
児童書（書名による五十音リスト）

五十音 ＮＯ 蔵書番号 書名 著者名 出版者
あ 1 0000003749 あ、きこえたよ ＰＨＰにこにこえほん 堤江実:文 ＰＨＰ研究所
あ 2 0000136275 アーネスト・サトウ 女王陛下の外交官 時代を動かした人々 古川薫:著 小峰書店
あ 3 0000144956 ああ保戸島国民学校 文研じゅべにーる 小林しげる:作 文研出版
あ 4 0000042457 ああ無情 少年少女世界名作の森 1 ビクトル・ユゴー:〔著〕 集英社
あ 5 0000131250 ああ無情 少年少女世界名作の森 １ ビクトル・ユゴー:〔著〕 集英社
あ 6 0000187799 アーモンド ソンウォンピョン:著 祥伝社
あ 7 0000044925 アーモンド入りチョコレートのワルツ 森絵都:作 講談社
あ 8 0000064576 あいうえお
あ 9 0000063040 あいうえお あ～そ あかちゃんのためのえほん ４ いもとようこ:絵 講談社
あ 10 0000063461 あいうえお た～ほ あかちゃんのためのえほん ５ いもとようこ:絵 講談社
あ 11 0000063412 あいうえお ま～ん あかちゃんのためのえほん ６ いもとようこ:絵 講談社
あ 12 0000011098 あいうえおうさま 寺村輝夫:文 理論社
あ 13 0000014209 あいうえおえほん はじめてのもじ・ことばシリーズ ２ 冬野いちこ:絵 学研
あ 14 0000156497 あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川俊太郎:文 さ・え・ら書房
あ 15 0000064725 あいうえおでカチャウ！ ３歳から ディズニーブックス 講談社
あ 16 0000004747 あいうえおのえほん いもとようこ:え 金の星社
あ 17 0000026203 あいうえおの本 安野光雅:〔作〕 福音館書店
あ 18 0000026419 あいうえおばけ ことばの先生のことばあそび絵本 あべこうじ:ぶん 少年写真新聞社
あ 19 0000042861 あいうえおばけだぞ 45 Monsters 五味太郎:作 絵本館
あ 20 0000003608 あいうえおはよう にしまきかやこ:作・絵 こぐま社
あ 21 0000022152 あいさつ つくばシリーズ 大越和孝:作 太平出版社
あ 22 0000023051 あいさつ団長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしながこうたく:さく 長崎出版
あ 23 0000136929 愛された団地犬ダン 目の見えない犬、小学校の石像になる 関朝之:作 ハート出版
あ 24 0000015586 あいしているから 評論社の児童図書館・絵本の部屋 マージョリー・ニューマン:ぶん 評論社
あ 25 0000019224 あいしてくれてありがとう 絵本の時間 ４９ 宮西達也:作絵 ポプラ社
あ 26 0000018465 アイスキャンデーの木 そうえんしゃハッピィぶんこ ５ いっしきえつこ:さく 草炎社
あ 27 0000007120 アイスクリームがふってきた くまたくんのえほん ３ わたなべしげお:さく あかね書房
あ 28 0000024828 アイスクリームごっこ？ おはなしボンボン ３ 二宮由紀子:作 ポプラ社
あ 29 0000033290 あいたかったよ、カネチン 童話だいすき ８ 林洋子:作 岩崎書店
あ 30 0000184440 あいたくなっちまったよ ポプラ社の絵本 43 きむらゆういち:作 ポプラ社
あ 31 0000184606 アイちゃんのいる教室6年1組にじ色クラス 高倉正樹:ぶん・しゃしん 偕成社
あ 32 0000186247 会津士魂 1 早乙女貢:著 新人物往来社
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あ 33 0000022947 あいつもともだち 内田麟太郎:作 偕成社
あ 34 0000043547 アイデア室内あそび160 友だち発見! 1 日本レクリエーション協会:監修 学研
あ 35 0000132993 アイデア室内あそび160 友だち発見! 2 日本レクリエーション協会:監修 学研
あ 36 0000132985 アイデア室内あそび160 友だち発見! 3 日本レクリエーション協会:監修 学研
あ 37 0000046607 アイデア室内あそび１６０ 友だち発見！ ４ 日本レクリエーション協会:監修 学研
あ 38 0000050740 愛と死 アイドルブックス 33 武者小路実篤:著 ポプラ社
あ 39 0000031518 愛と友情のゴリラ マジック・ツリーハウス １３ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
あ 40 0000130989 愛の一家 あるドイツの冬物語 福音館文庫 Ｓ－６１ アグネス・ザッパー:作 福音館書店
あ 41 0000136770 愛の童話集 若い人の絵本 宮沢賢治:著 童心社
あ 42 0000130880 愛のメルヘン　ギリシャ神話 １ 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 43 0000126805 愛のメルヘン ギリシャ神話 10 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 44 0000151316 愛のメルヘン ギリシャ神話 11 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 45 0000127605 愛のメルヘン ギリシャ神話 2 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 46 0000126797 愛のメルヘン ギリシャ神話 3 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 47 0000126763 愛のメルヘン ギリシャ神話 4 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 48 0000171470 愛のメルヘン ギリシャ神話 5 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 49 0000145326 愛のメルヘン ギリシャ神話 6 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 50 0000126789 愛のメルヘン ギリシャ神話 7 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 51 0000130740 愛のメルヘン　ギリシャ神話 ８ 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 52 0000126771 愛のメルヘン ギリシャ神話 9 酒井友身:文 銀の鈴社
あ 53 0000016329 愛の若草物語 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
あ 54 0000131516 愛を米てにぎります?
あ 55 0000031880 あえないあなたへメッセージ とみたけいこ:おはなし 日新報道
あ 56 0000187062 青いあいつがやってきた!? 文研ブックランド 松井ラフ:作 文研出版
あ 57 0000147876 あおいとり アニメせかいの名作 1 メーテルリンク:さく 金の星社
あ 58 0000127084 青い鳥は生きている ジュニア文学館 23 国方学:作 ポプラ社
あ 59 0000019372 青いひこうせん 絵本の時間 ６ 宮本忠夫:作・絵 ポプラ社
あ 60 0000004721 あおいふうせん ミック・インクペン:作 小学館
あ 61 0000010611 あおい目のこねこ 世界傑作童話シリーズ エゴン・マチーセン:さく・え 福音館書店
あ 62 0000124941 あおむしだれのこ 小さな生物のせかい 与田準一:脚本 童心社
あ 63 0000127597 青矢号 おもちゃの夜行列車 岩波少年文庫 166 ジャンニ・ロダーリ:作 岩波書店
あ 64 0000042085 蒼路の旅人 偕成社ワンダーランド ３１ 上橋菜穂子:作 偕成社
あ 65 0000014555 あかいありとくろいあり かこさとしおはなしのほん ５ かこさとし:絵と文 偕成社
あ 66 0000170795 あかいありのぼうけんえんそく かこさとしおはなしのほん 18 かこさとし:作・絵 偕成社
あ 67 0000029512 あかいきりん おはなしだいすき 長崎夏海:作 小峰書店
あ 68 0000013128 あかいサンダル はじめてよむ絵本 ４ 米田かよ:さく・え 偕成社
あ 69 0000023192 あかいセミ えほんのもり 福田岩緒:〔作〕 文研出版
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あ 70 0000002998 あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 7 神沢利子:作 ポプラ社
あ 71 0000182048 赤鬼エティン 愛蔵版おはなしのろうそく 8 東京子ども図書館:編纂 東京子ども図書館
あ 72 0000005181 あかがいちばん キャシー・スティンスン:ぶん ほるぷ出版
あ 73 0000146043 赤川次郎ミステリーコレクション 1 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 74 0000128488 赤川次郎ミステリーコレクション １０ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 75 0000128470 赤川次郎ミステリーコレクション １１ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 76 0000128439 赤川次郎ミステリーコレクション １２ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 77 0000128249 赤川次郎ミステリーコレクション １３ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 78 0000128306 赤川次郎ミステリーコレクション １４ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 79 0000128801 赤川次郎ミステリーコレクション １５ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 80 0000128876 赤川次郎ミステリーコレクション １６ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 81 0000128850 赤川次郎ミステリーコレクション １７ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 82 0000128868 赤川次郎ミステリーコレクション １８ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 83 0000128348 赤川次郎ミステリーコレクション １９ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 84 0000146522 赤川次郎ミステリーコレクション 2 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 85 0000127027 赤川次郎ミステリーコレクション 20 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 86 0000040550 赤川次郎ミステリーコレクション ３ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 87 0000145995 赤川次郎ミステリーコレクション 4 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 88 0000128207 赤川次郎ミステリーコレクション ５ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 89 0000146027 赤川次郎ミステリーコレクション 6 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 90 0000128199 赤川次郎ミステリーコレクション ７ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 91 0000128181 赤川次郎ミステリーコレクション ８ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 92 0000128447 赤川次郎ミステリーコレクション ９ 赤川次郎:作 岩崎書店
あ 93 0000039255 赤毛のアン Ｐａｒｔ　１ Ｔｈｅ￥Ｋｕｍｏｎ　ｍａｎｇａ　ｌｉｂｒａｒｙ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ:原作 くもん出版
あ 94 0000039222 赤毛のアン Ｐａｒｔ　２ Ｔｈｅ￥Ｋｕｍｏｎ　ｍａｎｇａ　ｌｉｂｒａｒｙ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ:原作 くもん出版
あ 95 0000036343 赤毛のアン Ｐａｒｔ　３ Ｔｈｅ￥Ｋｕｍｏｎ　ｍａｎｇａ　ｌｉｂｒａｒｙ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ:原作 くもん出版
あ 96 0000051045 赤毛のアン アイドル・ブックス 25 モンゴメリ:作 ポプラ社
あ 97 0000016741 赤毛のアン 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
あ 98 0000009472 赤毛のアン 徳間アニメ絵本 １３ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:原作 徳間書店
あ 99 0000177915 アカシア書店営業中! スプラッシュ・ストーリーズ 24 濱野京子:作 あかね書房
あ 100 0000145268 あかずきん 学研・ひとりよみ名作 4 グリム:さく 学研
あ 101 0000009860 あかずきん グリム童話より 世界名作えほんライブラリー ５ グリム:〔原作〕 フレーベル館
あ 102 0000014100 あかずきんちゃん グリム童話より グリム:〔原作〕 ほるぷ出版
あ 103 0000168542 あかずきんちゃん 世界の名作 第1集 グリム:原作 童心社
あ 104 0000020693 あかちゃんてね 星川ひろ子:著 小学館
あ 105 0000024786 あかちゃんてね 星川ひろ子:著 小学館
あ 106 0000063198 赤ちゃんにおくる絵本 1 とだこうしろう:作・絵 戸田デザイン研究室
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あ 107 0000063206 赤ちゃんにおくる絵本 2 とだこうしろう:作・絵 戸田デザイン研究室
あ 108 0000063214 赤ちゃんにおくる絵本 3 とだこうしろう:作・絵 戸田デザイン研究室
あ 109 0000000117 あかちゃんのうた 松谷みよ子:ぶん 童心社
あ 110 0000004515 あかちゃんのうた 松谷みよ子:ぶん 童心社
あ 111 0000063164 赤ちゃんのための色のえほん 桑原伸之:さく あすなろ書房
あ 112 0000063180 赤ちゃんのためのかたちの絵本 桑原伸之:さく あすなろ書房
あ 113 0000063297 あかちゃんは ふくだすぐる:さく・え 岩崎書店
あ 114 0000020594 あかちゃんひまわに わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
あ 115 0000025007 あかちゃんペンギン おはなしボンボン ３１ もとしたいづみ:作 ポプラ社
あ 116 0000058974 赤ちゃん盲導犬コメット パピーウォーカーは小学三年生 井口絵里:作 ハート出版
あ 117 0000002147 あかちゃんもってる よしだせんしゃ:著 河出書房新社
あ 118 0000010892 赤ちゃんをまもったサル 十二支むかしむかしシリーズ 申 谷真介:文 佼成出版社
あ 119 0000028068 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま 世界傑作絵本シリーズ イヨンギョン:ぶん・え 福音館書店
あ 120 0000181206 あかにんじゃ えほんのぼうけん 44 穂村弘:作 岩崎書店
あ 121 0000003103 あかねこくん エリック・バテュ:作 フレーベル館
あ 122 0000145383 アカネヒメ物語永遠の子守歌 童話のパレット 12 村山早紀:作 岩崎書店
あ 123 0000145755 アカネヒメ物語オルゴールのひみつ 童話のパレット 6 村山早紀:作 岩崎書店
あ 124 0000030767 アカネヒメ物語春色のミュージカル 童話のパレット ９ 村山早紀:作 岩崎書店
あ 125 0000033050 アカネヒメ物語たそがれの約束 童話のパレット ８ 村山早紀:作 岩崎書店
あ 126 0000024711 アカネヒメ物語夢みる木馬 童話のパレット ７ 村山早紀:作 岩崎書店
あ 127 0000185959 赤はな先生に会いたい! ノンフィクション知られざる世界 副島賢和:著 金の星社
あ 128 0000015362 あかべこのおはなし わだよしおみ:著 こぐま社
あ 129 0000005637 あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野与志:作 ひさかたチャイルド
あ 130 0000004002 あかりをけすと 学研おはなし絵本 こばやしゆかこ:〔作〕 学研
あ 131 0000010017 秋空のトト 絵本の時間 １４ 那須正幹:作 ポプラ社
あ 132 0000100917 あき寺のばけもの 日本の妖怪ぞろ～り 西本鶏介:原作 童心社
あ 133 0000008557 あきにであったおともだち 亀岡亜希子:作・絵 文渓堂
あ 134 0000015818 秋は林をぬけて 小泉るみ子四季のえほん ３ 小泉るみ子:作・絵 ポプラ社
あ 135 0000131029 アキンボとアフリカゾウ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス:作 文研出版
あ 136 0000045765 アキンボと毒ヘビ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス:作 文研出版
あ 137 0000131292 アキンボとマントヒヒ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス:作 文研出版
あ 138 0000052639 アクアマリンふくしまへようこそ
あ 139 0000168187 あくまで悪魔のアクマント 山口理:作 偕成社
あ 140 0000040634 悪魔のおとし子 世界こわい話ふしぎな話傑作集 4 アメリカ編 ラブクラフト:ほか原作 金の星社
あ 141 0000040709 悪魔の肖像画 世界こわい話ふしぎな話傑作集 18 フランス編 ネルバァル:原作 金の星社
あ 142 0000049346 あくまようかいあらわる! なぞなぞおばけポヨン 原ゆたか:さく・え くもん出版
あ 143 0000033712 悪夢のドールショップ マジカル少女レイナ ５ 石崎洋司:作 岩崎書店
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あ 144 0000001867 悪夢のレストラン 怪談レストラン 22 たかいよしかず:絵 童心社
あ 145 0000151944 悪夢のレストラン 怪談レストラン 22 たかいよしかず:絵 童心社
あ 146 0000037762 明智小五郎 屋根裏の散歩者他 世界の名探偵 ９ 江戸川乱歩:作 岩崎書店
あ 147 0000019042 明けない夜はないから 宮城県の子どもたち＋荒井良二:絵 フェリシモ
あ 148 0000018879 あげは かがくのとも傑作集 小林勇:ぶん・え 福音館書店
あ 149 0000009324 あけるな 谷川俊太郎:作 ブッキング
あ 150 0000021766 あこがれ あなたへ １２ レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
あ 151 0000007773 あさえとちいさいいもうと こどものとも傑作集 ６１ 筒井頼子:さく 福音館書店
あ 152 0000049841 アサガオ 自然たんけん 2 佐藤有恒:指導 国土社
あ 153 0000124602 あさがおアパート 小さな生物のせかい 清水えみ子:作 童心社
あ 154 0000126177 あさなのにまっくら あたらしい行事紙芝居 第3集 安田浩:作 教育画劇
あ 155 0000012294 あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二:著 偕成社
あ 156 0000017996 あさのたいそう１・２・３！ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ 村田善子:さく 長崎出版
あ 157 0000137141 朝びらき丸東の海へ ナルニア国物語 Ｃ．Ｓ．ルイス:作 岩波書店
あ 158 0000043661 アザラシ ちがいがわかる写真絵本シリーズ 増井光子:監修 金の星社
あ 159 0000149906 アザラシの赤ちゃん 大塚敦子:著 ネスコ
あ 160 0000130930 アザラシの赤ちゃん ２ 小原玲:著 ネスコ
あ 161 0000184507 アザラシ流氷の海へ つながってるよいのちのWA! 廣崎芳次:文 小峰書店
あ 162 0000005199 あし　にょきにょき えほん・ドリームランド ４ 深見春夫:作・絵 岩崎書店
あ 163 0000015917 あしおと 絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
あ 164 0000095059 あしたあさってしあさって おはなしだいすき もりやまみやこ:作 小峰書店
あ 165 0000013722 あしたうちにねこがくるの 石津ちひろ:文 講談社
あ 166 0000166330 あしたがすき 釜石「こすもす公園」きぼうの壁画ものがたり ポプラ社の絵本 36 指田和:文 ポプラ社
あ 167 0000063586 あしたからは名探偵 杉山亮:作 偕成社
あ 168 0000134411 明日につづくリズム teens’ best selections 21 八束澄子:〔著〕 ポプラ社
あ 169 0000040188 あしたの海 理論社の大長編シリーズ 松下竜一:作 理論社
あ 170 0000177840 あしたの空子 田森庸介:さく 偕成社
あ 171 0000046755 あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ おてんきかんさつえほん かがくのとも傑作集 野坂勇作:さく 福音館書店
あ 172 0000144774 あしたはうみ えほん・おもしろランド ２ 梅田俊作:作・絵 岩崎書店
あ 173 0000095380 明日は海からやってくる ノベルズ・エクスプレス 23 杉本りえ:作 ポプラ社
あ 174 0000036798 あしたは晴れた空の下で ぼくたちのチェルノブイリ 中澤晶子:作 汐文社
あ 175 0000013441 あしたはリョウちゃんがくる 赤座憲久:詩 小峰書店
あ 176 0000029678 あしたぶたの日 ぶたじかん あたらしい創作童話 28 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
あ 177 0000031823 あしたへキックオフ 文研ブックランド 阿部肇:作・絵 文研出版
あ 178 0000005793 あしたまほうになあれ ｆａｎｆａｎファンタジー 小野寺悦子:作 学研
あ 179 0000005090 あしたもあそぼうね こどものくに傑作絵本 あまんきみこ:作 金の星社
あ 180 0000004739 あしたもいっしょにあそんでくれる 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジョン・ウォーラス:えとぶん 評論社



児童書（書名による五十音リスト）

あ 181 0000023234 あしたもともだち 内田麟太郎:作 偕成社
あ 182 0000098178 あしながおじさん アイドルブックス 26 ジーン・ウェブスター:〔著〕 ポプラ社
あ 183 0000182659 あしながおじさん 岩波少年文庫 097 ジーン・ウェブスター:作 岩波書店
あ 184 0000036384 あしながおじさん 世界の名著 ２１ ジーン・ウェブスター:著 ポプラ社
あ 185 0000045963 味わう・五感の本 はじめての発見 25 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
あ 186 0000093831 アスパラガスの絵本 そだててあそぼう 48 もときさとる:へん 農山漁村文化協会
あ 187 0000064402 あそび Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
あ 188 0000064733 あそび あかちゃんのえほん ヘレン・オクセンバリー:作 文化出版局
あ 189 0000044669 遊び図鑑 いつでもどこでもだれとでも 奥成達:文 福音館書店
あ 190 0000050997 遊びながら国語力ｕｐ！おもしろ回文１０００ まえから読んでもうしろから読んでも同じ！ まなぶっく Ｂ－４９ 言葉あそびを楽しむ会:著 メイツ出版
あ 191 0000155887 あそびの学校ハンドブック あそぼ 12 菅原道彦:著 一声社
あ 192 0000131839 あそびの学校ハンドブック あそぼ １３ 菅原道彦:編著 一声社
あ 193 0000047720 あそびのずかん 1 竹井史郎:作 あかね書房
あ 194 0000047712 あそびのずかん 2 竹井史郎:作 あかね書房
あ 195 0000047530 あそびのずかん 3 竹井史郎:作 あかね書房
あ 196 0000047092 あそびのずかん 4 竹井史郎:作 あかね書房
あ 197 0000047704 あそびのずかん 5 竹井史郎:作 あかね書房
あ 198 0000149237 あそびのずかん 6 竹井史郎:作 あかね書房
あ 199 0000172809 あそべるたのしい男の子のおりがみ 山口真:著 ナツメ社
あ 200 0000028811 あそぼ！かっこいい！！めいろあそび あそぼ！シリーズ 奥谷敏彦:作・絵 成美堂出版
あ 201 0000028639 あそぼ！かわいい！！まちがいさがし あそぼ！シリーズ しらくらゆりこ:作・絵 成美堂出版
あ 202 0000005355 あそぼうあそぼうあいうえお 村上勉:作 あかね書房
あ 203 0000011833 あそぼうよセイウチ 佐々木マキ:作 絵本館
あ 204 0000022350 あたしもすっごい魔女になるんだ！ 魔女のえほん ミッシェル・ヴァン・ゼブラン:作 小峰書店
あ 205 0000172841 頭がよくなるこどものきりがみ 脳力アップ 小林一夫:監修 文化学園文化出版局
あ 206 0000022129 アタマげんきどこどこ ワーキングメモリをきたえる １ 吉川武彦:監修 騒人社
あ 207 0000022103 アタマげんきどこどこ ワーキングメモリをきたえる ２ 吉川武彦:監修 騒人社
あ 208 0000022095 アタマげんきどこどこ ワーキングメモリをきたえる ３ 吉川武彦:監修 騒人社
あ 209 0000166512 あたまのうえのかみさま のぶみ:さく サンマーク出版
あ 210 0000063776 あたまのドリンクなぞなぞ話 新・日本のおばけ話・わらい話 ８ 木暮正夫:文 岩崎書店
あ 211 0000032326 あたまのミネラルだじゃれ話 新・日本のおばけ話・わらい話 7 木暮正夫:文 岩崎書店
あ 212 0000015891 あたらしいいのち 絵本アフリカのどうぶつたち 第３集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
あ 213 0000034181 あたらしい子がきて おはなしガーデン ４１ 岩瀬成子:作 岩崎書店
あ 214 0000028795 あたらしいのりものずかん ３ いのうえひろかず:ぶん・しゃしん 小峰書店
あ 215 0000161828 あたらしいわたしの探し方 おはなしガーデン 50 あんびるやすこ:著 岩崎書店
あ 216 0000032193 新花子さんがきた！！ 学校のコワイうわさ １１ バンブー・キッズ・シリーズ ２１ 森京詞姫:著 竹書房
あ 217 0000046060 新花子さんがきた!! 学校のコワイうわさ 13 バンブー・キッズ・シリーズ 23 森京詞姫:著 竹書房



児童書（書名による五十音リスト）

あ 218 0000032169 新花子さんがきた！！ 学校のコワイうわさ １６ バンブー・キッズ・シリーズ ２６ 森京詞姫:著 竹書房
あ 219 0000046011 新花子さんがきた!! 学校のコワイうわさ 17 バンブー・キッズ・シリーズ 27 森京詞姫:著 竹書房
あ 220 0000046003 新花子さんがきた!! 学校のコワイうわさ 19 バンブー・キッズ・シリーズ 29 森京詞姫:著 竹書房
あ 221 0000046086 新花子さんがきた!! 学校のコワイうわさ 8 バンブー・キッズ・シリーズ 18 森京詞姫:著 竹書房
あ 222 0000021196 新花子さんがきた！！ 学校のコワイうわさ ９ バンブー・キッズ・シリーズ １９ 森京詞姫:著 竹書房
あ 223 0000207977 あっくんとデコやしき 日本傑作絵本シリーズ 八百板洋子:文 福音館書店
あ 224 0000002568 あったまろう たんぽぽえほんシリーズ もろはらじろう:作・絵 鈴木出版
あ 225 0000000141 あっちむいてきゅっ! たかしまみきこ:さく 新風舎
あ 226 0000029926 あっぱれ！ブブヒコ まるいチーズにだまされるな！の巻 ママとパパとわたしの本 １９ 中川ひろたか:さく ポプラ社
あ 227 0000149716 あっぱれじいちゃん おはなしだいすき 竹内もと代:作 小峰書店
あ 228 0000022764 アップリケでつづるグリム童話 グリム:〔原作〕 フェリシモ
あ 229 0000053041 あとかくしの雪 行事むかしむかし 11月 大師講のはなし 谷真介:文 佼成出版社
あ 230 0000183251 アトランティス 失われた帝国 ディズニーアニメ小説版 42 ラーラー・バーゲン:作 偕成社
あ 231 0000029009 アドルフに告ぐ １ ビッグコミックススペシャル 手塚治虫:著 小学館
あ 232 0000029041 アドルフに告ぐ ２ ビッグコミックススペシャル 手塚治虫:著 小学館
あ 233 0000006668 あな こどものとも傑作集 ６３ 谷川俊太郎:作 福音館書店
あ 234 0000000059 あながいっぱい！ えほん、よんで！ ７ みやもとただお:作 あかね書房
あ 235 0000010371 あなたがうまれたひ 福音館のかがくのほん デブラ・フレイジャー:さく 福音館書店
あ 236 0000023309 あなたが生まれた夜に ナンシー・ティルマン:作 朝日新聞出版
あ 237 0000026575 あなたが生まれるまで ジェニファー・デイビス:作 小学館
あ 238 0000147058 あなたがすき あなたへ 4 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
あ 239 0000019216 あなたをずっとずっとあいしてる 絵本の時間 ４４ 宮西達也:作絵 ポプラ社
あ 240 0000080242 アナと雪の女王 角川アニメ絵本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
あ 241 0000170738 アニマルズ 生きもののおどろき120 ポプラせかいの絵本 61 エマ・ドッズ:ぶん ポプラ社
あ 242 0000027870 あのこにあえた あかね幼年どうわ ４６ もりやまみやこ:作 あかね書房
あ 243 0000006528 あのころ えほん・ハートランド ２５ ふくだすぐる:作・絵 岩崎書店
あ 244 0000183053 あのころはフリードリヒがいた 岩波少年文庫 520 ハンス・ペーター・リヒター:作 岩波書店
あ 245 0000036186 あの時間に、クスノキの上で 文研じゅべにーる 中尾三十里:作 文研出版
あ 246 0000041756 あの夏、ぼくらは秘密基地で スプラッシュ・ストーリーズ ８ 三輪裕子:作 あかね書房
あ 247 0000021899 あのね かさいまり:作・絵 ひさかたチャイルド
あ 248 0000025973 あのね、わたしのたからものはね 幼年翻訳どうわ ジャニス＝メイ＝ユードリイ:作 偕成社
あ 249 0000095323 あの日とおなじ空 文研ブックランド 安田夏菜:作 文研出版
あ 250 0000039073 あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水に生涯をささげた金原明善 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 赤座憲久:作 ＰＨＰ研究所
あ 251 0000134908 あばれはっちゃく 山中恒よみもの文庫 ４ 山中恒:著 理論社
あ 252 0000095570 あひる 石川えりこ:作 くもん出版
あ 253 0000117242 あひるのおうさま 紙芝居ベストセレクション 第1集 堀尾青史:脚本 童心社
あ 254 0000002543 あひるのたまご こどものとも傑作集 114 さとうわきこ:さく・え 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

