
書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

タ―ちゃんとペリカン タ―チャントペリカン た ドン・フリーマン 西園寺 祥子 ほるぷ出版 1975/10/25

第2週バス旅行 ダイ2シュウバスリョコウ 1-1キャンプ 成美堂出版 1983/3/20

だいくとおにろく ダイクトオニロク シ 松井 直 赤羽 末吉 福音館 1962/6/1

だいこんどのむかし ダイコンドノムカシ た 渡辺 節子 二俣 英五郎 ほるぷ出版 1984/9/25

だいじょうぶ だいじょ

うぶ

ダイジョウブ ダイジョ

ウブ
た いとう ひろし いとう ひろし 講談社 1995/10/20

だいじょうぶ だいじょ

うぶ

ダイジョウブ ダイジョ

ウブ
た いとう ひろし いとう ひろし 講談社 1995/10/20

だいず ダイズ 3-3 瀬戸 照 フレーベル館 1985/3

だいすきぎゅっぎゅっ ダイスキギュッギュッ シ フィリス・ゲイシャイトー／ミム・グリーン デイヴィッド・ウォーカー 福本友美子 岩崎書店 1988/6/25

たいせつなこと タイセツナコト た マーガレット・ワイズ・ブラウン レナード・ワイスガード うちだ ややこ フレーベル館 2001/9

だいち ダイチ た 竹内 敏信 誠文堂 1984/12/20

だいちゃんとうみ ダイチャントウミ シ 太田大八 太田大八 福音館 2006/7/

大どろぼう くまさん ダイドロボウ クマサン あ ふりや かよこ ふりや かよこ 教育画劇 1993/6/10

大どろぼう くまさん ダイドロボウ クマサン あ ふりや かよこ ふりや かよこ 教育画劇 1993/6/10

太平記 タイヘイキ 4-2 平岩 弓枝 講談社 1994/7/15

たいへんなひるね タイヘンナヒルネ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1997/8/

たいへんなひるね タイヘンナヒルネ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1987/8/

タイムトラベラー

ウォーリーをおえ！

タイムトラベラー

ウォーリーヲオエ！
た マーティン・ハンドフォード 唐沢 則幸 フレーベル館

たいようとつきはなぜそ

らにあるの？

タイヨウトツキハナゼソ

ラニアルノ？
た エルフィンストーン・デイレル ブレア・レント 岸野 淳子 ほるぷ出版 1976/9/20

たいらむらの歩み タイラムラノアユミ 1-2地域紙



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

タオルでつくるぬいぐる

み

タオルデツクルヌイグル

ミ
2-1工作 服部まさ子 池田書店

たくさんのお月さま タクサンノオツキサマ た ジェームズ・サーバー ルイス・スロボドスキン 中川 千尋 徳間書店 1994/5/31

たけし・逸見の平成教育

委員会

タケシ・イツミノヘイセ

イキョウイクイインカイ
2-3なぞなぞ・クイズ フジテレビ出版 扶桑社 1992/12/20

竹で作るくふう タケデツクルクフウ 2-1工作 堂本 保 誠文堂 1988/7/25

竹取物語 タケトリモノガタリ 4-2 北 杜夫 講談社 1991/10/16

凧 タコ 2-1工作 齋藤忠夫 徳間書店 1972/12/10

たこのコータ タコノコータ た 星野 はしる 西川 おさむ ひさかたチャイルド

たこをあげる ひとまね

こざる

タコヲアゲル ヒトマネ

コザル
た マーガレット・レイ H・A・レイ 光吉 夏弥 岩波書店 1984/3/12

だじゃれ日本一周
ダジャレニホンイッシュ

ウ
た ⾧谷川 義史 理論社 2013/11

たたくとぽん タタクトポン シ 寺村輝夫 和歌山静子 あかね書房 1967/4/1

タッチⅤ タッチⅤ 1-2地域紙 タッチ編集委員会 鈴木恵子 1999/11/10

だってだってのおばあさ

ん

ダッテダッテノオバアサ

ン
た さの ようこ  フレーベル館 1976/4

DADDY'S NET ダディーズ ネット 1-1児童館 こどもの城 2009/3/1

たぬきのちょうちん タヌキノチョウチン た 浜田 廣介 いもと ようこ 白泉社 1996/6/30

たぬきむかし タヌキムカシ シ 吉沢和夫 福田庄助 ポプラ社 1969/2/5

たね タネ 3-3 鶴田 修 フレーベル館 1976/4

