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野外活動 ヤガイカツドウ 2-2あそび 小手龍雄 神奈川県立青少年センター 1984/3/

野外ゲーム合唱・ダンス
ヤガイゲームガッショ

ウ・ダンス
1-1キャンプ 岡野 伊與次/後藤敏夫 文教書院 1984/7/25

矢上川流域マップ
ヤガミガワリュウイキ

マップ
1-2地域紙 矢上川で遊ぶ会 矢上川で遊ぶ会 1999/3

夜間の行事や集い
ヤカンノギョウジヤツド

イ
1-1キャンプ 岡野 伊與次/後藤敏夫 文教書院 1984/7/25

やきいもたいかい ヤキイモタイカイ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1994/1/1

ヤギとライオン ヤギトライオン や 内田 莉莎子 むかい ながまさ すずき出版 1991/11/20

薬膳健康百科
ヤクゼンケンコウヒャッ

カ
1-3クッキング 社会保険法規研究会 健康保険組合 1982/7

やさい ヤサイ や 平山 和子 福音館 1977/10/1

やさいのうんどうかい

おおさわぎ

ヤサイノウンドウカイ

オオサワギ
や さくら ともこ 吉村 司 ＰＨＰ研究所 1990/8/31

やさいのおにたいじ ヤサイノオニタイジ や つるたようこ つるたようこ 福音館 2016年2月

やさしい 科学者のこと

ばと論語

ヤサシイ カガクシャノ

コトバトロンゴ
や 藤島 昭 朝日学生新聞社 2017/6/30

やさしい たんぽぽ ヤサシイ タンポポ や 安房 直子 南塚 直子 小峰書店 1985/9/24

やさしいあやとり ヤサシイアヤトリ 2-2おりがみ・あやとり 武内元代 池田書店 1985/4/20

やさしいあやとり遊び ヤサシイアヤトリ遊ビ 2-2おりがみ・あやとり 野口 広 吾桐書院 1987/9

やさしい動く折り紙 ヤサシイウゴクオリガミ 2-2おりがみ・あやとり 水原葵 梧桐書院

やさしいおおかみ ヤサシイオオカミ や ペーター・ニックル ユゼフ・ウィルコン 佐々木 元 フレーベル館 1983/1

やさしい川崎の地名(上)
ヤサシイカワサキノチメ

イ(ジョウ)
1-2地域紙 日本地名研究所 川崎市 2010/3/
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1-2地域紙 日本地名研究所 川崎市 2010/3/

やさしい川崎の歴史
ヤサシイカワサキノレキ

シ
1-2地域紙 小塚光治 川崎歴史研究所 1970/5/1

やさしい川崎の歴史
ヤサシイカワサキノレキ

シ
1-2地域紙 小塚光治 川崎歴史研究所 1970/5/1

やさしい時間ぬくもりの

場所

ヤサシイジカンヌクモリ

ノバショ
1-2地域紙 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ 2015/10/28

やさしいね！ ヤサシイネ！ や メアリー・マーフィ ふじき やすこ フレーベル館 2004/5

やさしく作れて楽しい

ビーズ

ヤサシク作レテ楽シイ

ビーズ
2-1工作 日本ヴォーグ社 1982/4/19

やたらカラス ヤタラカラス シ ひろかわさえこ ひろかわさえこ あかね書房 1976/12/15

ヤチのおにんぎょう ヤチノオニンギョウ や Ｃ・センドレラ グロリア・カラスサン・バイベ ⾧谷川 四郎 ほるぷ出版 1976/9/20

やどかり ヤドカリ 3-3 鶴田 修 フレーベル館 1978/2

山あそび ヤマアソビ 2-2あそび 竹井史郎 小峰書店 1995/5/10

山野学園はワイナリー
ヤマノガクエンハワイナ

リー
1-1児童館 川田昇 テレビ朝日 1999/11/20

山のクリスマス ヤマノクリスマス 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 光吉夏弥 岩波書店
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山のこわい話・ふしぎな