あ 255 0000010496 あひるのバーバちゃん 神沢利子:作 偕成社
あ 256 0000058412 アヒルよ空を飛べ！ 新・文学の扉 ２ はまみつを:作 金の星社
あ 257 0000045914 アフガニスタンに住む彼女からあなたへ 望まれる国際協力の形 山本敏晴:著 白水社
あ 258 0000132977 アフガニスタンの少女マジャミン 長倉洋海:写真・文 新日本出版社
あ 259 0000064584 あぶくぶくぶく いないいないばぁであそぼ わだことみ:作 学研
あ 260 0000130831 アブダラと空飛ぶ絨毯 ハウルの動く城 ２ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ:作 徳間書店
あ 261 0000171033 アブナイかえりみち ほるぷ創作絵本 山本孝:作 ほるぷ出版
あ 262 0000049569 アフリカの動物たち 1 黒田弘行:写真・文 農山漁村文化協会
あ 263 0000049668 アフリカの動物たち 2 黒田弘行:写真・文 農山漁村文化協会
あ 264 0000053967 アフリカの動物たち 3 黒田弘行:写真・文 農山漁村文化協会
あ 265 0000050534 アフリカの動物たち 4 黒田弘行:写真・文 農山漁村文化協会
あ 266 0000047068 アフリカの動物たち 5 黒田弘行:写真・文 農山漁村文化協会
あ 267 0000137778 あべくらさんの動物病院 人間と動物 愛のシリーズ 竹野栄:作 旺文社
あ 268 0000134403 アボンリーへの道 1 モンゴメリ:原作 金の星社
あ 269 0000134437 アボンリーへの道 10 モンゴメリ:原作 金の星社
あ 270 0000134429 アボンリーへの道 8 モンゴメリ:原作 金の星社
あ 271 0000134445 アボンリーへの道 9 モンゴメリ:原作 金の星社
あ 272 0000150078 あま～いおかしにご妖怪? スプラッシュ・ストーリーズ 22 廣田衣世:作 あかね書房
あ 273 0000018770 あまがさ 世界傑作絵本シリーズ やしまたろう:〔作〕 福音館書店
あ 274 0000137091 あまとんさん 浜田糸衛:作 農山漁村文化協会
あ 275 0000117267 天の川にかかるはし 七夕 行事の由来かみしばい 小野和子:文 教育画劇
あ 276 0000009803 あまみのけんむん 日本みんわ絵本 西郷竹彦:ぶん ほるぷ出版
あ 277 0000022053 アマンダのすてきなちょうちょ 世界の絵本ライブラリー Ｎ・バトワース:作 金の星社
あ 278 0000188888 あみ 中川ひろたかのせいかつかがく絵本 中川ひろたか:作 アリス館
あ 279 0000172114 あみちゃんの魔法のことば 夢をかなえる15の物語 文研ブックランド ふじもとみさと:文 文研出版
あ 280 0000134007 あめたろう ファミリーえほん 6 今井弓子:作・絵 岩崎書店
あ 281 0000052951 雨ニモマケズ 画本宮沢賢治 宮沢賢治:作 パロル舎
あ 282 0000180729 雨ニモマケズ ミキハウスの絵本 宮沢賢治:作 三起商行
あ 283 0000182063 雨のち晴 愛蔵版おはなしのろうそく 7 東京子ども図書館:編纂 東京子ども図書館
あ 284 0000003368 あめのひのころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
あ 285 0000046672 あめふりくまのこ 雨の日の詩 季節の詩の絵本 ２ 矢合直彦:絵 あすなろ書房
あ 286 0000146332 アモス・ダラゴン 1 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 287 0000046367 アモス・ダラゴン 10 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 288 0000137802 アモス・ダラゴン 11 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 289 0000046292 アモス・ダラゴン 12 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 290 0000046391 アモス・ダラゴン 2 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 291 0000149344 アモス・ダラゴン ４ ブリアン・ペロー:作 竹書房



児童書（書名による五十音リスト）

あ 292 0000046409 アモス・ダラゴン 5 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 293 0000149120 アモス・ダラゴン ６ ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 294 0000046334 アモス・ダラゴン 7 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 295 0000046342 アモス・ダラゴン 8 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 296 0000046359 アモス・ダラゴン 9 ブリアン・ペロー:作 竹書房
あ 297 0000131110 あやうし、カミナリ山！ あかね・新読み物シリーズ ３ ラッセル・ホーバン:作 あかね書房
あ 298 0000150607 アヤカシ薬局閉店セ～ル 偕成社おはなしポケット 伊藤充子:作 偕成社
あ 299 0000035519 妖しいパティシエ マジカル少女レイナ ９ 石崎洋司:作 岩崎書店
あ 300 0000190777 あやしの保健室 4 染谷果子:作 小峰書店
あ 301 0000014001 あやちゃんのうまれたひ こどものとも傑作集 浜田桂子:さく・え 福音館書店
あ 302 0000010819 あやとユキ いながきふさこ:作 ＢＬ出版
あ 303 0000055616 あやとりひめ 五色の糸の物語 おはなしランドくじらの部屋 ６ 森山京:作 理論社
あ 304 0000127100 あゆみとひみつのおともだち いぬいとみこ:作 岩波書店
あ 305 0000029421 アライグマのあらいくん おはなしたんけんたい ３ たかやまえいこ:作 金の星社
あ 306 0000185389 あらいぐまラスカル 徳間アニメ絵本 37 スターリング・ノース:原作 徳間書店
あ 307 0000029843 あらいくんとサルのさるさわさん おはなしたんけんたい ４ たかやまえいこ:作 金の星社
あ 308 0000182626 あらしのあと 岩波少年文庫 151 ドラ・ド・ヨング:作 岩波書店
あ 309 0000182618 あらしの前 岩波少年文庫 150 ドラ・ド・ヨング:作 岩波書店
あ 310 0000029140 あらしのひ シャーロット・ゾロトウ:さく ほるぷ出版
あ 311 0000134023 あらしのひ シャーロット・ゾロトウ:さく ほるぷ出版
あ 312 0000015388 あらしのよるに 愛蔵本シリーズあらしのよるに １ きむらゆういち:作 講談社
あ 313 0000092445 嵐の夜の幽霊海賊 マジック・ツリーハウス 28 メアリー・ポープ・オズボーン:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
あ 314 0000021048 アラジン ディズニーアニメ小説版 橘高弓枝:文 偕成社
あ 315 0000010751 アラジンとふしぎなランプ アラビアン・ナイト アニメせかいの名作 ９ 土家由岐雄:ぶん 金の星社
あ 316 0000149104 アラジンと魔法のランプ アラビアン・ナイト 斉藤洋:〔訳〕著 偕成社
あ 317 0000117366 あらそい 紙しばい名作選 アミーチス:原作 童心社
あ 318 0000031427 アラビアの空飛ぶ魔法 マジック・ツリーハウス ２０ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
あ 319 0000020800 あらまっ！ ケイト・ラム:文 小学館
あ 320 0000187278 あららのはたけ 村中李衣:作 偕成社
あ 321 0000183954 アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス:作 ＢＬ出版
あ 322 0000023523 アリ・ババと四十人の盗賊 アラビアン・ナイト 斉藤洋:〔訳〕著 偕成社
あ 323 0000168294 ありがとう実験動物たち ノンフィクション・生きるチカラ 21 笠井憲雪:監修 岩崎書店
あ 324 0000018283 ありがとうともだち 内田麟太郎:作 偕成社
あ 325 0000006288 ありがとうニャアニャア えほん・ハートランド １０ 高浜直子:作 岩崎書店
あ 326 0000150268 ありがとさん♪ こんのひとみ:作 金の星社
あ 327 0000050237 アリからみると かがくのとも傑作集 桑原隆一:文 福音館書店
あ 328 0000145656 アリクイにおまかせ おはなしだいすき 竹下文子:作 小峰書店



児童書（書名による五十音リスト）

あ 329 0000028324 ありこのおつかい 日本傑作絵本シリーズ 石井桃子:さく 福音館書店
あ 330 0000188516 アリスのふしぎなくに さがして!かぞえて!めいろ絵本 アニェーゼ・バルッツィ:さく 小学館
あ 331 0000015883 ありづか 絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
あ 332 0000178228 アリとくらすむし ふしぎいっぱい写真絵本 26 島田たく:写真・文 ポプラ社
あ 333 0000010801 ありとすいか 名作絵本復刊シリーズ ５ たむらしげる:作・絵 ポプラ社
あ 334 0000011148 ありのごちそう 新日本動物植物えほん ３ 高家博成:ぶん 新日本出版社
あ 335 0000125021 ありのぼうけん 小さな生物のせかい 堀尾青史:作 童心社
あ 336 0000014902 アリババと40にんのとうぞく アラビアン・ナイト アニメせかいの名作 5 清水たみ子:ぶん 金の星社
あ 337 0000134510 有松の庄九郎 中川なをみ:作 新日本出版社
あ 338 0000018374 ありんこぐんだん わはははははは 武田美穂:絵・文 理論社
あ 339 0000012658 ある朝ジジ・ジャン・ボウはおったまげた ひらいたかこ:作 絵本館
あ 340 0000011742 あるいていこう！ アンナ‐クララ・ティードホルム:さく ほるぷ出版
あ 341 0000147645 歩きだす夏 学研の新・創作シリーズ 今井恭子:作 学研
あ 342 0000053694 あるくやま うごくやま かこ・さとしかがくの本 4 かこさとし:著 童心社
あ 343 0000040444 アルセーヌ・ルパン なぞの旅行者他 世界の名探偵 ３ モーリス・ルブラン:作 岩崎書店
あ 344 0000012567 あるのかな チューリップえほんシリーズ 織田道代:作 鈴木出版
あ 345 0000185777 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい:著 偕成社
あ 346 0000014811 あるはれたひに 愛蔵本シリーズあらしのよるに ２ きむらゆういち:作 講談社
あ 347 0000188623 アルファベット アラン・グレのABCえほん 1 アラン・グレ:作 あすなろ書房
あ 348 0000053785 アルプス動物記 9 椋鳩十:作 理論社
あ 349 0000095489 アルプスの救助犬バリー マジック・ツリーハウス 32 メアリー・ポープ・オズボーン:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
あ 350 0000009480 アルプスの少女ハイジ 徳間アニメ絵本 １２ ヨハンナ・スピリ:原作 徳間書店
あ 351 0000068767 アルベルトとぼくの畑 文研ブックランド 宇佐見興子:作 文研出版
あ 352 0000144550 アレクサンダとぜんまいねずみ ともだちをみつけたねずみのはなし レオ・レオニ:〔作〕 好学社
あ 353 0000045757 アレックスとネコさん おはなしはらっぱ 9 ヘレン　Ｖ．グリフィス:作 あかね書房
あ 354 0000150599 アレックスとネコさん おはなしはらっぱ 9 ヘレン　Ｖ．グリフィス:作 あかね書房
あ 355 0000010934 あわてんぼうのニワトリねえさん 十二支むかしむかしシリーズ 酉 谷真介:文 佼成出版社
あ 356 0000177527 あわてんぼオバケ5つのお話 ぞくぞくびっくり箱 1 日本児童文学者協会:編 文溪堂
あ 357 0000001644 アンガスとあひる 世界傑作絵本シリーズ マージョリー・フラック:さく・え 福音館書店
あ 358 0000144279 あんこ 1 清水達也:文 星の環会
あ 359 0000001396 あんこ ２ 清水達也:文 星の環会
あ 360 0000001354 あんこ ３ 清水達也:文 星の環会
あ 361 0000033258 アンコールワットのなぞ 愛と勇気のノンフィクション １６ 北川幸比古:作 岩崎書店
あ 362 0000124958 安寿とずし王 上・下巻 童心社紙芝居傑作選 森鴎外:原作 童心社
あ 363 0000036236 安寿と厨子王 京の絵本 北島新平:絵
あ 364 0000042309 アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブラリー ５ 茂市久美子:作 あかね書房
あ 365 0000034520 あんちゃんが行く 新創作児童文学 １５ 丘修三:作 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

あ 366 0000016907 アンデルセンおはなし絵本 生活シリーズ １７４ アンデルセン:〔原作〕 主婦と生活社
あ 367 0000022319 アンデルセンコレクション リスベート・ツヴェルガー:絵 太平社
あ 368 0000118604 アンデルセン童話集 1 アンデルセン:〔著〕 新書館
あ 369 0000136424 アンデルセン童話集 2 アンデルセン:〔著〕 新書館
あ 370 0000136432 アンデルセン童話集 3 アンデルセン:〔著〕 新書館
あ 371 0000021915 アンドロメダ姫物語 秋・１０月の星 チロの星空カレンダー １０ 藤井旭:著 ポプラ社
あ 372 0000023283 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト:ぶん 評論社
あ 373 0000145953 アンネ・フランク 「隠れ家」で日記を書き続けた少女 キャロル・アン・リー:著 偕成社
あ 374 0000094698 アンネ・フランク おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 14 加藤純子:文 ポプラ社
あ 375 0000041814 アンの愛情 Ｔｈｅ￥Ｋｕｍｏｎ　ｍａｎｇａ　ｌｉｂｒａｒｙ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ:原作 くもん出版
あ 376 0000038240 アンの青春 Ｔｈｅ￥Ｋｕｍｏｎ　ｍａｎｇａ　ｌｉｂｒａｒｙ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ:原作 くもん出版
あ 377 0000014696 あんぱるぬゆんた 沖縄・八重山古謡 銀河社の創作絵本 代田昇:文 銀河社
あ 378 0000124404 アンパンマンとうみのあくま やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 379 0000100529 アンパンマンとおばけのもり やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 380 0000019273 アンパンマンとおもちゃてんし アンパンマン・リターンズ １０ やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 381 0000155705 アンパンマンとおりがみまん アンパンマン・リターンズ 12 やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 382 0000100669 アンパンマンとかいじゅうアンコラ やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 383 0000146548 アンパンマンとかぜこんこん アンパンマン・リターンズ 9 やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 384 0000100438 アンパンマンとかびるんるん アンパンマンかみしばい 4 やなせたかし:作・画 フレーベル館
あ 385 0000022798 アンパンマンとカレーパンマン アンパンマン・リターンズ １ やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 386 0000100651 アンパンマンとカレンのもり やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 387 0000063628 アンパンマンとげんきにあいさつ アンパンマンとはじめよう! やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 388 0000020842 アンパンマンとゴミラ アンパンマン・リターンズ １１ やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 389 0000100693 アンパンマンとごりらまん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 390 0000100719 アンパンマンとしょくぱんまん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 391 0000145235 アンパンマンとしょくぱんまん アンパンマン・リターンズ 2 やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 392 0000100420 アンパンマンとそっくりぱん ワイド版アンパンマンかみしばい 3 やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 393 0000124446 アンパンマンとタータン やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 394 0000155697 アンパンマンとたこやきまん アンパンマン・リターンズ 6 やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 395 0000100461 アンパンマンとちくりん アンパンマン・アニメスペシャル 8 やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 396 0000100537 アンパンマンとつみきのしろ やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 397 0000100594 アンパンマンとドキンちゃん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 398 0000100404 アンパンマンとドドのしま やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 399 0000022830 アンパンマンとはみがきまん アンパンマン・リターンズ ５ やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 400 0000100578 アンパンマンとはみがきまん アンパンマンアニメえほん 2 やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 401 0000100735 アンパンマンとぴいちくもり やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 402 0000100701 アンパンマンとぴいぴいくん やなせたかし フレーベル館



児童書（書名による五十音リスト）

あ 403 0000022855 アンパンマンとひのたまこぞう アンパンマン・リターンズ ４ やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 404 0000100503 アンパンマンとポットちゃん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 405 0000100446 アンパンマンとまいごのうちゅうじん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 406 0000100487 アンパンマンとまいごのマイマイ やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 407 0000100743 アンパンマンとみえないまん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 408 0000100628 アンパンマンとみかづきまん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 409 0000022863 アンパンマンとみるくぼうや アンパンマン・リターンズ ８ やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 410 0000100586 アンパンマンともぐりん やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 411 0000179382 アンパンマンとらくがきこぞう アンパンマン・リターンズ ３ やなせたかし:原作 フレーベル館
あ 412 0000100495 アンパンマンとらくがきこぞう ワイド版アンパンマンかみしばい 13 やなせたかし:作・画 フレーベル館
あ 413 0000124214 アンパンマンとロールパンナ ワイド版アンパンマンかみしばい 7 やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 414 0000100412 アンパンマンまじょのくにへ やなせたかし:作・絵 フレーベル館
あ 415 0000147496 安房直子コレクション 2 安房直子:作 偕成社
い 416 0000063057 いいおかお あかちゃんのためのえほん １０ いもとようこ:絵 講談社
い 417 0000063487 いいおかお いただきます あかちゃんのためのえほん １１ いもとようこ:絵 講談社
い 418 0000063073 いいおかお こんにちわ あかちゃんのためのえほん １２ いもとようこ:絵 講談社
い 419 0000006593 いいおかお 主婦の友はじめてブックシリーズ どいかや:作 主婦の友社
い 420 0000003582 いいおかお 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
い 421 0000062620 いいおへんじできるかな あかちゃんのあそびえほん ６ きむらゆういち:さく 偕成社
い 422 0000062638 いいおへんじできるかな あかちゃんのあそびえほん ６ きむらゆういち:さく 偕成社
い 423 0000062646 いいおへんじできるかな あかちゃんのあそびえほん ６ きむらゆういち:さく 偕成社
い 424 0000024745 いいからいいから 長谷川義史:作 絵本館
い 425 0000018614 いいからいいから ２ 長谷川義史:作 絵本館
い 426 0000020099 いいからいいから ３ 長谷川義史:作 絵本館
い 427 0000020081 いいからいいから ４ 長谷川義史:作 絵本館
い 428 0000135954 いいけしき まど・みちお少年詩集 詩の散歩道 まどみちお:著 理論社
い 429 0000001362 いいこだもん カール・ノラック:ぶん ほるぷ出版
い 430 0000007526 いいこってどんなこ？ ジーン・モデシット:文 富山房
い 431 0000062919 いいこでねんねできるかな あかちゃんのあそびえほん ７ きむらゆういち:さく 偕成社
い 432 0000007799 いいことってどんなこと こどものとも傑作集 神沢利子:さく 福音館書店
い 433 0000040014 イーソーをみた アイオナ・オーピー:編 ほるぷ出版
い 434 0000022913 いーとんの大冒険 ｃｉｅｌ　ｂｏｏｋｓ なばたとしたか:さく 長崎出版
い 435 0000021428 いいものひろったくまざわくん いぬうえくんとくまざわくん ２ きたやまようこ:作 あかね書房
い 436 0000177402 いえのなかのかみさま もとしたいづみ:文 光村教育図書
い 437 0000091884 医学のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 茨木保:監修 学研教育出版
い 438 0000126870 怒りの樹精 現代ミステリー短編集 10 森村誠一:著 岩崎書店
い 439 0000188870 いき 中川ひろたかのせいかつかがく絵本 中川ひろたか:作 アリス館



児童書（書名による五十音リスト）

い 440 0000128173 生きもの、みんな友だち ジャック・Ｔ．モイヤー:著 フレーベル館
い 441 0000033886 いきものイキイキ語源の話 おもしろ語源話 ３ 木暮正夫:文 岩崎書店
い 442 0000147413 いきものいっしょけんめい ママとパパとわたしの本 5 とよたかずひこ:さく・え ポプラ社
い 443 0000188532 いきもの漢字図 えざきみつる:作 あすなろ書房
い 444 0000054668 生き物の飼育 がくしゅう大図鑑 日高敏隆:監修 世界文化社
い 445 0000045203 生きものの名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 3 国松俊英:文 岩崎書店
い 446 0000182188 イギリスとアイルランドの昔話 世界傑作童話シリーズ 石井桃子:編・訳 福音館書店
い 447 0000169219 生きる 日本傑作絵本シリーズ 谷川俊太郎:詩 福音館書店
い 448 0000161422 生きるんだポンちゃん 人間と動物 愛のシリーズ 中村ただし:文・写真 旺文社
い 449 0000039875 イグアナくんのおじゃまな毎日 軽装版偕成社ポッシュ 佐藤多佳子:作 偕成社
い 450 0000033720 イクバルと仲間たち 児童労働にたちむかった人々 ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ スーザン・クークリン:著 小峰書店
い 451 0000150664 いけちゃんとぼく 西原理恵子:著 角川書店
い 452 0000007732 いこういこうサーカスへ 国際版絵本 木村泰子:絵と文 至光社
い 453 0000155846 囲碁入門編 1 棋苑囲碁漫画読本 藤井ひろし:著 棋苑図書
い 454 0000155838 囲碁入門編 2 棋苑囲碁漫画読本 藤井ひろし:著 棋苑図書
い 455 0000133843 囲碁入門編 3 棋苑囲碁漫画読本 藤井ひろし:著 棋苑図書
い 456 0000029355 イシガメの里 わたしのワンダー 松久保晃作:文・写真 小峰書店
い 457 0000013532 いしぶたくん チューリップえほんシリーズ あきやまただし:作・絵 鈴木出版
い 458 0000189456 異常気象 天気のしくみ 学研の図鑑LIVE eco 武田康男:監修 学研プラス
い 459 0000056390 いじわる★おばけにんぎょう ポプラ社の新・小さな童話 ２３８ むらいかよ:著 ポプラ社
い 460 0000066050 いじわるだいすき！ひっかけクイズ ちょっぴりいじわるなクイズが７７もん！ 大林のぼる:作 西東社
い 461 0000019067 いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト:作 文渓堂
い 462 0000148106 いじわるねことねずみくん ねずみくんのしかけ絵本 3 なかえよしを:作 ポプラ社
い 463 0000158741 いしをつんだおとこ あきやまただし:著 ハッピーオウル社
い 464 0000051250 伊豆の踊子 アイドルブックス 11 川端康成:〔著〕 ポプラ社
い 465 0000118612 伊豆の踊子 アニメ日本の名作 １０ 川端康成:原作 金の星社
い 466 0000095851 いそあそびしようよ! ほるぷ創作絵本 はたこうしろう:作 ほるぷ出版
い 467 0000124438 いそおんながでる海 日本の妖怪ぞろ～り 北川幸比古:脚本 童心社
い 468 0000012583 いそがしいよる こどものとも傑作集 ７６ さとうわきこ:さく・え 福音館書店
い 469 0000132175 イソップ Ｔｒｕｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 青木和雄:作 金の星社
い 470 0000135368 イソップおはなし絵本 3歳から親子で楽しむ本 イソップ:〔原作〕 主婦と生活社
い 471 0000037259 イソップ株式会社 井上ひさし:著 中央公論新社
い 472 0000016592 イソップどうわ 学研・ひとりよみ名作 ２ イソップ:さく 学研
い 473 0000062711 いたい いたいはとんでいけ 松谷みよ子あかちゃんのわらべうた 2 松谷みよ子:文 偕成社
い 474 0000125211 いたずらおばけ おはなしなーに 久地良:作 教育画劇
い 475 0000012302 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ バージニア・リー・バートン:ぶんえ 福音館書店
い 476 0000005777 いたずらこねこ 世界傑作絵本シリーズ バーナディン・クック:ぶん 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

い 477 0000131003 いたずらスキッパーは、ぼくの犬 Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ〈ｐｅｔｉｔ〉 キャロリン・ダイナン:さく・え ベネッセコーポレーション