たのしいあやとり遊び タノシイアヤトリアソビ 2-2おりがみ・あやとり 瀬戸宙子 日本文芸社 1996/2/20

たのしいおやつ１（コ

ピー）

タノシイオヤツ１（コ

ピー）
1-3クッキング 1999/12/15



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

たのしいおやつ２（コ

ピー）

タノシイオヤツ２（コ

ピー）
1-3クッキング 1999/12/15

たのしいおりがみ135 タノシイオリガミ１３５ 2-2おりがみ・あやとり 榎本宜吉 永岡書店

たのしいおりがみいっぱ

い

タノシイオリガミイッパ

イ
2-2おりがみ・あやとり 水原葵 梧桐書院

楽しいキャンプ1～4 タノシイキャンプ1～4 1-1キャンプ 川崎市 教育委員会 1982/3/31

楽しいキャンプ歌集
タノシイキャンプカシュ

ウ
1-1キャンプ 成美堂出版 1977/6/10

楽しい切り紙あそび タノシイキリガミアソビ 2-2おりがみ・あやとり 小林一夫 ＰＨＰ研究所 2006/1/24

たのしいこうさくきょう

しつ

タノシイコウサクキョウ

シツ
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 1978/11/1

たのしい自由工作1・2

年生

タノシイジユウコウサク

1・2ネンセイ
2-1工作 成美堂出版 1997/

たのしいたのしいおりが

みの世界

タノシイタノシイオリガ

ミノセカイ
2-2おりがみ・あやとり 内海寛子 遊タイム出版

たのしいトランプ・ゲー

ム

タノシイトランプ・ゲー

ム
2-3 新星出版社編集部 新星出版社 1996/10/25

たのしい工作 タノシイ工作 2-1工作 公楽 工暉 小峰書店 1972/4/15

たのしい手あそびうた タノシイ手アソビウタ 2-2あそび 阿部 恵 ナツメ社 2010/4/20

旅の絵本 タビノエホン た 安野 光雅 福音館 1977/4/15

旅の絵本 タビノエホン た 安野 光雅 福音館 1977/4/15

旅の絵本Ⅱ タビノエホンⅡ た 安野 光雅 福音館 1978/10/15

たべものとくらし タベモノトクラシ た 岩崎 明 原 ゆたか ポプラ社 1978/4

多摩区⾧沢の歩み 創立

60周年

タマクナガサワノアユミ

ソウリツ60シュウネン
1-2地域紙 ６０周年記念誌編集委員会 2009/1/25



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

たまごのあかちゃん タマゴノアカチャン た かんざわ としこ やぎゅう げんいちろう 福音館 1987/4/1

だむのおじさんたち ダムノオジサンタチ シ 加古 里子 加古 里子 復刊ドットコム 2007/11/30

だるまちゃんとうさぎ

ちゃん

ダルマチャントウサギ

チャン
シ 加古里子 加古里子 福音館 1987/11/

だるまちゃんとうさぎ

ちゃん

ダルマチャントウサギ

チャン
シ 加古里子 加古里子 福音館 1989/12/

だるまちゃんとかみなり

ちゃん

ダルマチャントカミナリ

チャン
シ 加古里子 加古里子 福音館 1986/8/

だるまちゃんとてんぐ

ちゃん

ダルマチャントテング

チャン
シ 加古里子 加古里子 福音館 1986/8/

だるまちゃんとてんぐ

ちゃん

ダルマチャントテング

チャン
シ 加古里子 加古里子 福音館 1989/10/

だるまちゃんとてんじん

ちゃん

ダルマチャントテンジン

チャン
シ 加古里子 加古里子 福音館 1989/10/

だるまちゃんととらのこ

ちゃん

ダルマチャントトラノコ

チャン
シ 加古里子 加古里子 福音館 1976/8/

だれでもできる手品事典
ダレエモデキルテジナジ

テン
2-3なぞなぞ・クイズ 佐藤弘道 学習研究社 1992/7/17

だれだかわかるかい？

むしのかお

ダレダカワカルカイ？

ムシノカオ
た 今森 光彦 福音館 1991/8/1

だれのうちかな ダレノウチカナ シ Ｈ・Ａ・レイ 石竹光江 文化出版局 1953/12/10

だれもが力いっぱい生き

ていくために

ダレモガチカライッパイ

イキテイクタメニ
1-2地域紙 川崎市ふれあい館 川崎市ふれあい館 2008/6

たろうのひっこし タロウノヒッコシ シ 村山桂子 堀内誠一 福音館 1976/8/



