 2016/

せつぶんだ まめまきだ セツブンダ マメマキダ さ 桜井 信夫 赤坂 三好 教育画劇 2000/12/15

セロひきのゴーシュ セロヒキノゴーシュ さ 宮沢 賢治 茂田井 武 福音館 1966/4/1

センス・オブ・ワンダー センス・オブ・ワンダー その他 レイチェル・カーソン 森本二太郎 上遠恵子 新潮社 1996/7/25

戦争しない国が好き１
センソウシナイクニガス

キ
児 おのだめりこ 高文研 2015/7/15

せんたくかあちゃん 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 1988/6/
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ぜんぶゴリラ ゼンブゴリラ シ ひろかわさえこ ひろかわさえこ あかね書房 1967/4/1

ぜんべいじいさんのいち

ご

ゼンベイジイサンノイチ

ゴ
さ 松岡節 末崎茂樹 ひさかたチャイルド 1982/3/

ぜんべいじいさんのいち

ご

ゼンベイジイサンノイチ

ゴ
さ 松岡節 末崎茂樹 ひさかたチャイルド 1982/3/

線路はつづく南武線縮刷

版

センロハツヅクナンブセ

ンシュクサツバン
1-2地域紙 川崎の社会教育を考える会 川崎の社会教育を考える会 1987/4/19

せんろはつづくよ センロハツヅクヨ シ Ｍ・Ｗ・ブラウン Ｊ・シャロー 与田準一 岩波書店 1975/

せんろはつづくよ センロハツヅクヨ シ Ｍ・Ｗ・ブラウン Ｊ・シャロー 与田準一 岩波書店 1992/

ぞうくんねずみくん ゾウクンネズミクン さ 森山 京 梶山 俊夫 小峰書店 1985/9/24

ぞうくんのさんぽ ゾウクンノサンポ シ なかのひろたか なかのひろたか 福音館 1983/11/

そうげんのとり ソウゲンノトリ さ 藪内 正幸 福音館 1974/10/25

ぞうさん ゾウサン さ まど みちお フレーベル館 1963/11/10

ぞうさんとねずみくん ゾウサントネズミクン シ なかえよしを 上野紀子 ポプラ社 1982/4/

蔵敷こども太鼓連
ゾウシキコドモタイコレ

ン
1-2地域紙 20周年記念編集委員 2013/11/24

ぞうのボタン ゾウノボタン さ 上野 紀子 冨山房 1975/3/20

そうべいごくらくへゆく ソウベイゴクラクヘユク シ 田島征彦 田島征彦 童心社 1997/11/

そうべいごくらくへゆく ソウベイゴクラクヘユク シ 田島征彦 田島征彦 童心社 1979/8/1

創立30周年記念誌いろ

えんぴつ

ソウリツ30シュウネンキ

ネンシイロエンピツ
1-2地域紙 宮前区子ども会連合会 2012/11/25
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創立40周年記念誌菅生

中学校

ソウリツ40シュウネンキ

ネンシスガオチュウガッ

コウ

1-2地域紙 菅生中学校 菅生中学校 2013/11/22

続ふるさとを想う ゾクフルサトヲオモウ 1-2地域紙 鵜飼雄 鵜飼雄 2002/7/5

続ふるさとを想う ゾクフルサトヲオモウ 1-2地域紙 鵜飼雄 鵜飼雄 2002/7/5

そこがちょっとちがうん

だ

ソコガチョットチガウン

ダ
さ 今江 祥智 杉浦 範茂 文研出版

そして五人がいなくなる
ソシテゴニンガイナクナ

ル
児 はやみね かおる 村田 四郎 講談社 1994/2/15

そらいろのたね ソライロノタネ シ 中川李枝子 大村百合子 福音館 2011/7/

そらいろのたね ソライロノタネ シ 中川李枝子 大村百合子 福音館 1980/12/

そらとぶセーターくん ソラトブセータークン さ 山脇 恭 中沢 正人 偕成社 1994/2

そらにかえれたおひさま ソラニカエレタオヒサマ さ ミラ・ギンズバーグ ホセ・アルエーゴ/エーリアン・デューイ さくま ゆみこ アリス館 1984/1/31

そらになったかがみ ソラニナッタカガミ さ 住井 すゑ/ハタオ 河出書房 1983/6/1

そらまめくんのぼくのい

ちにち

ソラマメクンノボクノイ

チニチ
さ なかや みわ なかや みわ 小学館 2006/7/10

そらをとんだけいこのあ

やとり

ソラヲトンダケイコノア

ヤトリ
児 山脇百合子 山脇百合子 福音館 1985/6/10

そりあそび ソリアソビ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1980/12/

そりあそび ばばばあ

ちゃんのはなし

ソリアソビ バババア

チャンノハナシ
さ さとう わきこ さとう わきこ 福音館 1994/10/15

ソリちゃんのチュソク ソリチャンノチュソク さ イ・オクベ イ・オクベ みせ けい セーラー出版 2000/12/31

それいけ！アンパンマン ソレイケ！アンパンマン シ やなせ たかし やなせ たかし フレーベル館 1975/11
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それって保育の常識です

か？

ソレッテホイクノジョウ

シキデスカ？
1-1児童館 柴田愛子 鈴木出版 2014/4/11

それはすばらしいなつの

あるひ

ソレハスバラシイナツノ

アルヒ
さ 新沢 としひこ あべ 弘士 ひかりのくに

そんなときはなんてい

う？

ソンナトキハナンテイ

ウ？
さ S・ジョリスン M・センダック 谷川 俊太郎 岩波書店 1979/11/19