い 478 0000018242 いたずらでんしゃ グラマトキーののりものどうわ ２ ハーディー・グラマトキー:さく 学研
い 479 0000019497 いたずらララちゃん なかえよしを:作 ポプラ社
い 480 0000012500 いただきバス チューリップえほんシリーズ 藤本ともひこ:作・絵 鈴木出版
い 481 0000003418 いただきまあす くまくんの絵本 わたなべしげお:ぶん 福音館書店
い 482 0000000232 いただきまーす こねこちゃんえほん ８ いもとようこ:さく・え 金の星社
い 483 0000008508 いただきまーす！ エルくらぶ 二宮由紀子:文 解放出版社
い 484 0000063339 いただきますあそび ０・１・２才のほん あかちゃんのあそびえほん きむらゆういち:さく 偕成社
い 485 0000062687 いただきますあそび あかちゃんのあそびえほん ３ きむらゆういち:さく 偕成社
い 486 0000044412 イタリアのごはん 絵本世界の食事 ４ 銀城康子:文 農山漁村文化協会
い 487 0000169979 一〇五度 佐藤まどか:著 あすなろ書房
い 488 0000050732 一握の砂 アイドルブックス 34 石川啄木:〔著〕 ポプラ社
い 489 0000036947 一億百万光年先に住むウサギ 那須田淳:作 理論社
い 490 0000192955 いちご 語りかけ絵本 こがようこ:ぶん・え 大日本図書
い 491 0000000992 いちご 福音館の幼児絵本 平山和子:さく 福音館書店
い 492 0000020974 イチゴがいっぱい わくわくえどうわ 竹内もと代:作 文研出版
い 493 0000006783 いちごつみ 神沢利子:ぶん 童心社
い 494 0000034959 いちごのすきなムササビ とっておきの動物ものがたり 木下あこや:作 理論社
い 495 0000092130 イチゴの村のお話たち 〔1〕 エム・エーフィールド:文 学研教育出版
い 496 0000092122 イチゴの村のお話たち 〔2〕 エム・エーフィールド:文 学研教育出版
い 497 0000092114 イチゴの村のお話たち 〔3〕 エム・エーフィールド:文 学研教育出版
い 498 0000092106 イチゴの村のお話たち 〔4〕 エム・エーフィールド:文 学研教育出版
い 499 0000092098 イチゴの村のお話たち 〔5〕 エム・エーフィールド:文 学研教育出版
い 500 0000092080 イチゴの村のお話たち 〔6〕 エム・エーフィールド:文 学研教育出版
い 501 0000018663 いちごばたけのちいさなおばあさん こどものとも傑作集 ６７ わたりむつこ:さく 福音館書店
い 502 0000026088 いちごばたけのちいさなおばあさん こどものとも傑作集 ６７ わたりむつこ:さく 福音館書店
い 503 0000064105 いちじくにんじん ０．１．２．えほん 大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室:案 福音館書店
い 504 0000093799 イチジクの絵本 そだててあそぼう 63 かぶもとてるひさ:へん 農山漁村文化協会
い 505 0000172254 いちにちおばけ PHPにこにこえほん ふくべあきひろ:さく ＰＨＰ研究所
い 506 0000006122 いちにのさんぽ ぽかぽかえほん １ ひろかわさえこ:著 アリス館
い 507 0000207423 いちねんかん 畠中恵:著 新潮社
い 508 0000014589 いちねんせい 谷川俊太郎:詩 小学館
い 509 0000017293 いちねんせいになったなら 「入学おめでとう」プレゼント絵本 小学館
い 510 0000172775 一ねんせいになったら 絵本のおもちゃばこ 39 まどみちお:詞 ポプラ社
い 511 0000019588 いちねんせいのいちにち おかしゅうぞう:さく 佼成出版社
い 512 0000022269 いちねんせいのがっこうたんけん 大型ガイド絵本シリーズ おかしゅうぞう:さく 佼成出版社
い 513 0000022277 いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ 大型ガイド絵本シリーズ おかしゅうぞう:さく 佼成出版社



児童書（書名による五十音リスト）

い 514 0000027458 いちばんあいされてるのはぼく 絵本の時間 ５１ 宮西達也:作絵 ポプラ社
い 515 0000027995 いちばん大切なもの 清水美緒金斗鉉
い 516 0000008417 いちばんたかいのだあれ？ 絵本のおくりもの マイケル・グレイニエツ:作絵 金の星社
い 517 0000027771 いちばんのおくすり ジュリー・アイグナー・クラーク:作 金の星社
い 518 0000117440 いちばんはじめのクリスマスケーキ クリスマス たべものの由来紙芝居 矢部美智代:作 教育画劇
い 519 0000124842 いちばんはじめのサンタクロース あたらしい行事紙芝居 第2集 足沢良子:作 教育画劇
い 520 0000049007 いちばん星、みっけ！ おはなしボンボン ２１ 長崎夏海:作 ポプラ社
い 521 0000151530 いちばん星のドレス おはなしガーデン 6 あんびるやすこ:著 岩崎書店
い 522 0000144535 いちばん星みつけた 春・４月の星 チロの星空カレンダー ４ 藤井旭:著 ポプラ社
い 523 0000185934 銀杏堂 橘春香:作・絵 偕成社
い 524 0000036293 いつか虹をあおぎたい いま、子どもたちは １ 松下竜一:著 フレーベル館
い 525 0000001636 いつかはきっと シャーロット・ゾロトフ:ぶん ほるぷ出版
い 526 0000048801 一休 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 ８ 木暮正夫:文 ポプラ社
い 527 0000050468 いっしょだよ 小寺卓矢:写真・文 アリス館
い 528 0000029751 いっしょなの おはなしドロップシリーズ 村山早紀:さく 佼成出版社
い 529 0000023507 いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン:作 偕成社
い 530 0000136135 いっしょに帰る日 子どもの文学 41 吉田とし:作 偕成社
い 531 0000002204 いっしょにきしゃにのせてって! ジョン・バーニンガム:さく ほるぷ出版
い 532 0000002196 いっしょにきしゃにのせてって! ジョン・バーニンガム:さく ほるぷ出版
い 533 0000137455 いっしょに遊ぼ、バーモスブリンカル! あかね・新読み物シリーズ 17 山本悦子:作 あかね書房
い 534 0000124867 いっすんぼうし 紙芝居むかしばなし 第2集 浜田留美:文 教育画劇
い 535 0000014886 いっすんぼうし 日本傑作絵本シリーズ いしいももこ:ぶん 福音館書店
い 536 0000014878 いっすんぼうし 日本みんわ絵本 百々佑利子:ぶん ほるぷ出版
い 537 0000166348 いつだってともだち おれたち、ともだち! 内田麟太郎:作 偕成社
い 538 0000126151 いったんもめん 日本の妖怪ぞろ～り 古山広子:脚本 童心社
い 539 0000031898 いつでも会える 菊田まりこ:著 学研
い 540 0000031252 いつのまにか名探偵 杉山亮:作 偕成社
い 541 0000130963 いっぱい泣くとのどがかわくよ アンケ・クラーネンドンク:著 パロル舎
い 542 0000021873 いっぱいのおめでとう あまんきみこ:作 あかね書房
い 543 0000171173 いつもありがとう 酒井祥二
い 544 0000006833 いつもいっしょに こんのひとみ:作 金の星社
い 545 0000184242 いつも心の中に 小手鞠るい:作 金の星社
い 546 0000020107 いつもたのしい ワイルズ一美:作 アスラン書房
い 547 0000143958 いつもトンボとにらめっこ 田んぼに赤いなぞを追う ノンフィクション・生きるチカラ 4 谷本雄治:著 岩崎書店
い 548 0000134841 遺伝子が語る君たちの祖先 分子人類学の誕生 科学・技術の最前線 ６ 長谷川政美:著 あすなろ書房
い 549 0000186023 いとしの犬ハチ 講談社の創作絵本 いもとようこ:作・絵 講談社
い 550 0000010173 いとしのロベルタ 佐々木マキ:作 絵本館



児童書（書名による五十音リスト）

い 551 0000063479 いないいないばあ １ あかちゃんのためのえほん １３ いもとようこ:絵 講談社
い 552 0000063495 いないいないばあ １ あかちゃんのためのえほん １３ いもとようこ:絵 講談社
い 553 0000063388 いないいないばあ ２ あかちゃんのためのえほん １４ いもとようこ:絵 講談社
い 554 0000063065 いないいないばあ ２ あかちゃんのためのえほん １４ いもとようこ:絵 講談社
い 555 0000063453 いないいないばあ ３ あかちゃんのためのえほん １５ いもとようこ:絵 講談社
い 556 0000064071 いないいないばあ ３ あかちゃんのためのえほん １５ いもとようこ:絵 講談社
い 557 0000062455 いないいないばあ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
い 558 0000063313 いないいないばあ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
い 559 0000062661 いないいないばああそび あかちゃんのあそびえほん ２ きむらゆういち:さく 偕成社
い 560 0000172171 稲妻で時をこえろ! 文研じゅべにーる 小森香折:作 文研出版
い 561 0000010959 いなばの白ウサギ 十二支むかしむかしシリーズ 卯 谷真介:文 佼成出版社
い 562 0000010710 いぬうえくんがやってきた いぬうえくんとくまざわくん １ きたやまようこ:作 あかね書房
い 563 0000026229 いぬうえくんのおきゃくさま いぬうえくんとくまざわくん ３ きたやまようこ:作 あかね書房
い 564 0000062794 いぬがいっぱい 福音館　あかちゃんの絵本 グレース・スカール:さく 福音館書店
い 565 0000127886 犬ぞり兄弟ヤマトとムサシ セラピー犬……人の心をいやす仲間たち 甲斐望:作 ハート出版
い 566 0000031260 犬たちがくれた音 聴導犬誕生物語 ノンフィクション知られざる世界 高橋うらら:著 金の星社
い 567 0000058537 犬たちをおくる日 この命、灰になるために生まれてきたんじゃない ノンフィクション知られざる世界 今西乃子:著 金の星社
い 568 0000058339 犬といっしょに。 山口節子:著 あかね書房
い 569 0000190611 イヌと友だちのバイオリン ポプラせかいの絵本 63 デイビッド・リッチフィールド:作 ポプラ社
い 570 0000158295 いぬとねことふしぎなたま 日本みんわ絵本 望月新三郎:ぶん ほるぷ出版
い 571 0000185371 いぬとぼく、おなじひにうまれた のぶみ:さく サンマーク出版
い 572 0000095331 犬とまほうの人さし指! スプラッシュ・ストーリーズ 12 堀直子:作 あかね書房
い 573 0000047803 犬の折り紙 工作ランド 佐野康博:著 誠文堂新光社
い 574 0000059014 犬のしっぽ 福田豊文:撮影 ネスコ
い 575 0000003459 いぬのハンニバル ピエール・コラン:文 ひくまの出版
い 576 0000064915 犬のひる寝 福田豊文:写真 文春ネスコ
い 577 0000054239 いぬの本 はじめての発見 16 パスカル・ド・ブルゴアン:原案・制作 岳陽舎
い 578 0000017954 犬のルーカス イメージの森 山本容子:作 ほるぷ出版
い 579 0000150102 犬をかうまえに 文研ブックランド 赤羽じゅんこ:作 文研出版
い 580 0000050583 イネとともに 水田農家佐藤次幸 農家になろう 3 倉持正実:写真 農山漁村文化協会
い 581 0000053975 イネの絵本 そだててあそぼう 6 やまもとたかかず:へん 農山漁村文化協会
い 582 0000094102 イネの絵本 そだててあそぼう 6 やまもとたかかず:へん 農山漁村文化協会
い 583 0000032490 いねむりさかなクークー よこたみのる:作 理論社
い 584 0000014993 いねむりのすきな月 石崎正次:作・絵 ブックローン出版
い 585 0000081323 伊能忠敬 正確な日本地図を信念と歩測だけでつくった男 集英社版・学習漫画 藤みき生:漫画 集英社
い 586 0000053058 いのこのまつり 行事むかしむかし 10月 収穫、感謝のはなし 谷真介:文 佼成出版社
い 587 0000010975 イノシシとお月さま 十二支むかしむかしシリーズ 亥 谷真介:文 佼成出版社



児童書（書名による五十音リスト）

い 588 0000125237 いのししのすもう 月見 行事むかしばなし 吉田タキノ:文 教育画劇
い 589 0000031286 いのちのあさがお コウスケくんのおくりもの 綾野まさる:作 ハート出版
い 590 0000033167 いのちのいろえんぴつ こやま峰子:文 教育画劇
い 591 0000039289 いのちのヴァイオリン 森からの贈り物 ポプラ社ノンフィクション １３ 中澤宗幸:著 ポプラ社
い 592 0000173351 いのちのカプセルにのって 岡田なおこ:著 汐文社
い 593 0000018689 いのちの木 ポプラせかいの絵本 ３７ ブリッタ・テッケントラップ:作絵 ポプラ社
い 594 0000023432 命の教室 動物管理センターからのメッセージ イワサキ・ノンフィクション １３ 池田まき子:著 岩崎書店
い 595 0000030429 いのちの鼓動が聞こえる 心臓を移植した少女の物語 池田まき子:作 ハート出版
い 596 0000032706 いのちの作文 難病の少女からのメッセージ 綾野まさる:作 ハート出版
い 597 0000020222 いのちのひ 寺田美智子:著 文芸社
い 598 0000020032 いのちのまつり ヌチヌグスージ 草場一寿:作 サンマーク出版
い 599 0000170027 いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて 海外文学コレクション 5 フランシーヌ・クリストフ:著 岩崎書店
い 600 0000030528 いのちは見えるよ いのちのえほん １１ 及川和男:作 岩崎書店
い 601 0000148890 いのちは見えるよ いのちのえほん １１ 及川和男:作 岩崎書店
い 602 0000169227 いのちをいただく みいちゃんがお肉になる日 講談社の創作絵本 坂本義喜:原案 講談社
い 603 0000168245 命を救われた捨て犬夢之丞 災害救助泥まみれの一歩 ノンフィクション知られざる世界 今西乃子:著 金の星社
い 604 0000167932 命を食べるおじいちゃん 平成うわさの怪談 15 木暮正夫:編 岩崎書店
い 605 0000032722 いのちをつなぐ セラピードッグをめざす被災地の犬たち ノンフィクション・生きるチカラ １３ 大木トオル:著 岩崎書店
い 606 0000178558 いのちをつなぐ セラピードッグをめざす被災地の犬たち ノンフィクション・生きるチカラ 13 大木トオル:著 岩崎書店
い 607 0000053413 いのちを守る!災害対策大百科 1 藤吉洋一郎:監修 日本図書センター
い 608 0000053421 いのちを守る!災害対策大百科 2 藤吉洋一郎:監修 日本図書センター
い 609 0000053439 いのちを守る!災害対策大百科 3 藤吉洋一郎:監修 日本図書センター
い 610 0000017236 いばらひめ グリム童話 グリム:〔原作〕 ほるぷ出版
い 611 0000009746 いばらひめ グリム童話より 世界名作えほんライブラリー １６ グリム:〔原作〕 フレーベル館
い 612 0000003772 イプーとイルカの海 イプーファンタジーワールド 片岡道子:さく 旺文社
い 613 0000003756 イプーと空とぶじてんしゃ イプーファンタジーワールド 片岡道子:さく 旺文社
い 614 0000003764 イプーとまほうのトンネル イプーファンタジーワールド 片岡道子:さく 旺文社
い 615 0000004622 いま　なんじ かえるえんみどりぐみ １　とけいのえほん やましたはるお:さく あかね書房
い 616 0000156463 いま なんじ かえるえんみどりぐみ 1 とけいのえほん やましたはるお:さく あかね書房
い 617 0000016667 いまなんじ？ 学研おはなし絵本 松成真理子:〔作〕 学研
い 618 0000026120 今森光彦世界昆虫記 今森光彦:著 福音館書店
い 619 0000137547 妹 中国残留孤児をさがして 現代・創作児童文学 小中沢小夜子:著 金の星社
い 620 0000019752 いもうとのにゅういん こどものとも傑作集 ７５ 筒井頼子:さく 福音館書店
い 621 0000004713 いもかんのしあわせ かんのれいこ:さく 新風舎
い 622 0000117549 いもころがし かみしばい日本むかしむかし 川崎大治:作 童心社
い 623 0000180885 いもさいばん 講談社の創作絵本 きむらゆういち:文 講談社
い 624 0000132472 いもほりきょうだいホーリーとホーレ わくわくたべものおはなしえほん 5 石井聖岳:さく・え 農山漁村文化協会



児童書（書名による五十音リスト）

い 625 0000005165 いもむしのカミーユ にわの小さななかまたち Ａ．クリングス:作 岩波書店
い 626 0000181305 いやいやえん 童話 福音館創作童話シリーズ 中川李枝子:さく 福音館書店
い 627 0000012468 いやいやバスの３ばんくん のりものえほん １ 砂田弘:ぶん 小峰書店
い 628 0000185942 いやし犬まるこ お年よりによりそう犬の物語 輔老心:著 岩崎書店
い 629 0000062927 いやだいやだ せなけいこ:さく　え 福音館書店
い 630 0000031716 イルカにあいたい 難病の少年、正ちゃんの願い こやま峰子:文 国土社
い 631 0000019059 いるのいないの 怪談えほん ３ 京極夏彦:作 岩崎書店
い 632 0000188631 いろ アラン・グレのABCえほん 2 アラン・グレ:作 あすなろ書房
い 633 0000020073 いろいろ１ねん レオ・レオーニ:著 あすなろ書房
い 634 0000005710 いろいろおせわになりました わらべうたの「おちゃをのみにきてください」より 福音館の幼児絵本 やぎゅうげんいちろう:さく 福音館書店
い 635 0000013409 いろいろないちにち 中村まさあき:作 文化出版局
い 636 0000021592 いろいろなお正月あつまれ わくわくせいかつか １０ 竹野栄:作 太平出版社
い 637 0000161984 いろいろバス ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ:さく 大日本図書
い 638 0000185082 いろいろはっぱ 小寺卓矢:写真・文 アリス館
い 639 0000055665 いろはにほへと 今江祥智:文 ＢＬ出版
い 640 0000166389 いろはのあした スプラッシュ・ストーリーズ 18 魚住直子:作 あかね書房
い 641 0000016089 イワナの銀平山へかえる 村田千晴:ぶん 農山漁村文化協会
い 642 0000016170 イワナの銀平海へゆく 村田千晴:ぶん 農山漁村文化協会
い 643 0000054791 岩波世界児童文学集 1 岩波書店
い 644 0000054916 岩波世界児童文学集 10 岩波書店
い 645 0000054932 岩波世界児童文学集 11 岩波書店
い 646 0000054890 岩波世界児童文学集 12 岩波書店
い 647 0000054833 岩波世界児童文学集 13 岩波書店
い 648 0000054825 岩波世界児童文学集 14 岩波書店
い 649 0000054858 岩波世界児童文学集 15 岩波書店
い 650 0000054973 岩波世界児童文学集 16 岩波書店
い 651 0000054783 岩波世界児童文学集 17 岩波書店
い 652 0000054908 岩波世界児童文学集 18 岩波書店
い 653 0000054940 岩波世界児童文学集 19 岩波書店
い 654 0000054874 岩波世界児童文学集 2 岩波書店
い 655 0000054924 岩波世界児童文学集 20 岩波書店
い 656 0000054882 岩波世界児童文学集 21 岩波書店
い 657 0000054965 岩波世界児童文学集 22 岩波書店
い 658 0000054957 岩波世界児童文学集 23 岩波書店
い 659 0000054981 岩波世界児童文学集 24 岩波書店
い 660 0000055020 岩波世界児童文学集 25 岩波書店
い 661 0000055012 岩波世界児童文学集 26 岩波書店



児童書（書名による五十音リスト）

い 662 0000054999 岩波世界児童文学集 27 岩波書店
い 663 0000055004 岩波世界児童文学集 28 岩波書店
い 664 0000055046 岩波世界児童文学集 29 岩波書店
い 665 0000049023 岩波世界児童文学集 ３ 岩波書店
い 666 0000055038 岩波世界児童文学集 30 岩波書店
い 667 0000054817 岩波世界児童文学集 4 岩波書店
い 668 0000054841 岩波世界児童文学集 5 岩波書店
い 669 0000054866 岩波世界児童文学集 6 岩波書店
い 670 0000054775 岩波世界児童文学集 7 岩波書店
い 671 0000054742 岩波世界児童文学集 8 岩波書店
い 672 0000054734 岩波世界児童文学集 9 岩波書店
い 673 0000036657 いん石の大しょうとつ ぼうけん絵ものがたり 伊東章夫:作・画 理論社
い 674 0000135392 インターネット活用アイデア101 1 木村義志:著 学研
い 675 0000135384 インターネット活用アイデア101 2 木村義志:著 学研
い 676 0000135491 インターネット活用アイデア101 3 木村義志:著 学研
い 677 0000135483 インターネット活用アイデア101 4 木村義志:著 学研
い 678 0000135475 インターネット活用アイデア101 5 木村義志:著 学研
い 679 0000135467 インターネット活用アイデア101 6 木村義志:著 学研
い 680 0000132670 インターネットの本 はじめての発見 15 ジャン＝フィリップ・シャボ:原案・制作 岳陽舎
い 681 0000095786 インド大帝国の冒険 マジック・ツリーハウス 31 メアリー・ポープ・オズボーン:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
い 682 0000044081 インドのごはん 絵本世界の食事 ２ 銀城康子:文 農山漁村文化協会
い 683 0000045229 インフルエンザ感染爆発 見えざる敵=ウイルスに挑む ノンフィクション知られざる世界 デイビッド・ゲッツ:著 金の星社
い 684 0000150086 一年後のおくりもの スプラッシュ・ストーリーズ 20 サラ・リーン:作 あかね書房
う 685 0000003780 ヴァイオリンをひくネコ えほん・ハートランド １７ 小沢良吉:作・絵 岩崎書店
う 686 0000182105 ヴァイノと白鳥ひめ 愛蔵版おはなしのろうそく 6 東京子ども図書館:編纂 東京子ども図書館
う 687 0000025726 外郎売 声にだすことばえほん 長野ヒデ子:絵 ほるぷ出版
う 688 0000182162 ウーフとツネタとミミちゃんと くまの子ウーフの童話集 3 神沢利子:作 ポプラ社
う 689 0000003723 ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 ９ 神沢利子:作 ポプラ社
う 690 0000001586 うえきやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ フィービ・ウォージントン:さく・え 福音館書店
う 691 0000011213 うえへまいりまぁす わたしのえほん 長谷川義史:さく・え ＰＨＰ研究所
う 692 0000051565 植村直己 エベレストから極点までをかけぬけた冒険家 小学館版学習まんが人物館 本庄敬:まんが 小学館
う 693 0000184580 植村直己 極限に挑んだ冒険家 伝記を読もう 6 滝田誠一郎:文 あかね書房
う 694 0000048694 植村直己ものがたり オーロラにかける ジュニア・ノンフィクション 22 さかいともみ:作 教育出版センター
う 695 0000028050 ウェン王子とトラ チェンジャンホン:作・絵 徳間書店
う 696 0000044834 ウォートンとカラスのコンテスト 評論社の児童図書館・文学の部屋 ラッセル・Ｅ．エリクソン:作 評論社
う 697 0000029488 ウォートンのとんだクリスマス・イブ 児童図書館・文学の部屋 ラッセル・エリクソン:作 評論社
う 698 0000170357 ウォーリーをさがせ!謎のメモ大追跡! マーティン　ハンドフォード:作・絵 フレーベル館



児童書（書名による五十音リスト）

う 699 0000026435 うぐいす 絵童話・しぜんのいのち ７ 安房直子:文 小峰書店
う 700 0000189928 うごきのことば えいごつき はっけんことばずかん ハマダルコラ:作・絵 学研プラス
う 701 0000155879 動くおりがみ 新・おりがみランド 布施知子:著 誠文堂新光社
う 702 0000064659 うさぎだいすき
う 703 0000124776 うさぎとかめ 運動会 行事むかしばなし やすいすえこ:文 教育画劇
う 704 0000019992 うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン:ぶん ほるぷ出版
う 705 0000008078 うさぎのおうち 福音館創作童話シリーズ こうだのりこ:さく 福音館書店
う 706 0000015172 ウサギのオッカケ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジル・ニューサム:ぶん 評論社
う 707 0000001347 うさぎのしるし えほん、よんで！ １３ ひだきょうこ:作 あかね書房
う 708 0000011411 うさぎのダンス 彩樹かれん:作・絵 ひさかたチャイルド
う 709 0000006239 うさぎのテオ ピエール・コラン:文 ひくまの出版
う 710 0000035758 うさぎの庭 スプラッシュ・ストーリーズ ９ 広瀬寿子:作 あかね書房
う 711 0000015016 うさぎのホッパーちかみちにはきをつけて 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社
う 712 0000010561 うさぎのまじっく チューリップえほんシリーズ せなけいこ:作・絵 鈴木出版
う 713 0000018820 うさぎのマシュマロ 講談社の翻訳絵本 クレア・ターレー・ニューベリー:作 講談社
う 714 0000117416 うさぎのみみちゃんおにはそとー! 年少版はじめての行事かみしばい 間所ひさこ:作 教育画劇
う 715 0000124594 うさぎのみみちゃんたなばたまつり 教育画劇のかみしばい 間所ひさこ:作 教育画劇
う 716 0000026062 うさぎのユック 絵門ゆう子:作 金の星社
う 717 0000064329 うさこちゃんおとまりにいく ブルーナのゆかいななかま ５ ディック・ブルーナ:ぶんえ 福音館書店
う 718 0000088096 うさこちゃんきをつけて 相沢るつ子　作画
う 719 0000064196 うさこちゃんとうみ 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
う 720 0000145227 うさこちゃんとじてんしゃ ブルーナのゆかいななかま 6 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
う 721 0000064204 うさこちゃんとゆうえんち 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
う 722 0000064311 うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん ブルーナのゆかいななかま ４ ディック・ブルーナ:ぶんえ 福音館書店
う 723 0000144675 うさこちゃんのたんじょうび 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
う 724 0000064261 うさこちゃんのにゅういん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
う 725 0000002238 うさちゃんのニュース なにかが、なにかが、よんでいる ルース・Ｌ・ボーンスタイン:さく ほるぷ出版
う 726 0000182584 牛追いの冬 岩波少年文庫 135 マリー・ハムズン:作 岩波書店
う 727 0000016626 うしかたと山んば 日本みんわ絵本 坪田譲治:ぶん ほるぷ出版
う 728 0000135723 うしとにぐるま 永井鱗太郎 宣協社
う 729 0000135665 うしどろぼう 高橋良和
う 730 0000180224 丑三つ時レストラン 怪談レストラン 40 たかいよしかず:絵 童心社
う 731 0000131912 うしろすがた いろんな人の俳句 めくってびっくり俳句絵本 ４ 村井康司:編 岩崎書店
う 732 0000179960 うしろの正面だあれ アニメ版 海老名香葉子:原作 金の星社
う 733 0000040451 うしろの正面だあれ 文学の扉 １８ 海老名香葉子:著 金の星社
う 734 0000150136 うずら大名 畠中恵:著 集英社
う 735 0000002014 うずらちゃんのかくれんぼ 幼児絵本シリーズ きもとももこ:さく 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