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

だんごだんごどこいった ダンゴダンゴドコイッタ た 太田 大八 大江 ちさと トモ企画 1988/2/10

だんごむしと恐竜のレプ

トぼうや

ダンゴムシトキョウリュ

ウノレプトボウヤ
た 松岡 達英 小学館 2003/8/10

たんじょうびのおくりも

の

タンジョウビノオクリモ

ノ
た ブルーノ・ムナーリ 谷川 俊太郎 フレーベル館 2011/8

たんじょうびのごちそう タンジョウビノゴチソウ た 木村 裕一 黒井 健 偕成社 1985/3

たんじょうびのふしぎな

てがみ

タンジョウビノフシギナ

テガミ
た エリック・カール エリック・カール もり ひさし 偕成社 1978/11

タンタンチベットをゆく タンタンチベットヲユク た エルジェ 川口 恵子 福音館 1983/11/25

タンタンのずぼん タンタンノズボン シ いわむらかずお いわむらかずお 偕成社 1964/6/1

タンタンのハンカチ タンタンノハンカチ シ いわむらかずお いわむらかずお 偕成社 1964/6/1

タンタンのぼうし タンタンノボウシ シ いわむらかずお いわむらかずお 偕成社 1982/5/31

タンタンのぼうし タンタンノボウシ シ いわむらかずお いわむらかずお 偕成社 1982/5/1

ダンデライオン ダンデライオン た ドン・フリーマン アーサー・ビナード 福音館 2005/2/25

たんとタヌキ タントタヌキ シ ひろかわさえこ ひろかわさえこ あかね書房 1967/4/1

たんぽぽ タンポポ 3-3 木下 亮 フレーベル館 1979/2

地域安全マップ作製マ

ニュアル

チイキアンゼンマップサ

クセイマニュアル
1-1児童館 小宮 信夫 川崎市安全・安心まちづくり委員会

地域と時代と共に チイキトジダイトトモニ 1-2地域紙 町田尭順 町田尭順 2007/3

ちいさいおうち チイサイオウチ シ バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン 石井桃子 岩波書店 1976/6/1

ちいさいおうち チイサイオウチ シ バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン 岩波書店 1989/4/

ちいさいきかんしゃ チイサイキカンシャ シ ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー 渡辺茂男 福音館 1976/8/



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

ちいさいしょうぼうじど

うしゃ

チイサイショウボウジド

ウシャ
シ ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー 渡辺茂男 福音館 2005/10/

ちいさいひこうき チイサイヒコウキ シ ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー 渡辺茂男 福音館 1982/9/

ちいさいヨット チイサイヨット シ ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー 渡辺茂男 福音館 1982/9/

ちいさいロッタちゃん チイサイロッタチャン 児 リンドグレーン ヴィークランド 山室静 偕成社 1985/8/

ちいさいろば チイサイロバ シ ルース・エインワース 酒井信義 石井桃子 福音館 1977/12/

ちいさな ピョン チイサナ ピョン た 串井 てつお 串井 てつお 講談社 2002/5/20

小さなあなたへ チイサナアナタヘ た アリスン・マギー ピーター・レイノルズ なかがわ ちひろ 主婦の友社 2008/4/10

ちいさなうさこちゃん チイサナウサコチャン シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1977/12/

ちいさなうさこちゃん チイサナウサコチャン シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1987/8/

ちいさなおうち チイサナオウチ た バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン いしい ももこ 岩波書店 1965/12/10