話

ヤマノコワイハナシ・フ

シギナハナシ
1-1キャンプ 岡野 伊與次/後藤敏夫 文教書院 1984/7/25

やまのたけちゃん ヤマノタケチャン シ 石井桃子 深沢紅子 岩波書店 1967/4/15

やまのぼり ヤマノボリ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1973/5/10

やまのぼり ヤマノボリ シ さとうわきこ さとうわきこ 福音館 1973/5/10

やまんばのにしき ヤマンバノニシキ シ 松谷みよ子 瀬川康男 ポプラ社 1967/5/

やんすけと やんすけと

やんすけと

ヤンスケト ヤンスケト

ヤンスケト
や 永井 鱗太郎/梶山 俊夫 梶山 俊夫 三起商行 1988/5/20

ゆうかんなヒツジかい ユウカンナヒツジカイ や Ｄ・グリオリ 山口 文生 評論社 2000/11/20

ゆうきのおにたいじ ユウキノオニタイジ や 征矢 清 土橋 とし子 福音館 1997/1/31

ゆうちゃんのゆうは？ ユウチャンノユウハ？ や 神沢 利子/田畑 精一 童心社 1981/3/30

ゆうびんやさんはだれ？ ユウビンヤサンハダレ？ 児 ルース・エインワース 河本祥子 河本祥子 福音館 1997/11/20

ゆうびんやのくまさん ユウビンヤノクマサン シ フィービとセルビ・ウォージントン フィービとセルビ・ウォージントン まさきるりこ 福音館 1973/5/10

ゆかいなかえる ユカイナカエル シ ジュリエット・キーブス ジュリエット・キーブス 石井桃子 福音館 1973/5/10

ゆき ユキ や ユリ・シュルビッツ さくま ゆみこ あすなろ書房 1988/11/15

ゆき ユキ 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 1978/1/

ゆき ユキ 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 1978/1/

ゆきごんのおくりもの ユキゴンノオクリモノ や ⾧崎 源之助 岩崎 ちひろ 新日本出版社 1971/10/30

ゆきだるまのおきゃくさ

ま

ユキダルマノオキャクサ

マ
や ヤーノシュ 矢川 澄子 偕成社 1982/12

雪のおしろへいったウッ

レ

ユキノオシロヘイッタ

ウッレ
や エルサ・べスコム エルサ・べスコム 石井 登志子 徳間書店 2014/2/28

雪の写真家ベントレー
ユキノシャシンカベント

レー
や ジャクリーン・ブリックズ・マーティン メアリー・アゼアリアン 千葉 茂樹 ＢＬ出版 1999/12/23
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ゆきのひのうさこちゃん ユキノヒノウサコチャン シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1973/5/10

ゆきのひのうさこちゃん ユキノヒノウサコチャン シ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ 石井桃子 福音館 1956/12/1

ゆきのひのホネホネさん ユキノヒノホネホネサン シ にしむら あつこ にしむら あつこ 福音館 2000/12/1

ゆきのひのゆうびんやさ

ん

ユキノヒノユウビンヤサ

ン
や こいで たん こいで やすこ 福音館 1992/10/30

ゆきのひはあついあつい ユキノヒハアツイアツイ シ いわむらかずお いわむらかずお 至光社 1985/

ゆくえふめいのミルクや

さん

ユクエフメイノミルクヤ

サン
や ロジャー・デュボアサン ロジャー・デュボアサン 山下 明生 童話館 1997/11/5

ゆっくりおやすみ にじ

いろのさかな

ユックリオヤスミ ニジ

イロノサカナ
や マーカス・フィスター 谷川 俊太郎 講談社 2012/6/20

ゆめ ユメ や エヅラ＝ジャック＝キーツ エヅラ＝ジャック＝キーツ 木島 始 偕成社 1976/9

夢いっぱい笑顔はじける

稗原小

ユメイッパイエガオハジ

ケルヒエバラショウ
1-2地域紙 稗原総学校 稗原小学校 2005/10/29

ゆめみるピンピキ ユメミルピンピキ や 深見 春夫 深見 春夫 岩崎書店 1990/2/20

よあけ ヨアケ や ユリ―・シュルビッツ ユリ―・シュルビッツ 瀬田 貞二 福音館 1977/6/25

よいみみのこうま ヨイミミノコウマ や ささき たづ なかむら ゆき 女子パウロ会 1988/5/1

「よい子」が人を殺す
「ヨイコ」ガヒトヲコロ

ス
1-1児童館 尾木直樹 青灯社 2008/8/30

妖精たち 小人たち
ヨウセイタチ コビトタ

チ
や エルンスト・クライドルフ 矢川 澄子 童話屋 1982/11/29

よかったねねずみさん ヨカッタネネズミサン や ヘレン・ピアス まつおか きょうこ 童話屋 1984/11/20
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よかったねネッドくん ヨカッタネネッドクン や レミー・シャーリップ 八木田 宣子 偕成社 1969/8

よくぞごぶじで ヨクゾゴブジデ や ルドヴィッヒ・ベーメルマンス 江國 香織 ＢＬ出版 2010/10/20

よくわかる食物アレル

ギーの基礎知識

ヨクワカルショクモツア

レルギーノキソチシキ
1-3クッキング 宇理須厚雄 環境再生保全機構 2010/8

よこむいてにこっ ヨコムイテニコッ や 高畠 純 絵本館 1998/4

よじはん よじはん ヨジハン ヨジハン や ユン ソクチョン イ ヨンギュン かみや にじ 福音館 2007/5/25

よすけとふさ ヨスケトフサ シ 岸武雄 遠藤てるよ ポプラ社 1976/10/

よばわりやま ヨバワリヤマ シ 舟崎克彦 福田庄助 フレーベル館 1975/5/

よみがえる子どもの輝く

笑顔

ヨミガエルコドモノカガ

ヤクエガオ
1-1児童館 天野秀昭 すばる舎 2011/12/30

よもぎだんご ヨモギダンゴ や さとう わきこ 福音館 1987/3/1

よりぬきサザエさん１ ヨリヌキサザエサン１ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん１０ ヨリヌキサザエサン１０ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん１１ ヨリヌキサザエサン１１ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん１２ ヨリヌキサザエサン１２ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん１３ ヨリヌキサザエサン１３ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん２ ヨリヌキサザエサン２ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん３ ヨリヌキサザエサン３ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん４ ヨリヌキサザエサン４ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん５ ヨリヌキサザエサン５ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん６ ヨリヌキサザエサン６ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社
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よりぬきサザエさん７ ヨリヌキサザエサン７ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん８ ヨリヌキサザエサン８ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よりぬきサザエさん９ ヨリヌキサザエサン９ 漫画 ⾧谷川町子 ⾧谷川町子 姉妹社

よるくま ヨルクマ や 酒井 駒子 酒井 駒子 偕成社 1999/10

よるのともだち ヨルノトモダチ シ いわむらかずお いわむらかずお 至光社 1985/

よるのようちえん ヨルノヨウチエン や 谷川 俊太郎 中辻 悦子 福音館 1998/5/31