う 736 0000133108 うそかほんとか 日本むかしばなし 9 民話の研究会:編 ポプラ社
う 737 0000021253 うそつきたいかい はれぶたぶんこ ２ 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
う 738 0000041780 うそつき大ちゃん ポプラの森 １３ 阿部夏丸:著 ポプラ社
う 739 0000187294 うそつきタケちゃん 文研ブックランド 白矢三恵:作 文研出版
う 740 0000150003 ウソつきとスパイ Sunnyside Books レベッカ・ステッド:作 小峰書店
う 741 0000045948 うそつきの天才 ショート・ストーリーズ ウルフ・スタルク:著 小峰書店
う 742 0000032763 歌うがいこつ 妖怪ばなし ２ 松谷みよ子:〔ほか〕編 ほるぷ出版
う 743 0000022491 うたえブルートレイン 柴田晋吾:作 金の星社
う 744 0000062778 うたえほん 2 つちだよしはる:え グランまま社
う 745 0000065136 うたの絵本 12 リブロポート
う 746 0000050906 うたのすきなかえるくん とっておきのどうわ かこさとし:さく・え ＰＨＰ研究所
う 747 0000052928 うちにあかちゃんがうまれるの からだとこころのえほん 9 いとうえみこ:文 ポプラ社
う 748 0000004663 うちにかえったガラゴ 島田ゆか:作絵 文渓堂
う 749 0000003210 うちのおじいちゃん 谷口国博:文 世界文化社
う 750 0000001008 うちのおばけ 谷口国博:文 世界文化社
う 751 0000143503 うちのかぞく 谷口国博:文 世界文化社
う 752 0000005413 うちのきんぎょ 谷口国博:文 世界文化社
う 753 0000002063 うちのコロッケ 谷口国博:文 世界文化社
う 754 0000064394 うちのなかのもの ブルーナの０歳からの本 ７ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
う 755 0000008698 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ:さく 評論社
う 756 0000010454 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ:さく 評論社
う 757 0000007401 うちのパパってかっこいい 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウン:さく 評論社
う 758 0000038679 うちはお人形の修理屋さん ヨナ・ゼルディス・マクドノー:作 徳間書店
う 759 0000033845 宇宙犬ハッチー 銀河から来た友だち かわせひろし:作 岩崎書店
う 760 0000042440 宇宙人のいる教室 さとうまきこ:作 金の星社
う 761 0000038141 宇宙のひみつ 学研まんがひみつシリーズ １ 学研
う 762 0000010157 宇宙の迷路 太陽系をめぐって銀河のかなたへ！ 香川元太郎:作・絵 ＰＨＰ研究所
う 763 0000046953 うどんの絵本 つくってあそぼう ２３ おだもんた:へん 農山漁村文化協会
う 764 0000117143 うなぎにきいて ともだちだいすき 桂文我:脚本 童心社
う 765 0000012641 ウポポウポポポポタージュスープ ひまわりえほんシリーズ 越智のりこ:作 鈴木出版
う 766 0000124370 うまかたどんとたぬきのポンタ ワッハッハ!ゆかいでおかしい日本の民話 菊地ただし:文 教育画劇
う 767 0000172320 うまくなる少年サッカー 学研まんが入門シリーズ 能田達規:まんが 学研教育出版
う 768 0000172338 うまくなる卓球 学研まんが入門シリーズ 大富寺航:まんが 学研プラス
う 769 0000172361 うまくなるミニバスケットボール 学研まんが入門シリーズ 松野千歌:まんが 学研教育出版
う 770 0000044891 馬と少年 ナルニア国物語 Ｃ．Ｓ．ルイス:作 岩波書店
う 771 0000024158 生まれ変わりレストラン 怪談レストラン ２９ かとうくみこ:絵 童心社
う 772 0000001925 生まれ変わりレストラン 怪談レストラン 29 かとうくみこ:絵 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

う 773 0000029645 うまれたよ、ペットントン おはなしトントン ４２ 服部千春:作 岩崎書店
う 774 0000050724 生まれ出づる悩み アイドルブックス 38 有島武郎:〔著〕 ポプラ社
う 775 0000011379 うみがだいすきさ ほんままゆみ:さく 小峰書店
う 776 0000050088 ウミガメ・ゴンク動物記 海や川の神秘 下 ムツゴロウの図書館 6 畑正憲:著 朝日出版社
う 777 0000049627 ウミガメ・ゴンク動物記 海や川の神秘 上 ムツゴロウの図書館 5 畑正憲:著 朝日出版社
う 778 0000011346 うみからのてがみ まつかわまきこ:さく・え ブックローン出版
う 779 0000155721 うみキリン 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
う 780 0000045567 海に墓標を 伊東信:〔作〕 農山漁村文化協会
う 781 0000184424 うみの100かいだてのいえ いわいとしお:〔作〕 偕成社
う 782 0000033381 海のいのち えほんはともだち ２５ 立松和平:作 ポプラ社
う 783 0000046995 海の楽校 自然と遊ぼう １ 長谷川孝一:著 山と渓谷社
う 784 0000022343 うみのカラオケ スズキコージ:〔作〕 クレヨンハウス
う 785 0000166850 うみのそこたんけん ちきゅうのふしぎ絵本 2 中川ひろたか:ぶん アリス館
う 786 0000015461 うみのそこのてんし 松宮敬治:作・絵 ＢＬ出版
う 787 0000018788 海のそこの電話局 旺文社創作童話 大庭桂:作 旺文社
う 788 0000013706 うみのでんしゃぼくらの江ノ電 のりものえほん 中島章作:ぶん・え 小峰書店
う 789 0000188169 うみのとしょかん どうわがいっぱい 113 葦原かも:作 講談社
う 790 0000018705 うみのひかり 教育画劇みんなのえほん 緒島英二:作 教育画劇
う 791 0000030122 海の魔法使い あかね・新読み物シリーズ ５ パトリシア・マクラクラン:作 あかね書房
う 792 0000036392 海の妖精（フェアリー）シャノン 夏休みスペシャルブック レインボーマジック デイジー・メドウズ:作 ゴマブックス
う 793 0000046383 海は生きている 自然と人間 富山和子:著 講談社
う 794 0000027201 うみへいこうよ! くまのベアールとちいさなタタン ママとパパとわたしの本 13 原京子:さく ポプラ社
う 795 0000055715 海へいった赤んぼ大将 日本の創作児童文学選 佐藤さとる:〔著〕 あかね書房
う 796 0000006098 うみへいったメエメエさん こどものくに傑作絵本 ささやすゆき:作・絵 金の星社
う 797 0000136333 うみべでいただきます ごちそうえほん つちだよしはる:さく 小峰書店
う 798 0000008268 うみべのハリー 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン:ぶん 福音館書店
う 799 0000058552 海を渡ったタヌキたち 加藤輝治:文 農山漁村文化協会
う 800 0000128579 海を渡ったタヌキたち 加藤輝治:文 農山漁村文化協会
う 801 0000147736 海をわたった盲導犬ロディ とっておきの動物ものがたり 井上こみち:作 理論社
う 802 0000093765 ウメの絵本 そだててあそぼう 59 よしだまさお:へん 農山漁村文化協会
う 803 0000046920 梅干しの絵本 つくってあそぼう ３３ こしみずまさみ:へん 農山漁村文化協会
う 804 0000172957 うらしまたろう 時田史郎
う 805 0000124388 うらしまたろう 紙芝居むかしばなし 第1集 奈街三郎:文 教育画劇
う 806 0000144642 うらしまたろう にほんむかしばなし 岩崎京子:文 フレーベル館
う 807 0000170811 うらない師ルーナと三人の魔女 ポプラ物語館 74 あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
う 808 0000073163 占いレストラン 怪談レストラン ２４ かとうくみこ:絵 童心社
う 809 0000151324 占いレストラン 怪談レストラン 24 かとうくみこ:絵 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

う 810 0000006858 ウラパン・オコサ かずあそび 絵本・こどものひろば 谷川晃一:作 童心社
う 811 0000021121 うらめしやレストラン 怪談レストラン 16 かとうくみこ:絵 童心社
う 812 0000055525 うらめしやレストラン 怪談レストラン １６ かとうくみこ:絵 童心社
う 813 0000073171 うらめしやレストラン 怪談レストラン １６ かとうくみこ:絵 童心社
う 814 0000018713 ウララちゃんのたんじょうび えほんとなかよし ４７ 山本なおこ:作 ポプラ社
う 815 0000134072 うれしい あなたへ 3 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
う 816 0000145433 うれしい あなたへ ３ レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
う 817 0000031922 うれしいことインタビュー わくわくどうわかん おーなり由子:作 ほるぷ出版
う 818 0000149815 うれしい一日になる世界のわらい話 特装版どきどきわくわくシリーズ 10 富田博之:文 学研
う 819 0000155663 うれしい一日になる日本のわらい話 特装版どきどきわくわくシリーズ 9 富田博之:文 学研
う 820 0000045625 うわさの雨少年(レインボーイ) ポプラ物語館 13 宮下恵茉:作 ポプラ社
う 821 0000042747 ウワサの学校なぞなぞ 先生ビックリめざせ!学校なぞなぞキング ワン・ステップ:編 金の星社
う 822 0000062851 うわさのとんでも魔女商会 おはなしガーデン ３２ あんびるやすこ:著 岩崎書店
う 823 0000014068 うんこダスマン うんこのえほん 村上八千世:文 ほるぷ出版
う 824 0000005447 うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト:文 偕成社
う 825 0000150292 うんちの正体 菌は人類をすくう ポプラサイエンスランド 3 坂元志歩:著 ポプラ社
う 826 0000047480 運動会種目ベスト100 太田昌秀:編著 ベースボール・マガジン社

う 827 0000125864 うんどうかいってたのしいな あたらしい行事紙芝居 第2集 いしばししずこ:作 教育画劇
う 828 0000050849 海野和男のワクワクむしずかん 1 海野和男:写真・文 新日本出版社
う 829 0000053637 海野和男のワクワクむしずかん 2 海野和男:写真・文 新日本出版社
う 830 0000007948 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご うんこのえほん 村上八千世:文 ほるぷ出版
う 831 0000165019 運命のウエディングドレス おはなしガーデン 37 あんびるやすこ:著 岩崎書店
う 832 0000035527 運命のテーマパーク マジカル少女レイナ １０ 石崎洋司:作 岩崎書店
え 833 0000137760 永遠に捨てない服が着たい 太陽の写真家と子どもたちのエコ革命 今関信子:著 汐文社
え 834 0000046375 永遠の夏休み ポプラの森 6 折原みと:著 ポプラ社
え 835 0000150037 映画かいけつゾロリうちゅうの勇者たち アニメ絵本 原ゆたか:監修 ポプラ社
え 836 0000055806 映画かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご アニメ絵本 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
え 837 0000047027 英語のあそびうた みんなであそぶおやこであそぶ Vol.1 広瀬量平:音楽監修 ラボ教育センター
え 838 0000043448 エイズの絵本 北沢杏子:作 アーニ出版
え 839 0000168104 ええたまいっちょう! えほんのぼうけん 80 くすのきしげのり:作 岩崎書店
え 840 0000032367 笑顔の花が咲く トレーシー・コーデュロイ:作 １万年堂出版
え 841 0000051920 エジソン おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 １０ 桜井信夫:文 ポプラ社
え 842 0000128884 エジソン ファーブル
え 843 0000158311 えすがたよめさま 日本みんわ絵本 木島泉:ぶん ほるぷ出版
え 844 0000133884 えっちゃんのせんそう 岸川悦子:作 文渓堂
え 845 0000018077 エディのやさいばたけ サラ　ガーランド:さく 福音館書店
え 846 0000167742 絵で見てわかるはじめての古典 10巻 田中貴子:監修 学研教育出版



児童書（書名による五十音リスト）

え 847 0000167650 絵で見てわかるはじめての古典 1巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 848 0000167668 絵で見てわかるはじめての古典 2巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 849 0000167676 絵で見てわかるはじめての古典 3巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 850 0000167684 絵で見てわかるはじめての古典 4巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 851 0000167692 絵で見てわかるはじめての古典 5巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 852 0000167700 絵で見てわかるはじめての古典 6巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 853 0000167718 絵で見てわかるはじめての古典 7巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 854 0000167726 絵で見てわかるはじめての古典 8巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 855 0000167734 絵で見てわかるはじめての古典 9巻 田中貴子:監修 学研教育出版
え 856 0000046714 絵で見るおふろの歴史 菊地ひと美:文・絵 講談社
え 857 0000173039 絵でみる人体大地図 ピクチャーアトラスシリーズ ジュリアノ･フェルナリ他 同朋舎出版
え 858 0000173054 絵でみる世界探検地図 ピクチャーアトラスシリーズ ピーター･モーター他 同朋舎出版
え 859 0000155895 絵でみる世界動物地図 ピクチャーアトラスシリーズ ケネス・リリー:著 同朋舎出版
え 860 0000163527 絵でみる日本自然地図 ピクチャーアトラスシリーズ 今西資博:監修 同朋舎出版
え 861 0000172965 絵でみる富士山大地図 ピクチャーアトラスシリーズ 町田 洋 同朋舎出版
え 862 0000022087 絵でわかる宇宙大地図 ５００以上の写真やイラストで、宇宙の驚異がわかる！ ロバート・バーナム:著 ネコ・パブリッシング
え 863 0000138115 絵でわかる英語じてん Gakken’s English Picture Wordbook 1 羽鳥博愛:監修 学研
え 864 0000048157 絵でわかる英語じてん Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｗｏｒｄｂｏｏｋ ２ 学研
え 865 0000048165 絵でわかる英語じてん Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｗｏｒｄｂｏｏｋ ３ 学研
え 866 0000193532 絵でわかる英語じてん Gakken’s English Picture Wordbook 4 羽鳥博愛:監修 学研
え 867 0000135442 絵でわかる英語じてん Gakken’s English Picture Wordbook 5 羽鳥博愛:監修 学研
え 868 0000132498 絵でわかるジュニアスポーツ ルールと技術 1 学研
え 869 0000059832 絵でわかるジュニアスポーツ ルールと技術 3 学研
え 870 0000022079 絵でわかる世界大地図 ３０００以上のイラストで世界がわかる！ コリン・セール:編 ネコ・パブリッシング
え 871 0000037135 エドウィナからの手紙 スーザン・ボナーズ:作 金の星社
え 872 0000184184 江戸っ子しげぞう タリメーだい!の巻 江戸っ子しげぞうシリーズ 1 本田久作:作 ポプラ社
え 873 0000055558 江戸の大火と伝説の竜 マジック・ツリーハウス ２３ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
え 874 0000017061 江戸の迷路 １ 伊藤まさあき:絵 汐文社
え 875 0000149559 江戸の迷路 2 伊藤まさあき:絵 汐文社
え 876 0000017368 江戸の迷路 ３ 伊藤まさあき:絵 汐文社
え 877 0000050401 エドモントサウルス 恐竜王国 5 ファビオ　マルコ　ダラ　ヴェッキア:文 ポプラ社
え 878 0000181990 エパミナンダス 愛蔵版おはなしのろうそく 1 東京子ども図書館:編 東京子ども図書館
え 879 0000046961 絵本おもしろふしぎ食べもの加工 ２ 生活環境教育研究会:編 農山漁村文化協会
え 880 0000036483 絵本クマのプーさん 大型絵本 ５ Ａ・Ａ・ミルン:ぶん 岩波書店
え 881 0000002493 絵本ことばあそび 五味太郎:作 岩崎書店
え 882 0000049585 絵本ことばあそび 五味太郎:作 岩崎書店
え 883 0000151126 えほんとべないほたる 1 小沢昭巳:原作 ハート出版



児童書（書名による五十音リスト）

え 884 0000143529 えほんとべないほたる 2 小沢昭巳:原作 ハート出版
え 885 0000150276 絵本はなちゃんのみそ汁 講談社の創作絵本 安武信吾:原作 講談社
え 886 0000207910 絵本版100にちごにしぬワニ 〔1〕 きくちゆうき:さく サニーサイド
え 887 0000016048 絵本わらしべ長者 大型絵本 13 瀬田貞二:文 岩波書店
え 888 0000187351 絵物語古事記 富安陽子:文 偕成社
え 889 0000007880 えらいえらい！ ケロちゃんえほん １ ますだゆうこ:ぶん そうえん社
え 890 0000137513 エラリー・クイーン 七匹の黒ネコの冒険他 世界の名探偵 5 エラリー・クイーン:作 岩崎書店
え 891 0000137505 エルキュール・ポワロ チョコレートの箱他 世界の名探偵 4 アガサ・クリスティー:作 岩崎書店
え 892 0000063651 エルマーと１６ぴきのりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 893 0000181271 エルマーと16ぴきのりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 894 0000021816 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 895 0000033241 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 896 0000135244 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 897 0000033209 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 898 0000033225 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 899 0000063610 エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 900 0000181321 エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット:さく 福音館書店
え 901 0000030304 エレベーターは秘密のとびら いわさき創作童話 ５１ 三野誠子:作 岩崎書店
え 902 0000184051 円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海風:作 くもん出版
え 903 0000021824 遠足に幽霊がついてきた 学校の怪談 ５ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
え 904 0000015545 えんそくバス ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか:文 童心社
え 905 0000011643 エンソくんきしゃにのる こどものとも傑作集 １８ スズキコージ:さく 福音館書店
え 906 0000183574 えんとつ町のプペル にしのあきひろ:著 幻冬舎
え 907 0000134890 エンピツ１本、事件を追え！ 新聞記者の２４時間 どんぐりブックス ６ 黒田清:著 ポプラ社
え 908 0000019398 えんぴつびな 絵本のおくりもの 長崎源之助:作 金の星社
お 909 0000132209 オアシスの魚 新選・子どもの文学 ２４ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
お 910 0000124461 おいしぃおいしぃ! あかちゃんかみしばいぱちぱちにっこり ひろかわさえこ:脚本・絵 童心社
お 911 0000000216 おいしいおとなあに？ えほん、よんで！ ２ さいとうしのぶ:作 あかね書房
お 912 0000008102 おいしいおばけ えほん・ドリームランド １１ ささもとけい:作・絵 岩崎書店
お 913 0000166397 おいしいケーキはミステリー!? スプラッシュ・ストーリーズ 14 アレグザンダー・マコール・スミス:作 あかね書房
お 914 0000185108 おいしいふくやさん のしさやか:作・絵 ひさかたチャイルド
お 915 0000012849 おいしいみず わくわくたべものおはなしえほん １５ 片山健:さく・え 農山漁村文化協会
お 916 0000094649 おいしゃさんはおばけだって!? ポプラ社の新・小さな童話 277 むらいかよ:著 ポプラ社
お 917 0000026765 おいで、フクマル えほんひろば くどうなおこ:さく 小峰書店
お 918 0000006312 おいていかないで 福音館の幼児絵本 筒井頼子:さく 福音館書店
お 919 0000002006 おいていかないで 福音館の幼児絵本 筒井頼子:さく 福音館書店
お 920 0000034876 おいらはコンブ林にすむプカプカといいます 偕成社おはなしポケット 岩佐めぐみ:作 偕成社



児童書（書名による五十音リスト）

お 921 0000177154 黄金のジャングル おそれるな魔王の罠！！ 妖怪コロキューブ グループＳＮＥ:著 学研
お 922 0000040592 黄金のつぼ 世界こわい話ふしぎな話傑作集 11 ドイツ編 ホフマン:原作 金の星社
お 923 0000040618 黄金の脳を持つ男 世界こわい話ふしぎな話傑作集 8 フランス編 ドーデ:ほか原作 金の星社
お 924 0000135228 王さまダイエット 王さまのパンはやせるパン 童話のすけっちぶっく １８ たかしまなおみ:作 ポプラ社
お 925 0000013185 おうさまだいぼうけん おはなしゲーム絵本 岡本一郎:作 偕成社
お 926 0000139253 王さまたんけんたい 理論社名作の愛蔵版 寺村輝夫:作 理論社
お 927 0000133959 王さまと九人のきょうだい 中国の民話 大型絵本 7 君島久子:訳 岩波書店
お 928 0000024331 王さまのアイスクリーム ゆかいなゆかいなおはなし フランセス・ステリット:ぶん 大日本図書
お 929 0000024182 王様の剣 ディズニーアニメ小説版 ２０ 〔Ｔ・Ｈ・ホワイト:原作〕 偕成社
お 930 0000032078 王さまのどきどきコロッケ だいすきＢＯＯＫＳ ２１ たかしまなおみ:作 ポプラ社
お 931 0000032730 王さまのびっくりピザ だいすきＢＯＯＫＳ ７ たかしまなおみ:作 ポプラ社
お 932 0000023846 王さまのまほうカレー だいすきＢＯＯＫＳ １６ たかしまなおみ:作 ポプラ社
お 933 0000016485 おうさまのみみはろばのみみ みんなでよもう!日本・世界の昔話 6 岸田衿子:文 チャイルド本社
お 934 0000128702 王さまパトロール 理論社名作の愛蔵版 寺村輝夫:作 理論社
お 935 0000139287 王さまばんざい 理論社名作の愛蔵版 寺村輝夫:作 理論社
お 936 0000145201 王さまめいたんてい 理論社名作の愛蔵版 寺村輝夫:作 理論社
お 937 0000128744 王さまレストラン 理論社名作の愛蔵版 寺村輝夫:作 理論社
お 938 0000145854 王さまロボット 理論社名作の愛蔵版 寺村輝夫:作 理論社
お 939 0000149864 王さまわがままケーキ だいすきBOOKS 2 たかしまなおみ:作 ポプラ社
お 940 0000008383 おうちをつくろう 学研おはなし絵本 角野栄子:作 学研
お 941 0000042341 王のしるし ローズマリ・サトクリフ:作 岩波書店
お 942 0000048744 旺文社小学漢字新辞典 尾上兼英:監修 旺文社
お 943 0000048702 旺文社小学国語新辞典 宮腰賢:監修 旺文社
お 944 0000183178 王への手紙 下 岩波少年文庫 575 トンケ・ドラフト:作 岩波書店
お 945 0000183160 王への手紙 上 岩波少年文庫 574 トンケ・ドラフト:作 岩波書店
お 946 0000050658 オウムはことばがわかる? おしゃべり どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
お 947 0000036889 お江戸はやくちことば 杉山亮:文 河合楽器製作所・出版事業部

お 948 0000206904 お江戸はやくちことば 杉山亮
お 949 0000005736 オー・スッパ 越野民雄:文 講談社
お 950 0000146480 大足くんのぴかぴかスニーカー シルカ小学校のブキミともだち 末吉暁子:作 偕成社
お 951 0000064113 おーいおーい ０．１．２．えほん さとうわきこ:さく 福音館書店
お 952 0000124909 オオカミ男 こわいぞ!世界のモンスター 千世まゆ子:脚本 童心社
お 953 0000007229 オオカミおばさんたべちゃダメ! “絵本がもっとすきになる!”翻訳絵本 シェーン・ロディ:文 小学館
お 954 0000022111 オオカミクン 名作絵本復刊シリーズ ２ グレゴワール・ソロタレフ:さく ポプラ社
お 955 0000134155 オオカミだって…! あかね・新えほんシリーズ 5 ベッキー・ブルーム:作 あかね書房
お 956 0000151563 オオカミと氷の魔法使い マジック・ツリーハウス 18 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
お 957 0000016634 おおかみと七ひきのこやぎ 学研・ひとりよみ名作 3 グリム:さく 学研



児童書（書名による五十音リスト）

お 958 0000016477 おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話 世界傑作絵本シリーズ グリム:〔原作〕 福音館書店
お 959 0000144063 おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話より わたしのえほん グリム:〔原作〕 ＰＨＰ研究所
お 960 0000002790 オオカミのおうさま きむらゆういち:ぶん 偕成社
お 961 0000012476 オオカミのごちそう 木村裕一:ぶん 偕成社
お 962 0000124669 オオカミのまゆげ ブルっとふるえる!こわい日本の民話 ＹＵＪＩ:文絵 教育画劇
お 963 0000049999 狼森(オイノモリ)と笊森、盗森 宮沢賢治どうわえほん 5 宮沢賢治:作 講談社
お 964 0000015495 おおかみようちえんにようこそ ひがしあきこ:文・絵 偕成社
お 965 0000053843 おおきくなあれこねこのジンジャー バートンさんのどうぶつ日記 ジェーン・バートン:作 こぐま社
お 966 0000053850 おおきくなあれふくろうのバフィー バートンさんのどうぶつ日記 ジェーン・バートン:作 こぐま社
お 967 0000064519 おおきくなった！ まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ:作・絵 偕成社
お 968 0000009001 おおきくなったら… ハイディ・ゴーネル:さく ほるぷ出版
お 969 0000015123 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード:文・画 ほるぷ出版
お 970 0000015610 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード:文・画 ほるぷ出版
お 971 0000013011 おおきくなりたいちびろばくん リンデルト・クロムハウト:さく ＰＨＰ研究所
お 972 0000012534 おおきくなるっていうことは ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか:文 童心社
お 973 0000007013 おおきくなるっていうことは ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか:文 童心社
お 974 0000040196 大きな赤いリンゴの地 新大草原の小さな家 ３ ロジャー・リー・マクブライド:作 講談社
お 975 0000053355 大きな運転席図鑑 きょうからぼくは運転手 大きなたいけん図鑑シリーズ 元浦年康:写真 学研教育出版
お 976 0000018531 おおきなおおきなおいも 鶴巻幼稚園・市村久子の教育実践による 福音館創作童話シリーズ 赤羽末吉:さく・え 福音館書店
お 977 0000002162 おおきなおおきな木 よこたきよし:作 金の星社
お 978 0000144931 大きなおなべのレストラン 竹下文子:文 国土社
お 979 0000014795 おおきなかぶ ロシア民話 こどものとも傑作集 ２６ Ａ．トルストイ:再話 福音館書店
お 980 0000185066 おおきなかぼちゃ 主婦の友はじめてブック エリカ・シルバーマン:作 主婦の友社
お 981 0000025072 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン:さく・え 篠崎書林
お 982 0000028308 おおきなきがほしい 創作えほん 4 佐藤さとる:ぶん 偕成社
お 983 0000028290 おおきななみ ブルックリン物語 バーバラ・クーニー:さく ほるぷ出版
お 984 0000018986 おおきなわんぱくぼうや ケビン・ホークス:作 ほるぷ出版
お 985 0000146134 オーギュスト・デュパン モルグ街の怪事件他 世界の名探偵 1 エドガー・アラン・ポー:作 岩崎書店
お 986 0000185116 オオクニヌシの宝 川北亮司:作 アスラン書房
お 987 0000012062 おおさむこさむ こどものとも傑作集 こいでやすこ:さく 福音館書店
お 988 0000013730 おおぞらをとんだきょうりゅう きょうりゅうのこどもたち ３ マイケル・サーモン:文・絵 文渓堂
お 989 0000000091 おーちゃんの　おーけすとら 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん　え 福音館書店
お 990 0000055970 オードリー・ヘプバーン 世界に愛され世界を愛した永遠の妖精 集英社版・学習漫画 東園子:漫画 集英社
お 991 0000032508 おおはくちょうのそら 北の森から 手島圭三郎:絵・文 リブリオ出版
お 992 0000135624 オーパルひとりぼっち オーパル・ウィットリー:原作 ほるぷ出版
お 993 0000127498 オオバンクラブ物語 下 岩波少年文庫 179 アーサー・ランサム:作 岩波書店
お 994 0000127506 オオバンクラブ物語 上 岩波少年文庫 178 アーサー・ランサム:作 岩波書店