ちいさなさかな チイサナサカナ シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1987/8/

小さなしょうぼうしゃ チイサナショウボウシャ た グレアム・グリーン エドワード・アーディゾーニ 阿川 弘之 文化出版 1975/11/20

小さな小さなキツネ チイサナチイサナキツネ た 鈴木 義治 ⾧崎 源之助 国土社 1973/3/5

小さな小さなぬいぐるみ
チイサナチイサナヌイグ

ルミ
2-1工作 石川とよ子 グラフ社

ちいさなねこ チイサナネコ シ 石井桃子 横内襄 福音館 1972/7/1

小さな乗合い馬車 チイサナノリアイバシャ た グレアム・グリーン エドワード・アーディゾーニ 阿川 弘之 文化出版 1976/3/15

ちいさなヒッポ チイサナヒッポ た マーシャ・ブラウン 内田 莉莎子 偕成社 1984/1

ちいさなふるいじどう

しゃ

チイサナフルイジドウ

シャ
た マリー・ホール・エッツ 田辺 五十鈴 冨山房 1976/1/25

小さなローラー チイサナローラー た グレアム・グリーン エドワード・アーディゾーニ 阿川 弘之 文化出版 1976/3/15

小さなローラー チイサナローラー た グレアム・グリーン エドワード・アーディゾーニ 阿川 弘之 文化出版 1976/3/15

チーム力アップに役立つ

20のヒント

チームリョクアップニヤ

クダツ20ノヒント
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 2010/10



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

チーム力アップに役立つ

20のヒント

チームリョクアップニヤ

クダツ20ノヒント
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 2010/10

ちか１００かいだてのい

え

チカ１００カイダテノイ

エ
か 岩井 敏雄 偕成社 2009/11

ちからたろう チカラタロウ シ 今井祥智 田島征三 ポプラ社 1967/7/10

ちきゅう チキュウ シ ヒルデ・ハイドゥック・フート 佐久間彪 至光社 1996/10/10

地球 その中をさぐろう
チキュウ ソノナカヲサ

グロウ
児 加古 里子 加古 里子 福音館 1975/1/20

ちのはなし チノハナシ た 堀内 誠一 堀内 誠一 福音館 1978/10/25

ちびくろさんぼ チビクロサンボ シ ヘレン・バンナーマン フランク・ドビアス 光吉夏弥 瑞雲舎 2002/11/15

ちびくろさんぼ チビクロサンボ シ ヘレン・バンナーマン フランク・ドビアス 光吉夏弥 瑞雲舎 1989/12/1

ちびくろさんぼ2 チビクロサンボ2 シ ヘレン・バンナーマン 岡部冬彦 光吉夏弥 瑞雲舎 1995/10/20

ちびくろさんぼ3 チビクロサンボ3 シ ヘレン・バンナーマン かもなおき こじまよしみ 瑞雲舎 1984/7/1

ちびゴリラのちびちび チビゴリラノチビチビ た ルース・ボーンスタイン 岩田 みみ ほるぷ出版 1978/8/10

ちびすけペンギンものが

たり

チビスケペンギンモノガ

タリ
た オードリー・ウッド オードリー・ウッド 遠藤 育枝 ブックローン出版 1994/1/20

チビねずくんのあつーい

いちにち

チビネズクンノアツーイ

イチニチ
た ダイアナ・ヘンドリー ジェーン・チャップマン くぼしま りお ポプラ社 2001/5

チビねずくんのながーい

よる

チビネズクンノナガーイ

ヨル
た ダイアナ・ヘンドリー ジェーン・チャップマン くぼしま りお ポプラ社 2000/10

チビねずくんのながーい

よる

チビネズクンノナガーイ

ヨル
た ダイアナ・ヘンドリー ジェーン・チャップマン くぼしま りお ポプラ社 2000/10

チムとゆうかんなせん

ちょうさん

チムトユウカンナセン

チョウサン
た エドワード・アーディゾーニ 瀬田 貞二 福音館 1963/6/1

チムのいぬタウザー チムノイヌタウザー た アーディゾーニ アーディゾーニ 神宮 輝夫 偕成社 1968/12



書    名 フリガナ 配架 文 絵 訳    者 出 版 社 初版

チムひとりぼっち チムヒトリボッチ た アーディゾーニ アーディゾーニ 神宮 輝夫 偕成社 1968/12

ちゃぼのバンタム チャボノバンタム た ルイーズ・ファティオ ロジャー・デュボアザン 乾 侑美子 童話館 1995/9/20

中学生 ポケット歌集
チュウガクセイ ポケッ

トカシュウ
1-1キャンプ 音楽之友社 1974/3/10

中高生世代居場所からの

1・2・3

チュウコウセイセダイイ

バショカラノ1・2・3
1-1児童館 こどもの城 2009/3/1

ちょう チョウ 3-3 吉岡 和洋 フレーベル館 1978/2

ちょうちょのために ド

アをあけよう

チョウチョノタメニ ド

アヲアケヨウ
た ルース・クラウス モーリス・センダック 木坂 涼 岩波書店 2018/5/17

千代紙の人形と折り紙
チヨガミノニンギョウト

オリガミ
2-1工作 真田武夫 雄鶏社 1973/6/30

ちょっぺいじいさん チョッペイジイサン た すとう あさえ アンヴィル奈宝子 文研出版 2010/10/30

チラホラもりのはいしゃ

さん

チラホラモリノハイシャ

サン
た 舟崎 克彦 黒井 健 ポプラ社 1990/11

月おとこ ツキオトコ た トミー・ウンゲラー たむら りゅういち/あそう くみ 評論社 1978/7/10

月のしかえし ツキノシカエシ た ジョーン・エイキン アラン・リー 井熊 葉子 徳間書店 1995/11/30

つきのばんのさよなら ツキノバンノサヨナラ た 中川 正文 太田 大八 福音館 1975/12/1

つきへいったら ツキヘイッタラ た クロウディア・ルイス レオナード・ワイスガード 藤枝 澪子 福音館 1969/7/1

月へミルクをとりにいっ

たねこ

ツキヘミルクヲトリニ

イッタネコ
た アルフレッド・スメードベルイ たるいし まこ ひしき あきらこ 福音館 1996/2/29

月夜の子ウサギ ツキヨノコウサギ た いわむら かずお クレヨンハウス 1996/9

つくってあそぼ ツクッテアソボ 2-1工作 菅原道彦 一声社 1983/3/29

作ってみようリサイクル

工作

ツクッテミヨウリサイク

ルコウサク
2-1工作 近藤芳弘 成美堂出版 2009/6/20

つぐみのひげの王さま ツグミノヒゲノオウサマ た モーリス・センダック 矢川 澄子 評論社 1979/12/10
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つぐみのひげの王さま ツグミノヒゲノオウサマ た フェリックス・ホフマン 大塚 勇三 ペンギン社 1978/10

つくるあそび ツクルアソビ 2-2あそび 池田茂 神奈川県立青少年センター 1987/3/

作ろう草玩具 ツクロウクサガング 1-1キャンプ 佐藤 邦昭 築地書館 2004/8/10

伝えよう学びの力
ツタエヨウマナビノチカ

ラ
1-2地域紙 菅生分館

伝えよう学びの力
ツタエヨウマナビノチカ

ラ
1-2地域紙 菅生分館

堤中納言物語
ツツミチュウナゴンモノ

ガタリ
4-2 干刈 あがた 講談社 1992/11/28

つなのうえのミレット ツナノウエノミレット た エミリー・アーノルド・マッカリ― エミリー・アーノルド・マッカリ― 津森 優子 文溪堂 2013/4

つばめ ツバメ 3-3 森上 義孝 フレーベル館 1976/4

ツバメの歌 ツバメノウタ シ アン・ノ−ラン・クラーク レオ・ポリティ 石井桃子 岩波書店 1976/10/

ツバメの歌 ツバメノウタ シ アン・ノ−ラン・クラーク レオ・ポリティ 石井桃子 岩波書店 1976/10/

つまんないつまんない ツマンナイツマンナイ た ヨシタケシンスケ ヨシタケシンスケ 白水社 2017/5/22

つよいのはだーれ ツヨイノハダーレ た 木村 裕一 奥田 怜子 偕成社 1984/10

つるちゃん ツルチャン た 金城 明美 金城 明美 文研 1997/4/20

つるにょうぼう ツルニョウボウ シ 神沢利子 井口文秀 ポプラ社 1967/6/25

徒然草 方丈記
ツレヅレグサ ホウジョ

ウキ
4-2 嵐山 光三郎/三木 卓 講談社 1992/4/17

手あそびうた35 テアソビウタ35 2-2おりがみ・あやとり 二階堂邦子 学事出版 1991/4/20

てあそびひろば テアソビヒロバ 2-2あそび 村山 貞夫 サンマーク 1991/3/1

ティッチ ティッチ た パット・ハッチンス いしい ももこ 福音館 1976/6/30

でこちゃん デコチャン た つちだ のぶこ つちだ のぶこ ＰＨＰ研究所 2000/1/10

手づくりおもちゃ テヅクリオモチャ 2-1工作 肥田埜孝司 永岡書店 1974/9/5

手づくり工作 テヅクリコウサク 2-2あそび 石黒国久 神奈川県立青少年センター 1980/3/
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手づくりの遊び場 テヅクリノアソビバ 2-2あそび ポール・ホーガン 古谷誠治・奥貫隆 鹿島出版会 1977/2/28