児童書（書名による五十音リスト）

お 995 0000124818 おおみそかのおきゃくさま おおみそか～正月 行事むかしばなし 矢崎節夫:文 教育画劇
お 996 0000178350 大村智ものがたり 苦しい道こそ楽しい人生 馬場錬成:著 毎日新聞出版
お 997 0000040220 オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫 ４７ 菊地ただし:作 草炎社
お 998 0000004127 おかあさん　おめでとう くまの子ウーフの絵本 １ 神沢利子:作 ポプラ社
お 999 0000023150 おかあさん、げんきですか。 絵本・いつでもいっしょ １４ 後藤竜二:作 ポプラ社
お 1000 0000010850 おかあさんがおかあさんになった日 絵本・こどものひろば 長野ヒデ子:さく 童心社
お 1001 0000064535 おかあさんだ まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ:作・絵 偕成社
お 1002 0000033522 お母さん取扱説明書 キムソンジン:作 金の星社
お 1003 0000058644 おかあさんになったアイ 松沢哲郎:著 講談社
お 1004 0000026849 おかあさんの紙びな 創作絵本 33 長崎源之助:作 岩崎書店
お 1005 0000172528 おかあさんの木 ポプラポケット文庫 032-1 大川悦生:作 ポプラ社
お 1006 0000024794 お母さんのこいびとはお父さんか １ねん１くみ子どもの詩の本 鹿島和夫:編 理論社
お 1007 0000058347 おかあさんのそばがすき 犬が教えてくれた大切なこと 今西乃子:著 金の星社
お 1008 0000129239 お母さんの手、だいすき！ 長塚麻衣子:著 中央法規出版
お 1009 0000000828 おかあさんのパンツ 山岡ひかる:作 絵本館
お 1010 0000000810 おかあさんのパンツ ２ 山岡ひかる:作 絵本館
お 1011 0000000802 おかあさんのパンツ ３ 山岡ひかる:作 絵本館
お 1012 0000033092 お母さんの変身宣言 文研ブックランド 川越文子:作 文研出版
お 1013 0000008367 おかあさんの目 あかね創作えほん ２７ あまんきみこ:作 あかね書房
お 1014 0000042986 おかあさんはおでかけ 創作こども文庫 １４ ムーア:さく 偕成社
お 1015 0000007807 おかえし こどものとも傑作集 ８１ 村山桂子:さく 福音館書店
お 1016 0000150474 お帰り!盲導犬オリバー ぼく、みんなのこと覚えているよ 今泉耕介:作 ハート出版
お 1017 0000014241 おかえりなさいキリンさん 絵本の時間 １９ 遠藤邦夫:作 ポプラ社
お 1018 0000022459 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇明子:ぶん 福音館書店
お 1019 0000050211 オガサワラオオコウモリ森をつくる つながってるよいのちのWA! 有川美紀子:文と写真 小峰書店
お 1020 0000046771 おかしな国のお菓子の本 Ｄａｙａｎ’ｓ　ｓｗｅｅｔ　ｔｒａｖｅｌ 池田あきこ:著 ほるぷ出版
お 1021 0000049197 おかしなゆきふしぎなこおり ふしぎいっぱい写真絵本 ２０ 片平孝:写真・文 ポプラ社
お 1022 0000056408 おかしのいえのおばけパーティー ポプラ社の新・小さな童話 ２２５ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1023 0000030411 おかしの国へようこそ 愛と勇気のノンフィクション ２ 新倉みずよ:作 岩崎書店
お 1024 0000005249 おかしのほしのくいしんぼう わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
お 1025 0000147884 おかのうえのカステラやさん おはなしだいすき 堀直子:作 小峰書店
お 1026 0000006973 おかのうえのき ノッポさんのえほん 9 高見のっぽ:作 世界文化社
お 1027 0000037382 小川は川へ、川は海へ Ｙ．Ａ．ｂｏｏｋｓ スコット・オデール:作 小峰書店
お 1028 0000135251 オギーのゆかいな友だち あかね世界の児童文学 24 Ａ．ローレンス:作 あかね書房
お 1029 0000025361 おきなわ　島のこえ ヌチドゥタカラ（いのちこそたから） 記録のえほん ３ 丸木俊:文・絵 小峰書店
お 1030 0000062869 おきゃくさまはオバケ！ おはなしガーデン １３ あんびるやすこ:著 岩崎書店
お 1031 0000151498 おきゃくさまはルルとララ おはなしガーデン 44 あんびるやすこ:著 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

お 1032 0000091603 億男 川村元気:著 マガジンハウス
お 1033 0000039081 おくのほそ道 COMICS 限定版・松尾芭蕉紀行300年
お 1034 0000025460 おくのほそ道 声にだすことばえほん 松尾芭蕉:文 ほるぷ出版
お 1035 0000136705 おくむらあやおふるさとの伝承料理 13 奥村彪生:文 農山漁村文化協会
お 1036 0000136622 オクラの絵本 そだててあそぼう 52 村上次男:へん 農山漁村文化協会
お 1037 0000050112 オコジョのすむ谷 あかね創作えほん 6 増田戻樹:写真・文 あかね書房
お 1038 0000022574 おこだでませんように くすのきしげのり:作 小学館
お 1039 0000049452 お米は生きている 自然と人間 富山和子:著 講談社
お 1040 0000127704 おこりじぞう 新日本おはなし文庫 6 山口勇子:さく 新日本出版社
お 1041 0000177550 おこりんぼオバケ5つのお話 ぞくぞくびっくり箱 4 日本児童文学者協会:編 文溪堂
お 1042 0000145771 おこりんぼフンガくん おひさまのほん 国松エリカ:作 小学館
お 1043 0000021337 おこる 中川ひろたか:作 金の星社
お 1044 0000089797 おさかな いっぱい 増田純子
お 1045 0000062505 おさじさん 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
お 1046 0000012245 おさむらいさんでござる 安田のり:作 絵本館
お 1047 0000126938 おさらのぞうさん おはなしだいすき 森山京:作 小峰書店
お 1048 0000025676 おさるがおよぐ どうわがいっぱい ３１ いとうひろし:作・絵 講談社
お 1049 0000025668 おさるになるひ どうわがいっぱい ３６ いとうひろし:作・絵 講談社
お 1050 0000025650 おさるのおうさま どうわがいっぱい ４１ いとうひろし:作・絵 講談社
お 1051 0000025619 おさるのはまべ どうわがいっぱい ４７ いとうひろし:作・絵 講談社
お 1052 0000017889 おさるのまいにち どうわがいっぱい ２２ いとうひろし:作・絵 講談社
お 1053 0000025684 おさるはおさる どうわがいっぱい 25 いとうひろし:作・絵 講談社
お 1054 0000016816 おさんぎつね 毛利まさみち:文絵 農山漁村文化協会
お 1055 0000010397 おじいさんと１０ぴきのおばけ ひかりのくに傑作絵本集 １９ にしかわおさむ:作絵 ひかりのくに
お 1056 0000139220 おじいさんの旅 アレン・セイ:文・絵 ほるぷ出版
お 1057 0000182303 おじいさんのランプ 新美南吉童話傑作選 新美南吉:作 小峰書店
お 1058 0000039503 おじいちゃんが、わすれても… ノベルズ・エクスプレス １０ 大塚篤子:作 ポプラ社
お 1059 0000010991 おじいちゃんと日の出を見たよ クローバーえほんシリーズ 後路好章:文 佼成出版社
お 1060 0000012518 おじいちゃんのいす ティモシーとサラの絵本 ４ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
お 1061 0000026369 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川義史:作 ＢＬ出版
お 1062 0000020149 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク:作 ほるぷ出版
お 1063 0000026005 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク:作 ほるぷ出版
お 1064 0000023374 おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介:作 鈴木出版
お 1065 0000137463 おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ:作 小峰書店
お 1066 0000030601 おじいちゃんの手品 童話だいすき ２ 山県喬:著 岩崎書店
お 1067 0000037812 おじいちゃんのはげ頭 ユーモア詩のえほん・かぞくのうた ３ 伊藤英治:編 岩崎書店
お 1068 0000165688 おじいちゃんのゆめのしま 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ベンジー・デイヴィス:さく 評論社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1069 0000132027 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク:作 徳間書店
お 1070 0000144881 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク:作 徳間書店
お 1071 0000011700 おじいちゃんへのプレゼント 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ニコラ・ムーン:ぶん 評論社
お 1072 0000099903 おじいちゃんわすれないよ ベッテ・ウェステラ:作 金の星社
お 1073 0000027730 おじいちゃんをさがしに トーマス・ティードホルム:ぶん ほるぷ出版
お 1074 0000145797 おしいれの中のみこたん はれぶたぶんこ 1 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
お 1075 0000019745 おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ 1 ふるたたるひ:さく 童心社
お 1076 0000181768 おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ 1 ふるたたるひ:さく 童心社
お 1077 0000008177 おしくら・まんじゅう かがくいひろし:さく ブロンズ新社
お 1078 0000017160 おじさんのかさ 佐野洋子:作・絵 講談社
お 1079 0000190629 おしっこもらスター 田中六大:作 あかね書房
お 1080 0000059766 オシムの言葉 フィールドの向こうに人生が見える 木村元彦:著 集英社インターナショナル

お 1081 0000053116 おしゃかさまのたんじょう日 行事むかしむかし 4月 花祭りのはなし 谷真介:文 佼成出版社
お 1082 0000026252 おしゃべりさん おはなし３０ねえ、よんで！ さいとうしのぶ:作 リーブル
お 1083 0000030536 おしゃべりどうぶつえん あべまいこ:文 絵本館
お 1084 0000011445 おしゃべりなたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村輝夫:作 福音館書店
お 1085 0000023812 おしゃれキャット ディズニーアニメ小説版 ３６ 橘高弓枝:文 偕成社
お 1086 0000172908 おしゃれで★かわいい女の子のおりがみ 山口真:著 ナツメ社
お 1087 0000006213 おしょうがつ 行事のえほん １ 松野正子:作 教育画劇
お 1088 0000133793 おしょうがつこびとのおはなし 行事こびとのえほん まついのりこ:さく 童心社
お 1089 0000165951 おしりたんてい トロル:さく・え ポプラ社
お 1090 0000186692 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ おしりたんていシリーズ トロル:さく・え ポプラ社
お 1091 0000186684 おしりたんてい いせきからのSOS おしりたんていシリーズ トロル:さく・え ポプラ社
お 1092 0000186676 おしりたんてい かいとうVSたんてい おしりたんていシリーズ トロル:さく・え ポプラ社
お 1093 0000165944 おしりたんてい ププッきえたおべんとうのなぞ! トロル:さく・え ポプラ社
お 1094 0000186668 おしりたんてい ふめつのせっとうだん おしりたんていシリーズ トロル:さく・え ポプラ社
お 1095 0000186700 おしりたんてい みはらしそうのかいじけん おしりたんていシリーズ トロル:さく・え ポプラ社
お 1096 0000186643 おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん おしりたんていシリーズ トロル:さく・え ポプラ社
お 1097 0000186650 おしりたんてい やみよにきえるきょじん おしりたんていシリーズ トロル:さく・え ポプラ社
お 1098 0000014027 おしりをしりたい 鈴木のりたけ:作 小学館
お 1099 0000158287 おすしでげんき! わくわく幼年どうわ 24 つちだよしはる:作絵 あかね書房
お 1100 0000022962 おすしですし！ 林木林:作 あかね書房
お 1101 0000009308 おすなばぼしのぴっぴかりん わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
お 1102 0000182881 オズの魔法使い 福音館古典童話シリーズ 28 Ｌ・Ｆ・バウム:作 福音館書店
お 1103 0000026153 おそうじ隊長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしながこうたく:さく 長崎出版
お 1104 0000062729 おそろいパンツ ピチピチえほん 18 今井弓子:作・絵 岩崎書店
お 1105 0000029439 おたすけうさぎのミミィ そうえんしゃラブラブぶんこ ２０ しらねあつこ:さく 草炎社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1106 0000012344 おたすけこびとのまいごさがし Ｗｈｏ　ｒｅｓｃｕｅｄ　ｔｈｅ　ｌｏｓｔ　ｂａｂｙ？ なかがわちひろ:文 徳間書店
お 1107 0000011106 おたねさん わくわくたべものおはなしえほん ３ 竹内通雅:さく・え 農山漁村文化協会
お 1108 0000051524 織田信長 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 ２０ 吉本直志郎:文 ポプラ社
お 1109 0000002626 おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとしおはなしのほん ６ 加古里子:絵と文 偕成社
お 1110 0000100842 おたまじゃくしの101ちゃん かみしばいブッくん かこさとし:脚本 童心社
お 1111 0000053025 オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本かずとし:ぶん 大日本図書
お 1112 0000095240 おたまじゃくしのしょうがっこう かこさとしおはなしのほん 19 かこさとし:作・絵 偕成社
お 1113 0000006064 おだんごぱん ロシア民話 日本傑作絵本シリーズ 瀬田貞二:訳 福音館書店
お 1114 0000172056 おたんじょうび、もらったの おはなしトントン 55 服部千春:作 岩崎書店
お 1115 0000012211 おたんじょうびのおくりもの えほんとなかよし １ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
お 1116 0000016709 おたんじょうびのおくりもの えほんとなかよし １ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
お 1117 0000003483 おたんじょうびのおくりもの スピカのおはなしえほん ３ むらやまけいこ:さく 教育画劇
お 1118 0000125260 おたんじょうびはクリスマス 四季の行事シリーズ 立原えりか:作 教育画劇
お 1119 0000029819 おちばおちばとんでいけ 茂市久美子:作 国土社
お 1120 0000052514 落ち葉でしらべようどんぐりのいろいろ しぜんたんけんずかん 5 松原巌樹:絵・文 小峰書店
お 1121 0000126284 おちゃわんやまのごちそう ともだちだいすき やすいすえこ:脚本 童心社
お 1122 0000091413 おつかいおつかい おはなしカーニバル 2 佐々木田鶴子:作 偕成社
お 1123 0000013623 おつかいどきどき おはなしゲーム絵本 木村裕一:作 偕成社
お 1124 0000013946 おつかいどきどき おはなしゲーム絵本 木村裕一:作 偕成社
お 1125 0000025502 おつきさま やすいすえこ:作 フレーベル館
お 1126 0000124768 お月さまいくつ
お 1127 0000001552 おつきさまこんばんは 林明子:さく 福音館書店
お 1128 0000013052 お月さまってどんなあじ？ ミヒャエル・グレイニェク:絵と文 セーラー出版
お 1129 0000007922 おつきさまのとおるみち お月見のおはなし 行事のえほん ８ 香山美子:作 教育画劇
お 1130 0000133819 おつきみこびとのおはなし 行事こびとのえほん まついのりこ:さく 童心社
お 1131 0000185538 おつきみどろぼう ワンダーおはなし絵本 ねぎしれいこ:作 世界文化社
お 1132 0000016147 おったまげたとごさくどん ひまわりえほんシリーズ サトシン:作 鈴木出版
お 1133 0000034363 おっちょこチョイ姫 あッこりゃまた村 ウントコどっこい！相撲大会の巻 キッズ童話館 西本七星:作 金の星社
お 1134 0000038661 おっちょこチョイ姫 あッこりゃまた村 ちょっとまった！ご婚礼の巻 キッズ童話館 西本七星:作 金の星社
お 1135 0000006304 おっとおとしもの こどものとも傑作集 ９４ 五味太郎:〔作〕 福音館書店
お 1136 0000018259 おっと先生とひみつ 文研の創作えどうわ ５２ 清水道尾:作 文研出版
お 1137 0000132795 おっと先生とひみつ 文研の創作えどうわ 52 清水道尾:作 文研出版
お 1138 0000064006 おっぱい いっぱい のんだこは 木坂涼飯野まき
お 1139 0000062703 おっぱい たんぽぽえほんシリーズ みやにしたつや:作・絵 鈴木出版
お 1140 0000062901 おっぱい たんぽぽえほんシリーズ みやにしたつや:作・絵 鈴木出版
お 1141 0000149518 おっぱいのひみつ かがくのとも傑作集 20 柳生弦一郎:さく 福音館書店
お 1142 0000124354 オッペルとぞう 童心社のベスト紙芝居 宮沢賢治:原作 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1143 0000124990 オッペルとぞう 童心社のベスト紙芝居 宮沢賢治:原作 童心社
お 1144 0000136606 オツベルと象 宮沢賢治どうわえほん 3 宮沢賢治:作 講談社
お 1145 0000147785 おでかけのまえに 福音館の幼児絵本 筒井頼子:さく 福音館書店
お 1146 0000040295 おてがみもらったおへんじかいた おはなしフェスタ 6 森山京:作 あかね書房
お 1147 0000063974 おでこぴたっ はじめてであうえほんシリーズ 武内祐人:さく くもん出版
お 1148 0000134031 お手玉しましょ シリーズつくってあそんで 1 田中邦子:編著 一声社
お 1149 0000134452 オデッセイ号航海記 クジラからのメッセージ ロジャー・ペイン:著 角川学芸出版
お 1150 0000027599 おてつだいねこのクリスマス 竹下文子:作 金の星社
お 1151 0000063289 おててがでたよ 福音館　あかちゃんの絵本 林明子:さく 福音館書店
お 1152 0000149773 おでんおんせんにいく おはなしドロップシリーズ 中川ひろたか:さく 佼成出版社
お 1153 0000024810 おてんきてんしのおくりもの おはなしたんけんたい ２ 戸田和代:作 金の星社
お 1154 0000019141 おてんばシーラ 世界の絵本ライブラリー Ｋ・ヘンクス:作・絵 金の星社
お 1155 0000144378 おてんば盲導犬モア 君のことはぜったい忘れないよ! 今泉耕介:作 ハート出版
お 1156 0000018275 おとうさん えほんひろば つちだよしはる:さく 小峰書店
お 1157 0000126219 おとうさん スマトラの民話より 紙芝居ベストセレクション 第1集 与田凖一:脚本 童心社
お 1158 0000135277 おとうさん×先生=タヌキ おへそのまじない 山中恒みんなの童話 4 山中恒:作 偕成社
お 1159 0000167551 おとうさん・パパ・おとうちゃん たんぽぽえほんシリーズ みやにしたつや:作・絵 鈴木出版
お 1160 0000015206 おとうさんがおとうさんになった日 絵本・こどものひろば 長野ヒデ子:作 童心社
お 1161 0000009142 おとうさんといっしょに こどものとも傑作集 ９６ 白石清春:さく 福音館書店
お 1162 0000021568 おとうさんにおみやげ わくわく幼年どうわ １９ つちだよしはる:作絵 あかね書房
お 1163 0000184499 お父さんのVサイン おはなしだいすき そうまこうへい:作 小峰書店
お 1164 0000013912 おとうさんのえほん 高畠純:作 絵本館
お 1165 0000012963 お父さんのかさはこの子です 幼年えほんシリーズ 山下明生:作 ひくまの出版
お 1166 0000031120 おとうさんの玉手箱 わくわくどうわかん 富安陽子:文 ほるぷ出版
お 1167 0000014019 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ:作 あすなろ書房
お 1168 0000027235 おとうさんのにちようび どうわはともだち １ 大石真:さく 小峰書店
お 1169 0000008631 おとうさんはウルトラマンおとうさんの休日 みやにしたつや:作・絵 学研
お 1170 0000037663 おとうさんはげひんです ユーモア詩のえほん・かぞくのうた １ 伊藤英治:編 岩崎書店
お 1171 0000008789 おとうさんびっくり 広瀬克也:作 絵本館
お 1172 0000014480 おとうちゃんとぼく おとうさんだいすき ５ にしかわおさむ:ぶん・え ポプラ社
お 1173 0000137489 おとうちゃんの日記 先生のとっておきの話 27 静岡編 静岡・子どもと教師の文学の会:編 ポプラ社
お 1174 0000026625 おとうとねずみチロとあそぼ 森山京:作 講談社
お 1175 0000023135 おとうとねずみチロはげんき 森山京:作 講談社
お 1176 0000131631 弟の戦争 ロバート・ウェストール:作 徳間書店
お 1177 0000011593 おとうふちゃん 学研おはなし絵本 わたなべあや:〔作〕 学研
お 1178 0000136283 おときときつねと栗の花 偕成社の創作 松谷みよ子:著 偕成社
お 1179 0000010108 男の子がだ～いすきなお話 母と子の読み聞かせえほん ナツメ社こどもブックス 西本鶏介:編著 ナツメ社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1180 0000052142 お年玉殺人事件 現代ミステリー短編集 5 都筑道夫:著 岩崎書店
お 1181 0000041970 おとなりさん Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン:作 ジー・シー
お 1182 0000041913 おとなりは魔女 文研じゅべにーる 赤羽じゅんこ:作 文研出版
お 1183 0000134999 おともだちどっきり １２か月のしかけえほん ４ きむらゆういち:作 教育画劇
お 1184 0000002949 おともだちになってね 新しいえほん 岡本一郎:作 金の星社
お 1185 0000014233 おどります 高畠純:作 絵本館
お 1186 0000015792 おどる１２人のおひめさま グリム童話 グリム:〔原作〕 ほるぷ出版
お 1187 0000023457 おなかがすいた きょうりゅうペペのぼうけん １ ヒサクニヒコ:さく・え 草炎社
お 1188 0000023028 おなかの赤ちゃんとお話ししようよ 葉祥明:絵・文 サンマーク出版
お 1189 0000007393 おなべおなべにえたかな？ こどものとも傑作集 １１３ こいでやすこ:さく 福音館書店
お 1190 0000003921 おならうた 谷川俊太郎:原詩 絵本館
お 1191 0000188367 おならまんざい ぴっかぴかえほん 長谷川義史:作 小学館
お 1192 0000016287 おならをしたかかさま 日本みんわ絵本 水谷章三:ぶん ほるぷ出版
お 1193 0000018549 おにいちゃんだから えほんのもり 福田岩緒:〔作〕 文研出版
お 1194 0000009365 おにいちゃんにははちみつケーキ 主婦の友はじめてブック ジル・ローベル:ぶん 主婦の友社
お 1195 0000006221 おにがでた！ 木村裕一・しかけ絵本 １４ 木村裕一:作 偕成社
お 1196 0000065516 おにぎり 幼児絵本シリーズ 平山英三:ぶん 福音館書店
お 1197 0000025320 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタサヤカ:作 えほんの杜
お 1198 0000022566 おにたのぼうし おはなし名作絵本 ２ あまんきみこ:ぶん ポプラ社
お 1199 0000053132 鬼といりまめ 行事むかしむかし 2月 節分のはなし 谷真介:文 佼成出版社
お 1200 0000126011 おにとおひゃくしょうさん せつぶん 行事の由来かみしばい 瀬尾七重:作 教育画劇
お 1201 0000100891 おににさらわれたあねこ 日本民話かみしばい選 水谷章三:脚本 童心社
お 1202 0000009407 おにのおめん まめまきのおはなし 行事のえほん ２ 神沢利子:作 教育画劇
お 1203 0000014191 おにの子こづな 日本みんわ絵本 木暮正夫:ぶん ほるぷ出版
お 1204 0000168146 オニのすみかでおおあばれ! おはなしトントン 50 藤真知子:作 岩崎書店
お 1205 0000158345 鬼の橋 福音館創作童話シリーズ 伊藤遊:作 福音館書店
お 1206 0000183046 鬼の橋 福音館文庫 S-63 伊藤遊:作 福音館書店
お 1207 0000021154 鬼のレストラン 怪談レストラン ３０ たかいよしかず:絵 童心社
お 1208 0000125104 おにはそとふくはうち 行事!いっしょにあてようどっちかな? わしおとしこ:作 教育画劇
お 1209 0000124248 おにばばときんのくさり ブルっとふるえる!こわい日本の民話 山口節子:文 教育画劇
お 1210 0000190637 おねえちゃんって、すっごくもやもや! おはなしトントン 66 いとうみく:作 岩崎書店
お 1211 0000185827 おねえちゃんって、ほーんとつらい! おはなしトントン 48 いとうみく:作 岩崎書店
お 1212 0000187245 おねえちゃんって、まいにちはらはら! おはなしトントン 64 いとうみく:作 岩崎書店
お 1213 0000029496 おねえちゃんって、もうたいへん！ おはなしトントン ３６ いとうみく:作 岩崎書店
お 1214 0000165654 おねがいパンダさん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・アントニー:さく 評論社
お 1215 0000156356 おねぼうなじゃがいもさん 紙芝居ベストセレクション 第1集 村山籌子:原作 童心社
お 1216 0000019034 おばあさんのねこになったねこ 新しいえほん 岡本一郎:作 金の星社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1217 0000031682 おばあさんのひこうき 創作幼年童話選 4 佐藤さとる:作 小峰書店
お 1218 0000011460 おばあさんのメリークリスマス そよかぜ絵本シリーズ １ もりやまみやこ:作 国土社
お 1219 0000025429 おばあちゃん だーいすき 塚根素子
お 1220 0000144964 おばあちゃん、わたしをだいて マーガレット・ショウバー:文 偕成社
お 1221 0000124974 おばあちゃんありがとう あたらしい行事紙芝居 第3集 村山桂子:原作 教育画劇
お 1222 0000020628 おばあちゃんがいるから イルズ＝マーグレット・ボーゲル:作 岩波書店
お 1223 0000019570 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし ３２ 松田素子:作 ポプラ社
お 1224 0000143594 おばあちゃんといつもいっしょ いのちのえほん 4 池見宏子:作 岩崎書店
お 1225 0000020016 おばあちゃんに届いた花 「涙が出るほどいい話」の絵本 水上みのり:絵 河出書房新社
お 1226 0000023366 おばあちゃんのおにぎり さだまさし:作 くもん出版
お 1227 0000012450 おばあちゃんのかぼちゃパイ ティモシーとサラの絵本 ３ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
お 1228 0000031112 おばあちゃんのさがしもの いのちのえほん ８ おちとよこ:文 岩崎書店
お 1229 0000016550 おばあちゃんのビヤホールはこわいよ 絵本の時間 １ 松谷みよ子:作 ポプラ社
お 1230 0000046250 おばけvs.ドクロかめん ポプラ社の新・小さな童話 236 むらいかよ:著 ポプラ社
お 1231 0000014076 おばけうんどうかい 矢玉四郎
お 1232 0000067629 おばけおわらいグランプリ☆ ポプラ社の新・小さな童話 ２５０ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1233 0000005975 おばけがぞろぞろ 福音館の幼児絵本 ささきまき:作 福音館書店
お 1234 0000008912 おばけがっこう おはなしゲーム絵本 木村裕一:作 偕成社
お 1235 0000169680 おばけがでるぞ～ 酒井祥二
お 1236 0000171231 おばけがでるぞ～ 酒井祥二
お 1237 0000150110 おばけがとりつくおんがくかい♪ ポプラ社の新・小さな童話 298 むらいかよ:著 ポプラ社
お 1238 0000006924 おばけかな?ほんとかな? 木村裕一・しかけ絵本 15 木村裕一:作・絵 偕成社
お 1239 0000185876 オバケが見える転校生! ホオズキくんのオバケ事件簿 1 富安陽子:作 ポプラ社
お 1240 0000056416 おばけがゆうかいされちゃった！ ポプラ社の新・小さな童話 ２４３ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1241 0000055855 おばけさまおねがい！ ポプラ社の新・小さな童話 １９６ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1242 0000095844 おばけだじょ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ:さく 学研教育出版
お 1243 0000011247 おばけだぞぉー！ ジャック・デュケノワ:さく ほるぷ出版
お 1244 0000034025 オバケだって、カゼをひく！ おはなしフレンズ！ １５ 富安陽子:作 ポプラ社
お 1245 0000135343 おばけたろうは1ねんせい ともだちぶんこ 4 大川悦生:作 金の星社
お 1246 0000022038 オバケちゃん オバケちゃんの本 １ 松谷みよ子:作 講談社
お 1247 0000149245 オバケちゃん オバケちゃんの本 １ 松谷みよ子:作 講談社
お 1248 0000056374 おばけといっしょにおるすばん ポプラ社の新・小さな童話 ２１２ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1249 0000056424 おばけとけっこんできるかな？ ポプラ社の新・小さな童話 ２２３ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1250 0000188219 おばけとしょかん どうわがいっぱい 131 斉藤洋:作 講談社
お 1251 0000166991 おばけとなかなおりするにはね… ポプラ社の新・小さな童話 245 むらいかよ:著 ポプラ社
お 1252 0000034033 おばけ長屋 ランランらくご ３ 斉藤洋:文 あかね書房
お 1253 0000028449 おばけのアッチほっぺたぺろりん ポプラ社の新・小さな童話 ２５６ 角野栄子:さく ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1254 0000056465 おばけのうらみはらします ポプラ社の新・小さな童話 ２８７ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1255 0000150722 おばけのウンチ いま読もう!韓国ベスト読みもの 1 クォンジョンセン:作 汐文社
お 1256 0000013334 おばけのがっこうへきてください えほん・ワンダーランド ３ さくらともこ:作 岩崎書店
お 1257 0000016311 おばけのきもち にいるぶっくす きむらゆういち:作 ソニー・マガジンズ
お 1258 0000056531 おばけのきゅうしょく ポプラ社の新・小さな童話 ２３１ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1259 0000184119 おばけのコッチわくわくとこやさん ポプラ社の新・小さな童話 303 角野栄子:さく ポプラ社
お 1260 0000056515 おばけのしゅくだい ポプラ社の新・小さな童話 ２５９ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1261 0000063735 オバケの長七郎 福音館創作童話シリーズ ななもりさちこ:作 福音館書店
お 1262 0000010678 おばけのてんぷら せなけいこ:作・絵 ポプラ社
お 1263 0000046268 おばけのはつこい ポプラ社の新・小さな童話 263 むらいかよ:著 ポプラ社
お 1264 0000150508 おばけのはなし 1 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
お 1265 0000014860 おばけのはなし ２ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
お 1266 0000014803 おばけのはなし ２ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
お 1267 0000145490 おばけのはなし 3 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
お 1268 0000177089 おばけのひみつしっちゃった！？ ポプラ社の新・小さな童話 ２８６ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1269 0000029272 お化けの冬ごもり 川端誠:作 ＢＬ出版
お 1270 0000162040 おばけのへんしん!? ポプラ社の新・小さな童話 301 むらいかよ:著 ポプラ社
お 1271 0000004192 おばけのムニムニ えほん、よんで！ ３ 古内ヨシ:作 あかね書房
お 1272 0000009936 おばけのめをみておとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ:作 クレヨンハウス
お 1273 0000189001 おばけのモックンとねっちゅうしょうおばけ 異常気象からいのちをまもる あくざわめぐみ:さくえ 教育画劇
お 1274 0000003897 おばけバースデイ 佐々木マキ:作 絵本館
お 1275 0000012260 おばけパーティ ジャック・デュケノワ:さく ほるぷ出版
お 1276 0000190694 オバケはあの子の中にいる! ホオズキくんのオバケ事件簿 2 富安陽子:作 ポプラ社
お 1277 0000056457 おばけはすきすきｸｴきょうだいげんか ポプラ社の新・小さな童話 ２０３ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1278 0000009100 お化けパソコンレストラン 怪談レストラン ４６ たかいよしかず:絵 童心社
お 1279 0000056523 おばけはみんなのみかたです♪ ポプラ社の新・小さな童話 ２７０ むらいかよ:著 ポプラ社
お 1280 0000046276 おばけプリンセス〓まじょプリンセス ポプラ社の新・小さな童話 234 むらいかよ:著 ポプラ社
お 1281 0000184549 おばけ道、ただいま工事中!? おはなしガーデン 49 草野あきこ:作 岩崎書店
お 1282 0000022582 おばけめぐり 瀬川昌男:原作 金の星社
お 1283 0000145672 おばけも大すき!テレビ番組 おばけ学校シリーズ 4 菊地ただし:作 草炎社
お 1284 0000145615 おばけもビックリ語源の話 おもしろ語源話 1 木暮正夫:文 岩崎書店
お 1285 0000177394 おばけやさん 1 おかべりか:作 偕成社
お 1286 0000180919 おばけやしきなんてこわくない ローリー・フリードマン:文 国土社
お 1287 0000024133 お化け屋敷レストラン 怪談レストラン １０ たかいよしかず:絵 童心社
お 1288 0000149302 お化け屋敷レストラン 怪談レストラン １０ たかいよしかず:絵 童心社
お 1289 0000025312 おはじきの木 あかね・新えほんシリーズ ３ あまんきみこ:作 あかね書房
お 1290 0000015602 おはなし３６６ 一日一話・読み聞かせ 前巻 小学館



児童書（書名による五十音リスト）

お 1291 0000130997 おはなしイソップ 学研・ひとりよみ名作 ６ イソップ:さく 学研
お 1292 0000095117 お話きかせてクリストフ 文研ブックランド ニキ・コーンウェル:作 文研出版
お 1293 0000038604 おはなしきかせてディズニー名作１００話 第１集 講談社
お 1294 0000080234 おはなしきかせてディズニー名作１００話 第２集 講談社
お 1295 0000027698 おはなしきかせてディズニー名作100話 第3集 講談社
お 1296 0000030312 おはなしきかせてディズニー名作１００話 第４集 講談社
お 1297 0000014381 おはなし歴史風土記 ７ 歴史教育者協議会:編 岩崎書店
お 1298 0000063016 おはよう なかがわりえこ:さく グランまま社
お 1299 0000014514 おはようミントくん かわかみたかこ:文・絵 偕成社
お 1300 0000063834 おひさま いっぱい 東郷聖美
お 1301 0000003152 お日さま はだかんぼ くまの子ウーフの絵本 5 神沢利子:作 ポプラ社
お 1302 0000054296 おひさまアコちゃん まいにちまいにち おひさまのほん 角野栄子:作 小学館
お 1303 0000000323 おひさまあはは 前川かずお:作・絵 こぐま社
お 1304 0000007583 おひさまおねがいチチンプイ 日本傑作絵本シリーズ なかがわりえこ:さく 福音館書店
お 1305 0000149534 おひさまがいっぱい 詩の絵本 よだじゅんいち:詩 童心社
お 1306 0000032540 おひさまのたまご エルサ・ベスコフ:作・絵 徳間書店
お 1307 0000015339 おひさまパン エリサ・クレヴェン:作絵 金の星社
お 1308 0000001289 おひさん、あめさん 金子みすゞ童謡絵本 金子みすゞ:童謡 ＪＵＬＡ出版局
お 1309 0000117432 おひなさまがうまれたよ! 年少版はじめての行事かみしばい 冬野いちこ:作画 教育画劇
お 1310 0000117408 おひなさまになったにんぎょう ひなまつり 行事の由来かみしばい 東川洋子:作 教育画劇
お 1311 0000126276 おひなさまのないしょばなし ひなまつり 行事むかしばなし ゆうきえみ:文 教育画劇
お 1312 0000188607 おひなさまの平安生活えほん ほりかわりまこ:作 あすなろ書房
お 1313 0000124701 おひめさまがわらった 子どもと障害者のふれあいキャンペーン ふれあい紙芝居

お 1314 0000024802 おひめさまキャンプにいく 学年別こどもおはなし劇場 ５５　１年生 まだらめ三保:さく ポプラ社
お 1315 0000124743 おひめさまのカレーライス すききらい 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 山本和子:作 教育画劇
お 1316 0000144832 おひゃくしょうとえんまさま 中国民話 「こどものとも」人気作家のかくれた名作10選 君島久子:再話 福音館書店
お 1317 0000064212 おひゃくしょうのやん ブルーナのゆかいななかま ２ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
お 1318 0000177857 お昼の放送の時間です ポプラ物語館 67 乗松葉子:作 ポプラ社
お 1319 0000125278 おぶさりてい 市川京子:文 教育画劇
お 1320 0000062752 おふとんかけたら かがくいひろし:さく ブロンズ新社
お 1321 0000188383 おふとんさん ぴっかぴかえほん コンドウアキ:作 小学館
お 1322 0000062612 おふろだ、おふろだ！ くまくんの絵本 わたなべしげお:ぶん 福音館書店
お 1323 0000004432 おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡享子:作 福音館書店
お 1324 0000005876 おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡享子:作 福音館書店
お 1325 0000006445 おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡享子:作 福音館書店
お 1326 0000064048 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
お 1327 0000064030 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1328 0000062422 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
お 1329 0000007997 おふろのおふろうくん 学研おはなし絵本 及川賢治:〔作〕 学研
お 1330 0000012690 おふろや 黒田愛:著 白泉社
お 1331 0000013524 おふろやさん こどものとも傑作集 ６６ 西村繁男:作 福音館書店
お 1332 0000135616 おへそに きいてごらん からだのえほん 3 七尾純:さく あかね書房
お 1333 0000018317 おへそのひみつ かがくのとも傑作集 やぎゅうげんいちろう:さく 福音館書店
お 1334 0000005561 おへそはどこかなかえるくん わたしのえほん 塩田守男:え ＰＨＰ研究所
お 1335 0000002535 おべんとうなあに？ ともだちだいすき ２ 山脇恭:作 偕成社
お 1336 0000004440 おべんとうなあに？ ともだちだいすき ２ 山脇恭:作 偕成社
お 1337 0000012179 おべんとうをたべたのはだあれ 神沢利子:作 ひさかたチャイルド
お 1338 0000092270 おへんろさん にじいろえほん 宮脇紀雄:文 小峰書店
お 1339 0000126912 お星さまのレール アニメ版 小林千登勢:原作 金の星社
お 1340 0000131193 お星さまのレール 現代・創作児童文学 小林千登勢:作 金の星社
お 1341 0000036418 お星さまをみつめて 講談社・文学の扉 ジーグリット・ツェーフェルト:作 講談社
お 1342 0000185496 おぼんぼんぼんぼんおどりの日! ますだゆうこ:作 文溪堂
お 1343 0000150029 おまかせ!しゅくだいハンター 山野辺一記:作 金の星社
お 1344 0000166090 おまかせコックさん 竹下文子:文 金の星社
お 1345 0000156273 おまかせ自由研究&調べ学習 朝日小学生新聞編集部:編・著 朝日学生新聞社
お 1346 0000149062 おまけのじかん ポプラちいさなおはなし １ あまんきみこ:作 ポプラ社
お 1347 0000030189 おまじないのてがみ わくわくえどうわ 赤羽じゅんこ:作 文研出版
お 1348 0000033563 おまじないは魔法の香水 ポプラ物語館 ４７ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
お 1349 0000023960 おまじないレストラン 怪談レストラン ３５ たかいよしかず:絵 童心社
お 1350 0000001859 おまじないレストラン 怪談レストラン 35 たかいよしかず:絵 童心社
お 1351 0000015453 おみせやさん 絵本・ちいさななかまたち かどのえいこ:ぶん 童心社
お 1352 0000010744 おみせやさん 絵本・ちいさななかまたち かどのえいこ:ぶん 童心社
お 1353 0000015958 おみやげ 絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
お 1354 0000027284 おみやげはきょうりゅう わくわく幼年どうわ １７ つちだよしはる:作絵 あかね書房
お 1355 0000055764 おむすびころりん アニメむかしむかし絵本 ９ 西本鶏介:文 ポプラ社
お 1356 0000125252 おむすびころりん 紙芝居むかしばなし 第2集 柴野民三:文 教育画劇
お 1357 0000018010 おむすびころりん わたしのえほん さくらともこ:再話 ＰＨＰ研究所
お 1358 0000011957 おむすびさんちのたうえのひ わたしのえほん かがくいひろし:作・絵 ＰＨＰ研究所
お 1359 0000000174 オムライスヘイ! 武田美穂:作 ほるぷ出版
お 1360 0000033803 オムレツ屋へようこそ！ 西村友里:作 国土社
お 1361 0000169375 おめん ポプラ社のなりきりえほん 4 わだことみ:作 ポプラ社
お 1362 0000042077 思いがけない贈り物 エヴァ・ヘラー:作 講談社
お 1363 0000015925 おもいで 絵本アフリカのどうぶつたち 第２集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
お 1364 0000011338 おもいでの森林てつどう 社会科おはなしえほん １ 小野春夫:ぶん 新日本出版社



児童書（書名による五十音リスト）

お 1365 0000091777 思い出のマーニー 徳間アニメ絵本 35 ジョーン・Ｇ・ロビンソン:原作 徳間書店
お 1366 0000190645 おもいではきえないよ えほんのもり ジョセフ・コエロー:作 文研出版
お 1367 0000021170 おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典 １ 学研
お 1368 0000036517 おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典 １０ 学研
お 1369 0000065433 おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典 ２ 学研
お 1370 0000147454 おもしろ!なっとく!なぜなぜ大事典 3 学研
お 1371 0000036699 おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典 ５ 学研
お 1372 0000143966 おもしろ!なっとく!なぜなぜ大事典 6 学研
お 1373 0000171504 おもしろ!なっとく!なぜなぜ大事典 7 学研
お 1374 0000041764 おもしろ!なっとく!なぜなぜ大事典 8 学研
お 1375 0000036509 おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典 ９ 学研
お 1376 0000136358 おもしろとうさん フレーベル館の新秀作絵本 6 さとうわきこ:作・絵 フレーベル館
お 1377 0000047076 おもしろふしぎ日本の伝統食材 10 おくむらあやお:作 農山漁村文化協会
お 1378 0000046813 おもしろふしぎ日本の伝統食材 ７ おくむらあやお:作 農山漁村文化協会
お 1379 0000010843 おもちのきもち 講談社の創作絵本 かがくいひろし:作・絵 講談社
お 1380 0000010900 おもちのすきなヘビのおふじ 十二支むかしむかしシリーズ 巳 谷真介:文 佼成出版社
お 1381 0000011270 おもちぶとん えほん、よんで！ １１ わたなべゆういち:作 あかね書房
お 1382 0000044784 おもちゃ工作全書 なつかしいおもちゃ、たのしいおもちゃがいっぱい 多田信作:著 池田書店
お 1383 0000009506 おもひでぽろぽろ 徳間アニメ絵本 ９ 徳間書店
お 1384 0000161976 おやおやおやつなにしてる? チューリップえほんシリーズ 織田道代:作 鈴木出版
お 1385 0000016766 おやおやじゅくへようこそ ポプラ社の絵本 ９ 浜田桂子:作 ポプラ社
お 1386 0000010462 お野菜戦争 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ デハラユキノリ:さく 長崎出版
お 1387 0000063024 おやすみ なかがわりえこ:さく グランまま社
お 1388 0000162032 おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本 カール＝ヨハン・エリーン:著 飛鳥新社
お 1389 0000006007 おやすみゴリラくん ペギー・ラスマン:作 徳間書店
お 1390 0000013300 おやすみなさい イヴ・ライス:作 ほるぷ出版
お 1391 0000000984 おやすみなさい　おつきさま 児童図書館・絵本の部屋 マーガレット・ワイズ・ブラウン:さく 評論社
お 1392 0000024612 おやすみなさい　おつきさま 児童図書館・絵本の部屋 マーガレット・ワイズ・ブラウン:さく 評論社
お 1393 0000003814 おやすみなさいコッコさん 福音館の幼児絵本 片山健:さく・え 福音館書店
お 1394 0000006429 おやすみなさいコッコさん 福音館の幼児絵本 片山健:さく・え 福音館書店
お 1395 0000014670 おやすみなさいサンタクロース 舟崎克彦:作 理論社
お 1396 0000013516 おやすみなさいのほん 世界傑作絵本シリーズ マーガレット・ワイズ・ブラウン:ぶん 福音館書店
お 1397 0000136481 おやすみなさいフランシス 世界傑作絵本シリーズ ラッセル・ホーバン:ぶん 福音館書店
お 1398 0000008441 おやすみハリー キム・ルイス:さく 小学館
お 1399 0000029884 おやつにまほうをかけないで はじめてよむどうわ さとうまきこ:作 小峰書店
お 1400 0000046748 親と子で語る性のはなし 体の成育・変化と望ましい性 Ｒ．Ｈ．ハリス:文 ほるぷ出版
お 1401 0000046623 親と子の自由研究 家の近くにこんな生き物！？ 太田和良:著 東方出版



児童書（書名による五十音リスト）

お 1402 0000006965 おやぶんさかな バルバーロ 木島始:詩 佑学社
お 1403 0000025262 おやゆびちーちゃん 世界傑作童話シリーズ アンデルセン:作 福音館書店
お 1404 0000173211 おやゆびちーちゃん 世界傑作童話シリーズ アンデルセン:作 福音館書店
お 1405 0000016717 おやゆびひめ 学研・ひとりよみ名作 １５ アンデルセン:さく 学研
お 1406 0000047548 およぐ かがくのとも傑作集 なかのひろたか:さく 福音館書店
お 1407 0000053678 およげなかったカバ「モモ」 ドキュメント地球のなかまたち 伊藤雅男:写真文 新日本出版社
お 1408 0000003863 およげラッコぼうや ナンシー・ホワイト・カールストローム:作 偕成社
お 1409 0000124917 およめさんにばけたきつね 日本のユーモア民話 吉田タキノ:脚色 教育画劇
お 1410 0000058685 オランウータンのジプシー 多摩動物公園のスーパーオランウータン ポプラ社ノンフィクション ２ 黒鳥英俊:著 ポプラ社
お 1411 0000039628 オリーブの海 ケヴィン・ヘンクス:著 白水社
お 1412 0000184804 おり紙たこ＆カイトワンダーランド 土岐幹男 いかだ社
お 1413 0000206912 おり紙ヒコーキワンダーランド 戸田拓夫 いかだ社
お 1414 0000207274 おり紙メールワンダーランド 藤原邦恭 いかだ社
お 1415 0000028373 おりこうなアニカ 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ:さく・え 福音館書店
お 1416 0000042952 オリバー ニューヨーク子猫ものがたり ディズニーアニメ小説版 １７ ジャン・カー:作 偕成社
お 1417 0000131953 オリバー、世界を変える！ クラウディア・ミルズ:作 さ・え・ら書房
お 1418 0000005439 オリビア イアン・ファルコナー:作 あすなろ書房
お 1419 0000186718 オリンピック・パラリンピッククイズ 1 オリパラクイズ研究会:編 小峰書店
お 1420 0000186726 オリンピック・パラリンピッククイズ 2 オリパラクイズ研究会:編 小峰書店
お 1421 0000186734 オリンピック・パラリンピッククイズ 3 オリパラクイズ研究会:編 小峰書店
お 1422 0000186742 オリンピック・パラリンピッククイズ 4 オリパラクイズ研究会:編 小峰書店
お 1423 0000053371 オリンピック大百科 「知」のビジュアル百科 45 クリス・オクスレード:著 あすなろ書房
お 1424 0000187047 おれ、よびだしになる 中川ひろたか:文 アリス館
お 1425 0000011825 オレ・ダレ 越野民雄:文 講談社
お 1426 0000038315 おれウサギ係長 とっておきの動物ものがたり 笹川奎治:作 理論社
お 1427 0000039974 おれがあいつであいつがおれで 山中恒よみもの文庫 １１ 山中恒:作 理論社
お 1428 0000063784 おれさま、ばいきんまん！ アンパンマンはじめまして やなせたかし:原作 フレーベル館
お 1429 0000039511 おれたち戦国ロボサッカー部! ノベルズ・エクスプレス 20 奈雅月ありす:作 ポプラ社
お 1430 0000019190 おれはティラノサウルスだ 絵本の時間 ３６ 宮西達也:作絵 ポプラ社
お 1431 0000026591 おれはねこだぜ 佐野洋子の絵本 ６ 佐野洋子:作・絵 講談社
お 1432 0000031856 おれんじ屋のきぬ子さん あかね・新読み物シリーズ ９ 河俣規世佳:作 あかね書房
お 1433 0000187377 おれんち、動物病院 文研じゅべにーる 山口理:作 文研出版
お 1434 0000137075 おろかなカエル 読み聞かせ・イソップ名作えほん イソップ:〔原作〕 教育画劇
お 1435 0000036475 お笑いの達人になろう！ コミュニケーション力ＵＰ ２ ポプラ社
お 1436 0000145979 お笑いの達人になろう! コミュニケーション力UP 3 ポプラ社
お 1437 0000037168 オン・ザ・ライン 朽木祥:著 小学館
お 1438 0000048348 音楽のはじまり １ ひのまどか:訳 リブリオ出版



児童書（書名による五十音リスト）

お 1439 0000049254 音楽の本 はじめての発見 10 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
お 1440 0000050690 恩讐の彼方に アイドルブックス 35 菊池寛:〔著〕 ポプラ社
お 1441 0000186486 おんせんたまご 中尾昌稔:文 大日本図書
お 1442 0000022822 おんちのイゴール 世界の絵本コレクション きたむらさとし:文・絵 小峰書店
お 1443 0000009761 おんちょろきょう 日本みんわ絵本 木暮正夫:ぶん ほるぷ出版
お 1444 0000000968 おんなじおんなじ 多田ヒロシ:著 こぐま社
お 1445 0000009712 女の子がだ～いすきなお話 母と子の読み聞かせえほん ナツメ社こどもブックス 立原えりか:編著 ナツメ社
お 1446 0000047241 女の子のからだ 語ろうよこころ・からだ・いのち 1 北沢杏子:著 岩崎書店
お 1447 0000134643 女の子のための放課後レッスン ティーンズバイブル サマンサ・ルーゲン:著 みくに出版
お 1448 0000189571 女の子のなぞなぞかわいい630問! みんなでたのしい! キラ★カワＱ:編 西東社
お 1449 0000189548 女の子のまちがいさがしわくわく160問! ウキウキたのしい! キラ★カワＱ:編 西東社
お 1450 0000161851 オンネリとアンネリのおうち 世界傑作童話シリーズ マリヤッタ・クレンニエミ:作 福音館書店
お 1451 0000034389 陰陽ふしぎ伝☆妖怪ぞろり 旺文社創作児童文学 沢田徳子:作 旺文社
お 1452 0000026468 大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん ２０ ふりやかよこ:作絵 教育画劇
お 1453 0000170787 大どろぼうジャム・パン わくわくえどうわ 内田麟太郎:作 文研出版
お 1454 0000135202 大どろぼうホッツェンプロッツ 新・世界の子どもの本 １ オトフリート＝プロイスラー:作 偕成社
か 1455 0000006718 がーこちゃんあそぼ ユー・ロン:作・絵 徳間書店
か 1456 0000016501 かあさんのおめん 日本みんわ絵本 吉沢和夫:ぶん ほるぷ出版
か 1457 0000055749 かあさんのこもりうた こんのひとみ:作 金の星社
か 1458 0000095067 かあさんのしっぽっぽ おはなしいちばん星 村中李衣:作 ＢＬ出版
か 1459 0000045385 母さんのじん臓をあげる! わたしのノンフィクション 14 馬場錬成:文 偕成社
か 1460 0000030635 母さんの小さかったとき 越智登代子:文 福音館書店
か 1461 0000067744 かあさんのにゅういん どうわのひろばセレクション 大石真:作 小峰書店
か 1462 0000029579 かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード:作 偕成社
か 1463 0000179374 カーズ ４～６歳向け 決定版アニメランド 森はるな:文 講談社
か 1464 0000037994 カーズ ディズニーアニメ小説版 ６１ リーザ・パパデメトリュー:作 偕成社
か 1465 0000009977 かあちゃんかいじゅう 内田麟太郎:作 ひかりのくに
か 1466 0000151803 ガード下の犬ラン ホームレスとさみしさを分かち合った犬 関朝之:作 ハート出版
か 1467 0000043059 ガールズ・ブルー ２ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ ２２ あさのあつこ:著 ポプラ社
か 1468 0000155911 ガールズ・ブルー teens’ best selections 5 あさのあつこ:〔著〕 ポプラ社
か 1469 0000037903 ガールフレンド 小川未明文学賞大賞作品集 4 小林礼子:文 NTT出版
か 1470 0000147025 怪異百物語 異次元ワールド・メカの怪 怪異百物語 7 不思議な世界を考える会:編 ポプラ社
か 1471 0000031054 怪異百物語 学校と怪談 怪異百物語 ２ 不思議な世界を考える会:編 ポプラ社
か 1472 0000158329 怪異百物語 奇人・怪人・不思議人 怪異百物語 3 不思議な世界を考える会:編 ポプラ社
か 1473 0000151829 怪異百物語 クルマの怪談 怪異百物語 6 不思議な世界を考える会:編 ポプラ社
か 1474 0000091470 怪異百物語 現代の妖怪 怪異百物語 1 不思議な世界を考える会:編 ポプラ社
か 1475 0000147009 怪異百物語 動物の怪・植物の不思議 怪異百物語 8 不思議な世界を考える会:編 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