手づくりの和菓子 テヅクリノワガシ 1-3クッキング 伊藤玲子 家の光協会 1998/10/1

手づくりプレイマップ

PartⅡ

テヅクリプレイマップ

PartⅡ
2-2あそび 秋津和雄 神奈川県立青少年センター 1993/3/

鉄腕アトム１ テツワンアトム１ 漫画 手塚治虫 講談社 1979/10/20

でてこいチューリップ デテコイチューリップ た いもと ようこ いもと ようこ 金の星社 1982/6

てぶくろ テブクロ た エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ うちだ りさこ 福音館 1965/11/1

手袋人形 テブクロニンギョウ 2-1工作 高田千鶴子 グラフ社 1979/1/31

テリーさんの魔法のはさ

み１ チョキチョキ

KIDS

テリーサンノ魔法ノハサ

ミ１ チョキチョキKIDS
2-1工作 テリー・スザーン 岩崎書店 1998/8/18

手をつなぐ児童館と母親

クラブ

テヲツナグジドウカント

ハハオヤクラブ
1-1児童館 児童健全育成推進財団 鈴木 綾 児童健全育成推進財団 2008/3/31

手をつなぐ児童館と母親

クラブ

テヲツナグジドウカント

ハハオヤクラブ
1-1児童館 児童健全育成推進財団 鈴木 綾 児童健全育成推進財団 2008/3/31

でんぐりでんぐり デングリデングリ た くろい けん あかね書房 1982/3

でんしゃ デンシャ シ 交通新聞社 1975/3/1

伝承あそびの教室
デンショウアソビノキョ

ウシツ
2-2あそび 田中邦子 一声社 1983/11/12

伝承おりがみ２ デンショウオリガミ２ 2-2おりがみ・あやとり 福音館 1984/5/

伝承おりがみ４ デンショウオリガミ４ 2-2おりがみ・あやとり 福音館 1995/6/

天動説の本 テンドウセツノホン 児 安野 光雅 福音館 1979/8/5

てんとうむし テントウムシ 3-3 鶴田 修 フレーベル館 1976/3

天の火をぬすんだウサギ
テンノヒヲヌスンダウサ

ギ
た ジョアンナ・トゥローン 山口 文生 評論社
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天までとどけ テンマデトドケ た 吉田 絃二郎 シーズ 1986/5/1

てんりゅう テンリュウ た しろた のぼる きたじま しんぺい 岩崎書店 1971/10/25

てんりゅう テンリュウ た ピーター・レイノルズ 谷川 俊太郎 あすなろ書房 2004/1/20

でんわでおはなし デンワデオハナシ た 五味 太郎 絵本館 1980/4

トゥートとパドル いち

ばんすごいプレゼント

トゥートトパドル イチ

バンスゴイプレゼント
た ホリー・ホビー 二宮 由紀子 ＢＬ出版 2000/9/1

東海道中膝栗毛
トウカイドウチュウヒザ

クリゲ
4-2 村松 ともみ 講談社 1992/8/15

とうさんまいご トウサンマイゴ た 五味 太郎 五味 太郎 偕成社 1983/7

とうさんまいご トウサンマイゴ た 五味 太郎 五味 太郎 偕成社 1983/7

どうしてカはみみのそば

でぶんぶんいうの？

ドウシテカハミミノソバ

デブンブンイウノ？
た ヴェルナ・アールデマ レオ・ディロン/ダイアン・ディロン 八木田 宣子 ほるぷ出版 1976/9/20

東泉寺上 トウセンジジョウ 1-2地域紙 高津図書館友の会郷土史研究部 高津図書館友の会郷土史研究部 1988/12/1

どうぞのいす ドウゾノイス た 香山 美子 柿本 幸造 ひさかたチャイルド 1981/11

どうなってるの こう

なってるの

ドウナッテルノ コウ

ナッテルノ
た 鈴木 まもる 鈴木 まもる 金の星社 1992/9

どうなるどうなる ドウナルドウナル 2-3なぞなぞ・クイズ 多湖輝 学習研究社 1988/10/28

どうぶつ ドウブツ シ むらかみつとむ ベネッセ 1954/9/1

どうぶつ① ドウブツ① 3-3 日本学校図書 1990/9

どうぶつ① ドウブツ① 3-3 日本学校図書 1990/9

どうぶつ会議 ドウブツカイギ シ エーリヒ・ケストナー ワルター・トリーヤ 光吉夏弥 岩波書店 1979/5/1

どうぶつサーカスだん ドウブツサーカスダン た 五味 太郎 リブロポート 1985/5/20

どうぶつニュースの時間
ドウブツニュースノジカ

ン
た あべ 弘士 理論社
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どぶつのこどもたち ドウブツノコドモタチ シ サムエル・マルシャーク チャルー 石井桃子 岩波書店 1979/5/1

動物はむれで生きる ドウブツハムレデイキル た マーク・ランバート/ジョン・ウィリアムズ セシリア・フィッツシモンズ ほるぷ出版 1991/8/15

童話の花束 ドウワノハナタバ 2-3 JXホールディングス

童話の花束 ドウワノハナタバ 2-3 JXホールディングス

とおいとこへいきたいな トオイトコヘイキタイナ た モーリス・センダック 神宮 輝夫 冨山房 1978/11/24

どうぶつえんのいっしゅ

うかん

ドオウブツエンノイッ

シュウカン
児 斉藤洋 高畠純 講談社 1988/8/6

トーマスはトラの先生さ
トーマスハトラノセンセ

イサ
た ロバート・フローマン ロナルド・フリッツ 久米 みのる 岩崎書店

ドームがたり ドームガタリ た アーサー・ビナード スズキコージ 玉川大学出版部 2017/3/20

時計作りのジョニー トケイヅクリノジョニー た エドワード・アーディゾーニ あべ きみこ こぐま社 1998/7/1

とけいのほん① トケイノホン① た まつい のりこ 福音館 1993/3/10

とこちゃんはどこ トコチャンハドコ シ 松岡亨子 加古里子 福音館 1976/3/1

とこてく トコテク た 谷川 俊太郎 奥山 民枝 クレヨンハウス 2004/11

とことんワニ トコトンワニ シ ひろかわさえこ ひろかわさえこ あかね書房 1972/11/10

都市の遊び場 トシノアソビバ 2-2あそび アレン・オブ・ハートウッド卿夫人 大村虔一・大村璋子 鹿島出版会 1973/4/10

どしゃぶりのひに ドシャブリノヒニ シ 木村祐一 あべ弘士 講談社 1982/2/

図書館に児童室ができた

日 アン・キャロル・

ムーアのものがたり

トショカンニジドウシツ

ガデキタヒ アン・キャ

ロル・ムーアノモノガタ

リ

た ジャン・ピンボロー デビ―・アトウェル 張替 恵子 徳間書店 2013/8/31

としょかんライオン トショカンライオン た ミシェル・ヌードセン ケビン・ホークス 福本 友美子 岩崎書店 2007/4/20

とだな トダナ 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 1983/4/1

ドタバタ・クリスマス ドタバタ・クリスマス た トミー・デ・パオラ トミー・デ・パオラ 岸田 怜子 佑学社 1981/12/10
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ドタバタぱあティー ドタバタパアティー 漫画 いしいひさいち いしいひさいち 双葉社 1980/12/15

となりのトトロ トナリノトトロ た 中川 李枝子   宮崎 駿 徳間書店 1988/2/29

とにかくさけんでにげる

んだ わるい人から身を

まもる本

トニカクサケンデニゲル

ンダ ワルイヒトカラミ

ヲマモルホン

た ベティー・ボガホールド 河原 まり子 安藤 由紀 岩崎書店 1999/2/10

どの絵本読んだらいいで

すか？

ドノエホンヨンダライイ

デスカ？
その他 向井 ゆか かもがわ出版 2019/1/15

どの子も輝くイベント
ドノコモカガヤクイベン

ト
2-2あそび 秋津和雄 神奈川県立青少年センター 1993/3/

とのさまばった トノサマバッタ 3-3 赤 勘兵衛 フレーベル館 1979/2

とべバッタ トベバッタ た 但馬 征三 偕成社 1988/7/1

とまと トマト 3-3 瀬戸 照 フレーベル館 1983/5

トマトさん トマトサン た 田中 清代 福音館 2002/7/1

トムテ トムテ た ヴィクトール＝リードベリ ハラルド＝ウィーベリ 山内 清子 偕成社 1979/11

ともだち トモダチ 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 1976/12/1

ともだち トモダチ 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 1981/8/

ともだちほしいなおおか

みくん

トモダチホシイナオオカ

ミクン
た さくらともこ いもとようこ 岩崎書店 1986/7/31

ドライアイスであそぼう ドライアイスデアソボウ 3-2 板倉聖宣 藤沢千之 大画としゆき 国土社 1990/11/5

とらっくとらっくとらっ

く

トラックトラックトラッ

ク
シ 渡辺茂男 山本忠敬 福音館 1996/9/

とらとおじいさん トラトオジイサン た アルビン・トレセルト 光吉 夏弥 大日本図書 1983/2/28

とらとふえふき トラトフエフキ た 金恵 京 木村 昭平 福武書店 1983/5/5

とらねことじじちゃん トラネコトジイチャン た 梅田俊作 梅田俊作 ポプラ社 1980/2/
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とらねこビスケット トラネコビスケット た ベッキー・ブルーム パスカル・ビエット 小宮 悦子 小学館 2000/12/10