か 1476 0000147017 怪異百物語 まだまだあるこわい場所 怪異百物語 10 不思議な世界を考える会:編 ポプラ社
か 1477 0000004267 かいくんのおさんぽ えほん・ハートランド ２１ 中川ひろたか:作 岩崎書店
か 1478 0000171868 かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原ゆたか
か 1479 0000192930 かいけつゾロリきょうふのエイリアン 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔326〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1480 0000183343 かいけつゾロリなぞのスパイと100本のバラ 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔280〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1481 0000158220 かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔276〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1482 0000092031 かいけつゾロリのおやじギャグ200連発! 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
か 1483 0000169086 かいけつゾロリのかいていたんけん 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔308〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1484 0000056564 かいけつゾロリのきょうふのサッカー ポプラ社の新・小さな童話 ９５ 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1485 0000088039 かいけつゾロリのクイズ王 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔２９４〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1486 0000080184 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 後編 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔２５５〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1487 0000080192 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！ 前編 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔２５２〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1488 0000058362 かいけつゾロリの大どろぼう ポプラ社の新・小さな童話 ２１５ 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1489 0000169268 かいけつゾロリのちていたんけん 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔310〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1490 0000091546 かいけつゾロリのなぞなぞ200連発! 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
か 1491 0000089789 かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話 86 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1492 0000056663 かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん 後編 ポプラ社の新・小さな童話 ２２２ 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1493 0000171967 かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん(後編) 原ゆたか
か 1494 0000056671 かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔２８４〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1495 0000056762 かいけつゾロリのめいたんていとうじょう ポプラ社の新・小さな童話 １７７ 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1496 0000092049 かいけつゾロリのめいろ&パズル200連発! 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
か 1497 0000178574 かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔２７２〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1498 0000095505 かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔297〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1499 0000187880 かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ!! 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔323〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1500 0000183392 かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔266〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1501 0000167981 かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔266〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1502 0000183517 かいけつゾロリぴあ 『かいけつゾロリ』シリーズ30周年記念愛すべき名作の楽しさと面白さが詰まった一冊! ぴあMOOK ぴあ
か 1503 0000185025 かいけつゾロリロボット大さくせん 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 〔315〕 原ゆたか:さく・え ポプラ社
か 1504 0000038000 外国から来た魚 日本の生きものをおびやかす魚たち 松沢陽士:著 フレーベル館
か 1505 0000052761 外国産クワガタ・カブトムシ飼育大図鑑 鈴木知之:撮影・文 世界文化社
か 1506 0000022657 がいこつさん 五味太郎:作 文化出版局
か 1507 0000023622 がい骨レストラン 怪談レストラン １４ かとうくみこ:絵 童心社
か 1508 0000135913 がい骨レストラン 怪談レストラン 14 かとうくみこ:絵 童心社
か 1509 0000171884 怪獣王ゴジラ全ひみつ大百科
か 1510 0000003699 かいじゅうがおふろにいるよ えほん・ドリームランド 19 キャスリーン・スティーブンス:作 岩崎書店
か 1511 0000006510 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック:さく 富山房
か 1512 0000182329 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック:さく 富山房



児童書（書名による五十音リスト）

か 1513 0000148338 かいじゅうトゲトゲ ママとパパとわたしの本 1 かどのえいこ:さく ポプラ社
か 1514 0000028209 かいじゅうトゲトゲとミルクちゃん ママとパパとわたしの本 １１ かどのえいこ:さく ポプラ社
か 1515 0000016113 かいじゅうドッコイ ひくまの出版幼年絵本シリーズ たかしよいち:作 ひくまの出版
か 1516 0000002444 かいじゅうのこんだて わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか:文 ＰＨＰ研究所
か 1517 0000133850 介助犬ターシャ 大塚敦子:写真・文 小学館
か 1518 0000050716 怪談 アイドルブックス 39 小泉八雲:作 ポプラ社
か 1519 0000045955 怪談 芳一ものがたり アニメ日本の名作 9 小泉八雲:原作 金の星社
か 1520 0000031245 怪談小泉八雲のこわ～い話 １ 小泉八雲:原作 汐文社
か 1521 0000028803 怪談小泉八雲のこわ～い話 ２ 小泉八雲:原作 汐文社
か 1522 0000031195 怪談小泉八雲のこわ～い話 ３ 小泉八雲:原作 汐文社
か 1523 0000149047 怪談小泉八雲のこわ～い話 ４ 小泉八雲:原作 汐文社
か 1524 0000031179 怪談小泉八雲のこわ～い話 ６ 小泉八雲:原作 汐文社
か 1525 0000031070 怪談小泉八雲のこわ～い話 ８ 小泉八雲:原作 汐文社
か 1526 0000031062 怪談小泉八雲のこわ～い話 ９ 小泉八雲:原作 汐文社
か 1527 0000031997 怪談図書館 １０ 怪談図書館編集委員会:編 国土社
か 1528 0000063693 怪談図書館 ７ 怪談図書館編集委員会:編 国土社
か 1529 0000032003 怪談図書館 ８ 怪談図書館編集委員会:編 国土社
か 1530 0000168914 怪談図書館 9 怪談図書館編集委員会:編 国土社
か 1531 0000173401 怪談レストランナビ 魔 怪談レストラン 松谷みよ子:責任編集 童心社
か 1532 0000052779 海中記 小林安雅:著 福音館書店
か 1533 0000053405 かいとう・ちわわんだー つかまえろ!なぞのニセモノかいとう わくわくキッズブック 24 まくらしょう:さく 集英社
か 1534 0000022749 かいとう・ちわわんだー てにいれろ！まぼろしのおかし わくわくキッズブック ２１ まくらしょう:さく 集英社
か 1535 0000166983 かいとう〓ちわわんだー しのびこめ!まじょのやかた わくわくキッズブック 15 まくらしょう:さく 集英社
か 1536 0000053397 かいとう〓ちわわんだー とりもどせ!まほうのドレス わくわくキッズブック 18 まくらしょう:さく 集英社
か 1537 0000188482 怪盗グルーのミニオン大脱走さがして!みつけて! トレイ・キング:著 小学館
か 1538 0000000638 怪盗シャラクのひみつ きみも名探偵 １０ 日本児童文学者協会:編 偕成社
か 1539 0000145789 貝の子プチキュー 日本傑作絵本シリーズ 茨木のり子:作 福音館書店
か 1540 0000125062 貝の火 宮沢賢治:文 童心社
か 1541 0000136762 貝の火 宮沢賢治:文 童心社
か 1542 0000045559 怪物はささやく パトリック・ネス:著 あすなろ書房
か 1543 0000006080 かいものへいこう 学研おはなし絵本 タミ・ヒロコ:〔作〕 学研
か 1544 0000170415 外来生物ずかん 見る知る考えるずかん 五箇公一:監修 ほるぷ出版
か 1545 0000190785 カイルのピアノ 紀平凱成よろこびの音 ノンフィクション・生きるチカラ 27 高山リョウ:著 岩崎書店
か 1546 0000173021 カイロ団長 宮沢賢治 偕成社
か 1547 0000008656 帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにしたつや:作絵 学研
か 1548 0000003889 かえってきたカエル ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか:文 童心社
か 1549 0000128371 帰ってきたジロー 柴犬・730日愛と勇気の旅 綾野まさる:作 ハート出版



児童書（書名による五十音リスト）

か 1550 0000167924 帰ってきたジローもうひとつの旅 みんなに愛された奇跡の柴犬 綾野まさる:作 ハート出版
か 1551 0000095257 かえってきたまほうのじどうはんばいき やまだともこ:作 金の星社
か 1552 0000146217 帰ってきて!愛犬ナナちゃん 主人をクマから守ったイヌ 反町昭子:作 汐文社
か 1553 0000052738 カエル 田んぼの生きものたち 福山欣司:文 農山漁村文化協会
か 1554 0000095737 かえるさん くわっ くわっ こどものとも 012 廣野　研一 福音館書店
か 1555 0000176818 カエルと王かん なかじまゆうき:作 ＢＬ出版
か 1556 0000006148 かえるとカレーライス 福音館の幼児絵本 長新太:さく 福音館書店
か 1557 0000027219 カエルのくれたおくりもの あかね・新読み物シリーズ ７ ウィルソン:作 あかね書房
か 1558 0000193524 かえるのごほうび 木島　始 佑学社
か 1559 0000128140 カエルの知られざる生態 変態・行動・脱皮のしくみ 子供の科学★サイエンスブックス 松橋利光:著 誠文堂新光社
か 1560 0000054247 かえるの本 はじめての発見 6 ダニエル・モアノ:原案・制作 岳陽舎
か 1561 0000166454 かえるふくしま 矢内靖史:写真・文 ポプラ社
か 1562 0000011064 かえるをのんだととさん 日本の昔話 こどものとも絵本 日野十成:再話 福音館書店
か 1563 0000168393 かおかおだあれ? 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
か 1564 0000000208 かおかおどんなかお 柳原良平:作・絵 こぐま社
か 1565 0000037549 顔のない男 イザベル・ホランド:作 富山房
か 1566 0000028183 カオリはすてきなまほうつかい！？ こども童話館 ７６ 藤真知子:作 ポプラ社
か 1567 0000207860 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ:原作 双葉社
か 1568 0000186601 科学の実験 あそび・工作・手品 小学館の図鑑NEO 17 ガリレオ工房:指導・監修 小学館
か 1569 0000094185 科学物知り百科 学研まんがひみつシリーズ 8 学研
か 1570 0000015255 かかしごん なりたさとこ:作・絵 ＢＬ出版
か 1571 0000032144 鏡のうらがわレストラン 怪談レストラン ８ たかいよしかず:絵 童心社
か 1572 0000032441 鏡のうらがわレストラン 怪談レストラン 8 たかいよしかず:絵 童心社
か 1573 0000047290 輝きの季節 ターシャ・テューダーと子どもたちの一年 ターシャ・テューダー:絵・文 メディアファクトリー
か 1574 0000187237 かがやけいのち!みらいちゃん おはなしトントン 60 今西乃子:作 岩崎書店
か 1575 0000177865 かき氷 天然氷をつくる ちしきのぽけっと 20 細島雅代:写真 岩崎書店
か 1576 0000030163 かぎばあさんアメリカへいく あたらしい創作童話 ３０ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1577 0000030072 かぎばあさんとペット探偵団 あたらしい創作童話 ６４ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1578 0000030098 かぎばあさんのファミリーレストラン あたらしい創作童話 ５８ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1579 0000030015 かぎばあさんの魔法クラブ あたらしい創作童話 ６１ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1580 0000029975 かぎばあさんの魔法のかぎ あたらしい創作童話 １４ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1581 0000030155 かぎばあさんのマンガ教室 あたらしい創作童話 ４８ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1582 0000029983 かぎばあさんへのひみつの手紙 あたらしい創作童話 ３３ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1583 0000030056 かぎばあさんぼうけんの島へ あたらしい創作童話 ４０ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1584 0000030064 かぎばあさんぼうけんの島へ あたらしい創作童話 ４０ 手島悠介:作 岩崎書店
か 1585 0000035857 かぎりなくやさしい花々 野の花々が手足の不自由な私に生命の尊さを教えてくれました 星野富弘:著 偕成社
か 1586 0000148080 かぐ・五感の本 はじめての発見 21 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎



児童書（書名による五十音リスト）

か 1587 0000063222 かくかくしかく とことこえほん 得田之久:ぶん 童心社
か 1588 0000049080 学習図鑑日本の歴史 講談社
か 1589 0000054544 学習百科大事典 ジュニア・ニッポニカ 小学館
か 1590 0000052696 学習漫画 世界の国旗事典 集英社版 集英社
か 1591 0000048710 学習漫画　世界の伝記 集英社版 〔１１〕 集英社
か 1592 0000048678 学習漫画　世界の伝記 集英社版 〔１１〕 集英社
か 1593 0000048637 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔13〕 集英社
か 1594 0000048595 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔15〕 集英社
か 1595 0000051888 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔16〕 集英社
か 1596 0000147850 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔17〕 集英社
か 1597 0000051599 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔18〕 集英社
か 1598 0000147868 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔19〕 集英社
か 1599 0000051532 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔21〕 集英社
か 1600 0000048611 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔22〕 集英社
か 1601 0000048736 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔24〕 集英社
か 1602 0000051581 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔25〕 集英社
か 1603 0000051631 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔26〕 集英社
か 1604 0000051417 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔27〕 集英社
か 1605 0000135939 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔28〕 集英社
か 1606 0000185009 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔28〕 集英社
か 1607 0000051342 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔29〕 集英社
か 1608 0000094631 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔3〕 集英社
か 1609 0000048769 学習漫画　世界の伝記 集英社版 〔３０〕 集英社
か 1610 0000051722 学習漫画　世界の伝記 集英社版 〔３３〕 集英社
か 1611 0000079962 学習漫画　世界の伝記 集英社版 〔３４〕 集英社
か 1612 0000051367 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔35〕 集英社
か 1613 0000051466 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔36〕 集英社
か 1614 0000094615 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔36〕 集英社
か 1615 0000051292 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔37〕 集英社
か 1616 0000051300 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔39〕 集英社
か 1617 0000051359 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔4〕 集英社
か 1618 0000051474 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔5〕 集英社
か 1619 0000048728 学習漫画　世界の伝記 集英社版 〔６〕 集英社
か 1620 0000051557 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔7〕 集英社
か 1621 0000051458 学習漫画 世界の伝記 集英社版 〔8〕 集英社
か 1622 0000023515 学習漫画　世界の伝記 集英社版 〔９〕 集英社
か 1623 0000052662 学習漫画 世界の発明・発見事典 集英社版 集英社
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か 1624 0000048645 学習漫画 中国の歴史 集英社版 別巻 長沢和俊:監修 集英社
か 1625 0000051540 学習漫画 なりたちのよくわかる漢字事典 集英社版 柴田武:責任編集 集英社
か 1626 0000051326 学習漫画　日本の遺跡なんでも事典 集英社版 山形真理子:〔ほか〕構成・文 集英社
か 1627 0000156257 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔12〕 集英社
か 1628 0000051870 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔13〕 集英社
か 1629 0000146019 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔14〕 集英社
か 1630 0000051912 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔15〕 集英社
か 1631 0000146001 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔16〕 集英社
か 1632 0000023945 学習漫画　日本の伝記 集英社版 〔１７〕 集英社
か 1633 0000051862 学習漫画　日本の伝記 集英社版 〔１８〕 集英社
か 1634 0000094706 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔2〕 集英社
か 1635 0000068619 学習漫画　日本の伝記 集英社版 〔３〕 集英社
か 1636 0000048835 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔5〕 集英社
か 1637 0000048850 学習漫画　日本の伝記 集英社版 〔６〕 集英社
か 1638 0000051938 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔7〕 集英社
か 1639 0000051904 学習漫画 日本の伝記 集英社版 〔8〕 集英社
か 1640 0000048660 学習漫画　日本の伝記 集英社版 〔９〕 集英社
か 1641 0000095091 かぐやのかご こころのつばさシリーズ 塩野米松:作 佼成出版社
か 1642 0000052563 カクレクマノミは大きいほうがお母さん 絵本・海の生きもの 鈴木克美:作 あかね書房
か 1643 0000035469 かくれ山の冒険 ＰＨＰ創作シリーズ 富安陽子:著・画 ＰＨＰ研究所
か 1644 0000038372 かくれ森の木 おはなしメリーゴーラウンド 広瀬寿子:作 小峰書店
か 1645 0000002188 かくれんぼかくれんぼ はじめてよむ絵本 1 五味太郎:作 偕成社
か 1646 0000003269 かくれんぼころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
か 1647 0000158253 かげうさぎとからすマント 白い丘のクム 3 うのかずこ:作 国土社
か 1648 0000172353 かけっことびばこさかあがり すぐできる! 集英社版・学習漫画 深代千之:監修 集英社
か 1649 0000042267 影との戦い ゲド戦記 １ ル＝グウィン:作 岩波書店
か 1650 0000008144 かけまーすどん 五味太郎:作 絵本館
か 1651 0000019513 カゲロウのけっこんしき 地球にやさしくするえほん １ 太田英博:さく 大日本図書
か 1652 0000043927 かこさとしあそびの大宇宙 1 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1653 0000043760 かこさとしあそびの大宇宙 10 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1654 0000043877 かこさとしあそびの大宇宙 2 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1655 0000047662 かこさとしあそびの大宇宙 3 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1656 0000047654 かこさとしあそびの大宇宙 4 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1657 0000043752 かこさとしあそびの大宇宙 5 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1658 0000155861 かこさとしあそびの大宇宙 6 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1659 0000145110 かこさとしあそびの大宇宙 ７ かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1660 0000133033 かこさとしあそびの大宇宙 8 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会



児童書（書名による五十音リスト）

か 1661 0000047688 かこさとしあそびの大宇宙 9 かこさとし:絵と文 農山漁村文化協会
か 1662 0000047498 かこさとしの食べごと大発見 1 加古里子:絵と文 農山漁村文化協会
か 1663 0000063867 かさ さしてあげるね はせがわせつこにしまきかやこ

か 1664 0000001966 かさ 幼児絵本シリーズ 松野正子:さく 福音館書店
か 1665 0000015560 かさこじぞう アニメむかしむかし絵本 １１ 西本鶏介:文 ポプラ社
か 1666 0000134304 かささしてあげるね 0.1.2.えほん はせがわせつこ:ぶん 福音館書店
か 1667 0000145649 かさじぞう 学研・ひとりよみ名作 12 吉田喜昭:ぶん 学研
か 1668 0000124834 かさじぞう 紙芝居むかしばなし 第2集 長崎源之助:文 教育画劇
か 1669 0000053090 かさじぞう 行事むかしむかし 12月 年越のはなし 谷真介:文 佼成出版社
か 1670 0000022376 かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ:作・絵 徳間書店
か 1671 0000026286 かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅうげんいちろう:さく 福音館書店
か 1672 0000025379 かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅうげんいちろう:さく 福音館書店
か 1673 0000131722 火山になったオニ 旺文社創作童話 せおななえ:文 旺文社
か 1674 0000036574 頭つきのチャンピオン ぼうけん絵ものがたり 伊東章夫:作・画 理論社
か 1675 0000173187 かしわばやしの夜 宮沢賢治 福武書店
か 1676 0000173146 かしわばやしの夜 宮沢賢治 福武書店
か 1677 0000135871 春日局 将軍を守り育てた女性 加藤秀:著 偕成社
か 1678 0000055731 カステラやさんのバースデーケーキ おはなしだいすき 堀直子:作 小峰書店
か 1679 0000185819 カステラやさんのバースデーケーキ おはなしだいすき 堀直子:作 小峰書店
か 1680 0000017707 かずの冒険 自然の中でかず・かたち遊び 海編 香川元太郎:作・絵 小学館
か 1681 0000017079 かずの冒険 自然の中でかず・かたち遊び 空編 香川元太郎:作・絵 小学館
か 1682 0000017038 かずの冒険 迷路＆かくし絵＆クイズ 野山編 香川元太郎:作・絵 小学館
か 1683 0000132662 数の本 はじめての発見 9 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
か 1684 0000039487 カスピアン王子のつのぶえ ナルニア国物語 Ｃ．Ｓ．ルイス:作 岩波書店
か 1685 0000049874 風立ちぬ アニメ日本の名作 6 堀辰雄:原作 金の星社
か 1686 0000148619 風立ちぬ 徳間アニメ絵本 33 宮崎駿:原作・脚本・監督 徳間書店
か 1687 0000184259 風になった名犬チロリ 余命3カ月・いのちの記録 ノンフィクション・生きるチカラ 16 大木トオル:著 岩崎書店
か 1688 0000132464 風になったヤギ 旺文社創作童話 漆原智良:さく 旺文社
か 1689 0000148486 風に向かっての旅 ペーター・ヘルトリング:作 偕成社
か 1690 0000037242 風の靴 朽木祥:作 講談社
か 1691 0000050617 風の島へようこそ くりかえしつかえるエネルギー アラン　ドラモンド:さく 福音館書店
か 1692 0000181008 風の十二方位 ハヤカワ文庫 SF 399 アーシュラ・Ｋ・ル＝グイン:著 早川書房
か 1693 0000009555 風の谷のナウシカ 下 徳間アニメ絵本 ２ 徳間書店
か 1694 0000003202 かぜのでんわ いもとようこ:作絵 金の星社
か 1695 0000051144 風の中の子供 アイドルブックス 22 坪田譲治:〔著〕 ポプラ社
か 1696 0000038174 風のハンドルは白い雲 マキちゃんと車いすドライバー イワサキ・ライブラリー ８ 小林あき:作 岩崎書店
か 1697 0000003244 かぜのひのころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド



児童書（書名による五十音リスト）

か 1698 0000155754 かぜのひのころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
か 1699 0000184267 風のヒルクライム ぼくらの自転車ロードレース 物語の王国 2-7 加部鈴子:作 岩崎書店
か 1700 0000051037 風の又三郎 アイドルブックス 24 宮沢賢治:〔著〕 ポプラ社
か 1701 0000019836 かぜひいちゃった日 海外秀作絵本 １２ キムドンス:作・絵 岩崎書店
か 1702 0000003350 かぜひきころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
か 1703 0000035972 風をおいかけて、海へ！ 高森千穂:作 国土社
か 1704 0000187104 風を切って走りたい! 夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋うらら:著 金の星社
か 1705 0000035105 家族になったスズメのチュン 森の獣医さんの動物日記 竹田津実:著 偕成社
か 1706 0000144527 かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本 ９ おのきがく:ぶん・え ポプラ社
か 1707 0000053215 カタカナえほん とだこうしろう:企画・構成・絵 戸田デザイン研究室
か 1708 0000016261 がたたん　たん やすいすえこ:作 ひさかたチャイルド
か 1709 0000170050 かたづけしないとどうなるの? ウルトラかいじゅう絵本 ひらいたろう:ぶん あいうえお館
か 1710 0000004242 かたつむりののんちゃん かわいいむしのえほん 高家博成:さく 童心社
か 1711 0000000240 かたつむりのマルゴ にわの小さななかまたち Ａ．クリングス:作 岩波書店
か 1712 0000150581 片耳の大シカ 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十:原作 理論社
か 1713 0000039263 語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ:作 さ・え・ら書房
か 1714 0000062539 がたんごとんがたんごとん 福音館　あかちゃんの絵本 安西水丸:さく 福音館書店
か 1715 0000062968 がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 福音館　あかちゃんの絵本 安西水丸:さく 福音館書店
か 1716 0000020875 かちかちやま アニメむかしむかし絵本 ５ 西本鶏介:文 ポプラ社
か 1717 0000156364 かちかちやま 紙芝居むかしばなし 第2集 西本鶏介:文 教育画劇
か 1718 0000009605 かちかちやま 日本傑作絵本シリーズ おざわとしお:再話 福音館書店
か 1719 0000015693 かちかちやま にほんむかしばなし 岩崎京子:文 フレーベル館
か 1720 0000165811 かちかちやま 日本むかし話 3 瀬川康男:絵 フレーベル館
か 1721 0000016949 かちかちやま 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー １６ 川崎洋:文 フレーベル館
か 1722 0000003509 がちゃがちゃどんどん 幼児絵本シリーズ 元永定正:さく 福音館書店
か 1723 0000136325 がちょうのエレノア ピエール・コラン:文 ひくまの出版
か 1724 0000167122 学研の小学生の自由研究 まとめ方がよくわかる! 科学編 学研
か 1725 0000052001 学研まんが世界の歴史 １ ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1726 0000051763 学研まんが世界の歴史 10 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1727 0000051854 学研まんが世界の歴史 11 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1728 0000051847 学研まんが世界の歴史 12 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1729 0000051839 学研まんが世界の歴史 13 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1730 0000051821 学研まんが世界の歴史 14 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1731 0000051813 学研まんが世界の歴史 15 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1732 0000051755 学研まんが世界の歴史 2 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1733 0000051680 学研まんが世界の歴史 3 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1734 0000051649 学研まんが世界の歴史 4 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
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か 1735 0000051318 学研まんが世界の歴史 5 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1736 0000051805 学研まんが世界の歴史 6 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1737 0000051797 学研まんが世界の歴史 7 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1738 0000051789 学研まんが世界の歴史 ８ ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1739 0000051771 学研まんが世界の歴史 9 ムロタニツネ象:案・構成・まんが 学研
か 1740 0000046979 かっこいいぞサイレンカー のりものクラブえほん 8 小久保陽一:写真・文 イカロス出版
か 1741 0000058958 学校犬マリリンにあいたい 心から愛された犬の物語 関朝之:作 ハート出版
か 1742 0000165845 学校ウサギをつかまえろ 創作こどもクラブ 16 岡田淳:さく・え 偕成社
か 1743 0000018325 カッコウが鳴く日 小泉るみ子四季のえほん ４ 小泉るみ子:作・絵 ポプラ社
か 1744 0000058545 学校犬クロの一生 みんなに愛され石像になった 今泉耕介:作 ハート出版
か 1745 0000043737 学校に行けないはたらく子どもたち 4 田沼武能:写真・文 汐文社
か 1746 0000134957 学校の怪奇たんてい団 小学館ワンダーランドブックス 飛鳥昭雄:作 小学館
か 1747 0000032813 学校の怪談スペシャル １ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
か 1748 0000144287 学校の怪談スペシャル 3 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
か 1749 0000144352 学校の怪談スペシャル 3 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
か 1750 0000034090 学校の怪談大事典 日本民話の会学校の怪談編集委員会:著 ポプラ社
か 1751 0000031096 学校の怪談大事典 ＯＨ　ＭＹ　ＧＯＤ！！ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
か 1752 0000008532 がっこうのきらいなきょうりゅう きょうりゅうのこどもたち ２ マイケル・サーモン:文・絵 文渓堂
か 1753 0000031989 学校の七不思議 学校の怪談 ８ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
か 1754 0000127159 学校の七不思議ミステリー だいすきミステリー 7 佐藤由惟:画 偕成社
か 1755 0000033175 学校のびっくり事件ファイル ミステリーがいっぱい ６ 我妻やすみ:画 偕成社
か 1756 0000149856 学校のふしぎな事件簿 ミステリーがいっぱい 2 栗城しょうこ:画 偕成社
か 1757 0000033514 学校の魔女にご用心 ミステリーがいっぱい １０ 竹咲輝:画 偕成社
か 1758 0000189480 学校のまわりの草木図鑑 秋 おくやまひさし:解説・写真 大日本図書
か 1759 0000189472 学校のまわりの草木図鑑 夏 おくやまひさし:解説・写真 大日本図書
か 1760 0000189464 学校のまわりの草木図鑑 春 おくやまひさし:解説・写真 大日本図書
か 1761 0000189498 学校のまわりの草木図鑑 冬 おくやまひさし:解説・写真 大日本図書
か 1762 0000033191 学校のミステリー探険 ミステリーがいっぱい ８ 佐藤由惟:画 偕成社
か 1763 0000006106 学校やすんでとうさんと えほん・ハートランド ２ 梅田俊作:作・絵 岩崎書店
か 1764 0000144444 学校やすんでとうさんと えほん・ハートランド ２ 梅田俊作:作・絵 岩崎書店
か 1765 0000166447 カッチン Green Books いずみたかひろ:作 小峰書店
か 1766 0000145557 かってなんだ? おのやすこ:作 ＢＬ出版
か 1767 0000016618 かっぱとひょうたん 日本みんわ絵本 若林一郎:ぶん ほるぷ出版
か 1768 0000014167 かっぱのすりばち 菊池トヨばあちゃんの語りから 佐藤修:原作 一声社
か 1769 0000031559 カッパの三平 アニメ版 水木しげる:原作 金の星社
か 1770 0000025064 カニのふしぎなおくりもの 大型絵本 21 ビル・ピート:文・絵 岩波書店
か 1771 0000017905 かにむかし 日本むかしばなし 岩波の子どもの本 ２１ 木下順二:文 岩波書店