トラベッド トラベッド た 角野 栄子 スズキコージ 福音館 1994/6/30

トランプひとり遊び88

選

トランプヒトリアソビ８

８セン
2-3 野崎昭弘 朝日新聞 1990/12/20

とり トリ シ 高野伸二 安徳瑛 福音館 1954/12/10

とり トリ シ 高野伸二 安徳瑛 福音館 1954/12/11

とり トリ 3-3 日本学校図書 1990/9

とりかえっこ トリカエッコ た さとう わきこ 二俣 英五郎 ポプラ社 1978/6/1

とりかえっこをしたトー

ベルとヤーゲル

トリカエッコヲシタトー

ベルトヤーゲル
た にしかわ おさむ フレーベル館 1977/6/1

とりかえばや物語 トリカエバヤモノガタリ 4-2 田辺 聖子 講談社 1993/7/27

どろだんご ドロダンゴ た たなか よしゆき のさか ゆうさく 福音館 1989/7/1

どろぼうがっこう ドロボウガッコウ シ 加古里子 加古里子 偕成社 1982/5/31

どろぼうがっこう ドロボウガッコウ シ 加古里子 加古里子 偕成社 1982/5/31

どろぼうがっこう ドロボウガッコウ シ 加古里子 加古里子 偕成社 1982/5/31

どろぼうがっこうぜんい

んだつごく

ドロボウガッコウゼンイ

ンダツゴク
シ 加古里子 加古里子 偕成社

どろぼうがっこうだいう

んどうかい

ドロボウガッコウダイウ

ンドウカイ
シ 加古里子 加古里子 偕成社 1986/7/1

どろぼうとおんどりこぞ

う

ドロボウトオンドリコゾ

ウ
た ナニー・ホグロギアン ナニー・ホグロギアン はら しょう アリス館 1976/3/20

どろんこおそうじ ドロンコオソウジ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1954/12/12

どろんこおそうじ ドロンコオソウジ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1978/6/10

どろんこハリー ドロンコハリー シ ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム 渡辺茂男 福音館 1982/3/1
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どんくまさんとおたん

じょうび

ドンクマサントオタン

ジョウビ
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1985/

どんくまさんとおたん

じょうび

ドンクマサントオタン

ジョウビ
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1985/

どんくまさんどーんどー

ん

ドンクマサンドーンドー

ン
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1996/10/10

どんくまさんにふゆがく

る

ドンクマサンニフユガク

ル
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1983/

どんくまさんにふゆがく

る

ドンクマサンニフユガク

ル
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1985/

どんくまさんのかわのた

び

ドンクマサンノカワノタ

ビ
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1983/

どんくまさんのこもりう

た

ドンクマサンノコモリウ

タ
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1976/

どんくまさんのぱん ドンクマサンノパン シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1982/

どんくまさんはゆうびん

やさん

ドンクマサンハユウビン

ヤサン
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1985/

どんくまさんぶるぶる ドンクマサンブルブル シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1984/

どんくまさんほめられる ドンクマサンホメラレル シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1990/

どんくまさんみなみのし

まへ

ドンクマサンミナミノシ

マヘ
シ 柿本幸造 蔵冨千鶴子 至光社 1996/10/10

どんぐり ドングリ 3-3 米津 景太 フレーベル館 1983/9

どんぐり とんぽろりん ドングリ トンポロリン た 武鹿 悦子 柿本 幸造 ひさかたチャイルド 2008/10
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どんぐりぼうやのぼうけ

ん

ドングリボウヤノボウケ

ン
た エルサ・べスコム エルサ・べスコム 石井 登志子 童話館 1997/10/13

とんでいったおなべ トンデイッタオナベ シ 神沢利子 いわむらかずお チャイルド社 1963/10/1

とんとんとんの こもり

うた

トントントンノ コモリ

ウタ
た いもと ようこ いもと ようこ 講談社 1999/7/21