児童書（書名による五十音リスト）

か 1772 0000158725 カネゴンとかきのたね さるかにがっせんより ウルトラかいじゅう絵本 ひらいたろう:ぶん あいうえお館
か 1773 0000147033 蚊のフレデリック にわの小さななかまたち Ａ．クリングス:作 岩波書店
か 1774 0000054676 がばい 佐賀のがばいばあちゃん １ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1775 0000057042 がばい 佐賀のがばいばあちゃん １０ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1776 0000056986 がばい 佐賀のがばいばあちゃん 11
か 1777 0000057067 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ２ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1778 0000057075 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ３ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1779 0000057083 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ４ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1780 0000057018 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ５ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1781 0000057026 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ６ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1782 0000057034 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ７ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1783 0000057000 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ８ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1784 0000056994 がばい 佐賀のがばいばあちゃん ９ ヤングジャンプ・コミックスＢＪ 島田洋七:原作 集英社
か 1785 0000021287 かばくん こどものとも傑作集 ２９ 岸田衿子:作 福音館書店
か 1786 0000147447 かばくんとおかあさん かばくん・くらしのえほん 4 ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1787 0000001438 かばくんとおとうさん かばくん・くらしのえほん ５ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1788 0000012559 かばくんとおともだち かばくん・くらしのえほん ６ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1789 0000003400 かばくんのいちにち かばくん・くらしのえほん １ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1790 0000136408 かばくんのおかいもの かばくん・くらしのえほん 2 ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1791 0000144261 かばくんのおかいもの かばくん・くらしのえほん 2 ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1792 0000001370 かばくんのがさごそたんけんたい かばくん・くらしのえほん ９ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1793 0000001446 かばくんのがさごそたんけんたい かばくん・くらしのえほん ９ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1794 0000001388 かばくんのどきどきゆうえんち かばくん・くらしのえほん ８ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1795 0000001016 かばくんのはるなつあきふゆ かばくん・くらしのえほん ３ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1796 0000008599 かばくんのほかほかおふろ かばくん・くらしのえほん ７ ひろかわさえこ:さく・え あかね書房
か 1797 0000033787 かばた医院のひみつ 中島和子:作 金の星社
か 1798 0000188995 かばたとおとうさん どうぶつの生態かみしばい 青柳もとひろ:作絵 教育画劇
か 1799 0000134502 カバの茶目子のおねがい ポプラ・ノンフィクション 57 亀井一成:著 ポプラ社
か 1800 0000004655 かばんうりのガラゴ 島田ゆか:作絵 文渓堂
か 1801 0000005314 かぶさんとんだ 福音館の幼児絵本 五味太郎:作 福音館書店
か 1802 0000167585 かぶと3兄弟 五十郎・六十郎・七十郎の巻 宮西達也:作・絵 教育画劇
か 1803 0000036376 カブトエビの寒い夏 谷本雄治:文 農山漁村文化協会
か 1804 0000036426 カブトエビの寒い夏 谷本雄治:文 農山漁村文化協会
か 1805 0000170076 かぶと三十郎 明日に向かって飛べの巻 宮西達也:作・絵 教育画劇
か 1806 0000185041 かぶと三十郎 きみのために生きるの巻 宮西達也:作・絵 教育画劇
か 1807 0000186593 カブトムシ・クワガタムシ 小学館の図鑑NEO 16 小池啓一:執筆・企画構成 小学館
か 1808 0000038224 カブトムシ・クワガタムシのひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 荒谷邦雄:監修 学研



児童書（書名による五十音リスト）

か 1809 0000184127 カブトムシのなつ えほんのもり いしいつとむ:作 文研出版
か 1810 0000127142 カブトムシ山に帰る 山口進:著 汐文社
か 1811 0000169359 かぶと四十郎 夕陽のカブトマンの巻 宮西達也:作・絵 教育画劇
か 1812 0000185744 かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ:作 ＢＬ出版
か 1813 0000014373 かぼすけのふんすい 学研カラー絵ばなし 横山隆一:ぶん・え 学研
か 1814 0000167882 かまきり おおかまきりの一生 こんちゅうの一生シリーズ 得田之久:ぶん・え 福音館書店
か 1815 0000025387 かまきりっこ 近藤薫美子:著 アリス館
か 1816 0000177436 かまきりとしましまあおむし 澤口たまみ:文 農山漁村文化協会
か 1817 0000012757 かまきりのカマーくんといなごのオヤツちゃん 田島征三:作 大日本図書
か 1818 0000028712 かまくらかまくらゆきのいえ あまんきみこ:作 ひくまの出版
か 1819 0000136804 かまぼこの絵本 つくってあそぼう 22 のむらあきら:へん 農山漁村文化協会
か 1820 0000002964 がまんだがまんだうんちっち えほん・ドリームランド ９ 梅田俊作:〔ほか〕作・絵 岩崎書店
か 1821 0000009662 がまんのケーキ かがくいひろし:作絵 教育画劇
か 1822 0000170951 髪がつなぐ物語 文研じゅべにーる 別司芳子:著 文研出版
か 1823 0000046680 かみコップでつくろう かがくのとも傑作集 よしだきみまろ:さく 福音館書店
か 1824 0000172924 紙細工のおみせやさん 切って、折って、貼ってつくるお買い得な110作品を収録!! 大原まゆみ:著 誠文堂新光社
か 1825 0000185231 かみさまにあいたい ポプラ物語館 76 当原珠樹:作 ポプラ社
か 1826 0000124503 紙芝居 「宝さがし・虹の木のひみつ」 警察庁交通局監修
か 1827 0000100644 紙芝居 アンパンマンとちびぞうくん やなせたかし フレーベル館
か 1828 0000100545 紙芝居 アンパンマンとぱしぱしぱしーん やなせたかし フレーベル館
か 1829 0000016188 かみそりぎつね 日本の民話えほん 小沢正:文 教育画劇
か 1830 0000024752 かみなり 狂言えほん ４ 内田麟太郎:文 ポプラ社
か 1831 0000124412 かみなりさまとくわのき 清水たみ子:文 教育画劇
か 1832 0000206888 紙のおもちゃランド すずお泰樹 いかだ社
か 1833 0000011353 かみのけちょっきん こどものとも傑作集 松竹いね子:作 福音館書店
か 1834 0000037457 神の守り人 帰還編 偕成社ワンダーランド ２９ 上橋菜穂子:作 偕成社
か 1835 0000037291 神の守り人 来訪編 偕成社ワンダーランド ２８ 上橋菜穂子:作 偕成社
か 1836 0000035741 神谷美恵子 ハンセン病と歩んだ命の道程 大谷美和子:著 くもん出版
か 1837 0000038570 かめきちのなくな！王子様 おはなしガーデン １７ 村上しいこ:作 岩崎書店
か 1838 0000100867 かめさんのふゆごもり 小さな生物のせかい 今井誉次郎:作 童心社
か 1839 0000147793 かめとかたつむりの本 はじめての発見 26 ジルベール・オーブル:原案・制作 岳陽舎
か 1840 0000134312 かめのルドミラ ピエール・コラン:文 ひくまの出版
か 1841 0000050641 カメは200さいまでいきる? きろく どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
か 1842 0000166355 かめまんねん えほんのもり ほんまわか:〔作〕 文研出版
か 1843 0000165878 カメレオンのレオン つぎつぎとへんなこと 岡田淳:作 偕成社
か 1844 0000050880 カメレオンはかくれんぼじょうず? カムフラージュ どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
か 1845 0000009126 カメレオンはどこ？ クレイグ・Ｋ．ストレート:文 ほるぷ出版



児童書（書名による五十音リスト）

か 1846 0000036228 カメレオンを飼いたい！ Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 松本祐子:作 小峰書店
か 1847 0000047324 仮面ライダーオーズ全(オール)コンボ超ずかん コンボの技や武器を大しょうかい!! てれびくん★ポケット 小学館
か 1848 0000095547 仮面ライダードライブひみつ百科 ドライブのひみつをトップスピードで全解だ!! 永岡書店
か 1849 0000045419 仮面レストラン 怪談レストラン 45 たかいよしかず:絵 童心社
か 1850 0000145375 仮面レストラン 怪談レストラン 45 たかいよしかず:絵 童心社
か 1851 0000007716 かもさんおとおり 世界傑作絵本シリーズ ロバート・マックロスキー:ぶんとえ 福音館書店
か 1852 0000181834 かもさんおとおり 世界傑作絵本シリーズ ロバート・マックロスキー:ぶん・え 福音館書店
か 1853 0000015115 カモとはらきりじいさん 絵本ノンフィクション 6 阪本一房:著 岩崎書店
か 1854 0000008243 かもとりごんべえ アニメむかしむかし絵本 １２ 谷真介:文 ポプラ社
か 1855 0000010876 かもとりごんべえ 日本みんわ絵本 斎藤君子:ぶん ほるぷ出版
か 1856 0000058149 カモのきょうだいクリとゴマ なかがわちひろ:作・絵 アリス館
か 1857 0000036665 カモメがおそう島 巨大石像物語 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ:作 文研出版
か 1858 0000062877 火曜日はトラブル おはなしガーデン １５ あんびるやすこ:著 岩崎書店
か 1859 0000024653 からあげくん いただきま～す！シリーズ 村上康成:作 小学館
か 1860 0000007039 からからからが… みるみる絵本 高田桂子:作 文研出版
か 1861 0000047373 ガラクタ工作でLet’sリサイクル みんなでつくろう! 今北真奈美:著 あゆみ出版
か 1862 0000044313 からくりおもちゃ工作 びっくりするからくりおもちゃ大集合 多田信作:著 池田書店
か 1863 0000133066 からすがカアカア鳴いている 子どもの文学 42 岩本敏男:作 偕成社
か 1864 0000010090 カラスだんなのおよめとり アラスカのエスキモーのたのしいお話 岩波おはなしの本 １ チャールズ・ギラム:文 岩波書店
か 1865 0000182550 ガラスのうさぎ 高木敏子:作 金の星社
か 1866 0000033456 ガラスのうさぎ アニメ版 高木敏子:原作 金の星社
か 1867 0000127035 ガラスのうさぎ 現代・創作児童文学 16 高木敏子:著 金の星社
か 1868 0000185850 からすのおかしやさん かこさとしおはなしのほん 11 かこさとし:作・絵 偕成社
か 1869 0000147405 からすのせっけん 「こどものとも」人気作家のかくれた名作10選 むらやまけいこ:さく 福音館書店
か 1870 0000185975 ガラスの梨 ちいやんの戦争 ノベルズ・エクスプレス 38 越水利江子:作 ポプラ社
か 1871 0000124230 からすのはいたつやさん あたらしい行事紙芝居 第3集 土門正卓:作 教育画劇
か 1872 0000181560 からすのパンやさん かこさとしおはなしのほん 7 かこさとし:絵と文 偕成社
か 1873 0000128637 カラスのひな座へ魔女がとぶ 鈴の音童話 【ハシ】立悦子:作・絵 銀の鈴社
か 1874 0000016394 ガラスめだまときんのつののヤギ 白ロシア民話 日本傑作絵本シリーズ 田中かな子:訳 福音館書店
か 1875 0000132191 カラスゆうかいじけん ジョーン・エイキン:作 岩波書店
か 1876 0000064485 からだ Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
か 1877 0000017178 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本直英:さく 童心社
か 1878 0000024620 からだと心のふしぎシリーズ ５ アリス館
か 1879 0000033894 からだノビノビ語源の話 おもしろ語源話 ４ 木暮正夫:文 岩崎書店
か 1880 0000132654 からだの本 はじめての発見 1 ジルベーヌ・ペロル:原案・制作 岳陽舎
か 1881 0000132845 からだを知る本 1 草土文化
か 1882 0000047969 からだを知る本 11 草土文化



児童書（書名による五十音リスト）

か 1883 0000133942 からだを知る本 11 草土文化
か 1884 0000043539 からだを知る本 2 草土文化
か 1885 0000132910 からだを知る本 3 草土文化
か 1886 0000132902 からだを知る本 4 草土文化
か 1887 0000132894 からだを知る本 5 草土文化
か 1888 0000132886 からだを知る本 6 草土文化
か 1889 0000135632 からだを知る本 7 草土文化
か 1890 0000132878 からだを知る本 8 草土文化
か 1891 0000132860 からだを知る本 9 草土文化
か 1892 0000037218 ガラパゴスがこわれる 藤原幸一:写真文 ポプラ社
か 1893 0000037358 カラフル 森絵都:作 理論社
か 1894 0000035402 からほり亭で漫才！ 文研じゅべにーる 藤田富美恵:作 文研出版
か 1895 0000015909 かりのけいこ 絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
か 1896 0000049189 ガリレオと地動説 近代科学のとびらをひらいた偉大な科学者 ジュニアサイエンス ＲＩＣＨＡＲＤ　ＰＡＮＣＨＹＫ:〔著〕 丸善
か 1897 0000005462 カルちゃんエルくんいいないいな いわむらかずお:作 ひさかたチャイルド
か 1898 0000000042 カルちゃんエルくんねむいねむい いわむらかずお:作 ひさかたチャイルド
か 1899 0000172577 華麗なる探偵アリス&ペンギン 〔10〕 小学館ジュニア文庫 ジな-2-10 南房秀久:著 小学館
か 1900 0000172585 華麗なる探偵アリス&ペンギン 〔13〕 小学館ジュニア文庫 ジな-2-13 南房秀久:著 小学館
か 1901 0000172544 華麗なる探偵アリス&ペンギン 〔2〕 小学館ジュニア文庫 ジな-2-2 南房秀久:著 小学館
か 1902 0000172551 華麗なる探偵アリス&ペンギン 〔5〕 小学館ジュニア文庫 ジな-2-5 南房秀久:著 小学館
か 1903 0000172569 華麗なる探偵アリス&ペンギン 〔6〕 小学館ジュニア文庫 ジな-2-6 南房秀久:著 小学館
か 1904 0000152033 カレーおばけのあかいぼうし シルカ小学校のブキミともだち 末吉暁子:作 偕成社
か 1905 0000015933 かれえだ 絵本アフリカのどうぶつたち 第２集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
か 1906 0000011056 カレーだいおうのまほう 石倉ヒロユキ:作・絵 ひさかたチャイルド
か 1907 0000189357 カレーライス イチは、いのちのはじまり イチからつくる 関野吉晴:編 農山漁村文化協会
か 1908 0000029967 カレーライスおかわり！ わくわく幼年どうわ ２５ つちだよしはる:作絵 あかね書房
か 1909 0000029413 カレーライスはこわいぞ ポプラ社の小さな童話 １３ 角野栄子:さく ポプラ社
か 1910 0000023275 カロリーヌうみへいく カロリーヌとゆかいな8ひき ピエール・プロブスト:さく ＢＬ出版
か 1911 0000019448 カロリーヌキャンプにいく カロリーヌとゆかいな8ひき ピエール・プロブスト:さく ＢＬ出版
か 1912 0000018457 カロリーヌとユピーいっしょにあそぼう カロリーヌプチえほん ピエール・プロブスト:さく ＢＬ出版
か 1913 0000169136 かわ 鈴木のりたけ:著 幻冬舎
か 1914 0000013797 かわ こどものとも傑作集 ４１ 加古里子:さく・え 福音館書店
か 1915 0000027896 かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし １２ なりゆきわかこ:作 ポプラ社
か 1916 0000189712 かわいい手芸 ミシンなしでかんたん! 秋・冬 Ｃ・Ｒ・Ｋｄｅｓｉｇｎ:著 理論社
か 1917 0000189696 かわいい手芸 ミシンなしでかんたん! どうぶつ1 Ｃ・Ｒ・Ｋｄｅｓｉｇｎ:著 理論社
か 1918 0000189704 かわいい手芸 ミシンなしでかんたん! どうぶつ2 Ｃ・Ｒ・Ｋｄｅｓｉｇｎ:著 理論社
か 1919 0000189720 かわいい手芸 ミシンなしでかんたん! 春・夏 Ｃ・Ｒ・Ｋｄｅｓｉｇｎ:著 理論社



児童書（書名による五十音リスト）

か 1920 0000017640 かわいいてんとうむし あなあきしかけえほん メラニー・ガース:ぶん 大日本絵画
か 1921 0000189530 かわいいまちがいさがし135もん クッキー・ハウス:編 西東社
か 1922 0000124966 かわいそうなぞう 愛と平和シリーズ 土家由岐雄:作 童心社
か 1923 0000049015 かわいそうなぞう おはなしノンフィクション絵本 つちやゆきお:ぶん 金の星社
か 1924 0000007286 かわうそがひろったちょきん箱 ｆａｎｆａｎファンタジー みなみらんぼう:作 学研
か 1925 0000146472 カワウソの海 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十:原作 理論社
か 1926 0000151415 カワセミ 青い鳥見つけた 日本の野鳥 嶋田忠:文・写真 新日本出版社
か 1927 0000048843 川底の石のひみつ 旺文社ジュニア・ノンフィクション 稗田一俊:文・写真 旺文社
か 1928 0000049221 川づりに挑戦! よくつれる!超カンタンつり入門 藤谷立自:著 金の星社
か 1929 0000049213 川にすむ生き物の本 はじめての発見 29 ローラ・ブール:原案・制作 岳陽舎
か 1930 0000043703 川の楽校 自然と遊ぼう 2 皆川哲:著 山と渓谷社
か 1931 0000178087 川のさかな 絵本図鑑シリーズ 13 渡辺可久:作 岩崎書店
か 1932 0000049510 川は生きている 自然と人間 富山和子:著 講談社
か 1933 0000019091 川はどこからながれてくるの トマス＝ロッカー:さく 偕成社
か 1934 0000182709 川をくだる小人たち 岩波少年文庫 064 メアリー・ノートン:作 岩波書店
か 1935 0000008060 かんがえるカエルくん いわむらかずお:作 福音館書店
か 1936 0000009670 考える力を育てるお話３６６ 名作・伝記から自然のふしぎまで ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
か 1937 0000044453 考える練習をしよう 子どものためのライフ・スタイル マリリン・バーンズ:著 晶文社
か 1938 0000043786 考える練習をしよう 子どものためのライフ・スタイル マリリン・バーンズ:著 晶文社
か 1939 0000003087 かんからかん 幼児絵本シリーズ 谷川俊太郎:ぶん 福音館書店
か 1940 0000131490 巌窟王 少年少女世界名作の森 １５ アレクサンドル・デュマ:〔著〕 集英社
か 1941 0000046706 韓国のごはん 絵本世界の食事 ３ 銀城康子:文 農山漁村文化協会
か 1942 0000015107 かんごふさん 社会科おはなしえほん ４ 池田夏子:ぶん 新日本出版社
か 1943 0000144790 かんさつしようこん虫のへんしん しぜんたんけんずかん ４ 松原巌樹:絵・文 小峰書店
か 1944 0000091900 漢字のひみつ 学研まんが新ひみつシリーズ 加納喜光:監修 学研教育出版
か 1945 0000038166 漢字のひみつ 学研まんがひみつシリーズ ４１ 学研
か 1946 0000186619 岩石・鉱物・化石 小学館の図鑑NEO 18 萩谷宏:指導・監修・執筆 小学館
か 1947 0000189738 カンタン!かわいい!おりがみあそび 1 いしかわまりこ:作 岩崎書店
か 1948 0000189746 カンタン!かわいい!おりがみあそび 2 いしかわまりこ:作 岩崎書店
か 1949 0000189753 カンタン!かわいい!おりがみあそび 3 いしかわまりこ:作 岩崎書店
か 1950 0000189761 カンタン!かわいい!おりがみあそび 4 いしかわまりこ:作 岩崎書店
か 1951 0000089003 カンタンかわいい窓飾りを１００倍楽しむ本 光と景色を生かした四季の教室づくり 岩藤しおい:編著 いかだ社
か 1952 0000044487 かんたんコインとお札の手品 トランプマンのマジック入門 ２ トランプマン:作 岩崎書店
か 1953 0000044511 かんたんステージマジック トランプマンのマジック入門 ５ トランプマン:作 岩崎書店
か 1954 0000044479 かんたんテーブルマジック トランプマンのマジック入門 ４ トランプマン:作 岩崎書店
か 1955 0000048116 かんたんトランプの手品 トランプマンのマジック入門 １ トランプマン:作 岩崎書店
か 1956 0000044529 かんたんひもとハンカチの手品 トランプマンのマジック入門 ３ トランプマン:作 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

か 1957 0000144188 かんたんメルヘンクッキング おとぎ話をおりょうりに！！ 小学館ワンダーランドブックス 小学館
か 1958 0000015727 かんちがい 絵本アフリカのどうぶつたち 第３集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
か 1959 0000037564 カンナ道のむこうへ Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ くぼひでき:作 小峰書店
か 1960 0000041954 ガンバとカワウソの冒険 斎藤惇夫:作 岩波書店
か 1961 0000006023 がんばりこぶたのブン えほん、よんで！ ８ たかどのほうこ:作 あかね書房
か 1962 0000146506 ガンバリルおじさんとぎんいろまん ガンバリルおじさんシリーズ 2 やなせたかし:さく・え フレーベル館
か 1963 0000135376 がんばる!たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやまただし:作・絵 鈴木出版
か 1964 0000149625 がんばる!たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやまただし:作・絵 鈴木出版
か 1965 0000147355 がんばるスプーンおばさん プリョイセン:さく 学研
か 1966 0000018671 ガンバレ！！まけるな！！ナメクジくん 三輪一雄:作・絵 偕成社
か 1967 0000143891 がんばれ!盲導犬ベルナ 「ベルナおねえさん大活躍」の巻 郡司ななえ:作 ハート出版
か 1968 0000184192 がんばれ!盲目の犬レディ オリンピックメダリスト・山本博のわんわん物語 山本博:著 岩崎書店
か 1969 0000024505 がんばれ、ペペ きょうりゅうペペのぼうけん ６ ヒサクニヒコ:さく・え 草炎社
か 1970 0000005322 がんばれあたま 脳のはたらき 知識の絵本 13 佐藤守:作・絵 岩崎書店
か 1971 0000005900 がんばれごん 木村裕一・しかけ絵本 １３ 木村裕一:作 偕成社
か 1972 0000001537 がんばれはぶらしハーマン 木村裕一・しかけ絵本 ８ 木村裕一:作 偕成社
か 1973 0000005389 がんばれはぶらしハーマン 木村裕一・しかけ絵本 ８ 木村裕一:作 偕成社
か 1974 0000139055 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム:さく ほるぷ出版
か 1975 0000050815 完訳赤毛のアンシリーズ 1 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:著 講談社
か 1976 0000049882 完訳赤毛のアンシリーズ 10 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:作 講談社
か 1977 0000050773 完訳赤毛のアンシリーズ 2 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:著 講談社
か 1978 0000050781 完訳赤毛のアンシリーズ 3 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:著 講談社
か 1979 0000050799 完訳赤毛のアンシリーズ 4 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:著 講談社
か 1980 0000050807 完訳赤毛のアンシリーズ 5 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:著 講談社
か 1981 0000050765 完訳赤毛のアンシリーズ 6 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:作 講談社
か 1982 0000050013 完訳赤毛のアンシリーズ 7 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:著 講談社
か 1983 0000049973 完訳赤毛のアンシリーズ 8 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:著 講談社
か 1984 0000049924 完訳赤毛のアンシリーズ 9 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー:作 講談社
か 1985 0000032037 神かくしレストラン 怪談レストラン ２７ かとうくみこ:絵 童心社
か 1986 0000137828 火よう日のごちそうはひきがえる 児童図書館・文学の部屋 ラッセル・エリックソン:作 評論社
き 1987 0000207613 鬼滅の刃 〔2〕 JUMP j BOOKS 吾峠呼世晴:著 集英社
き 1988 0000187773 鬼滅の刃 〔3〕 JUMP j BOOKS 吾峠呼世晴:著 集英社
き 1989 0000207621 鬼滅の刃 しあわせの花 JUMP j BOOKS 吾峠呼世晴:著 集英社
き 1990 0000019331 木いちごつみ 子どものための詩と絵の本 日本傑作絵本シリーズ きしだえりこ:詩 福音館書店
き 1991 0000176800 きぃちゃん ながやまただし:作 ＢＬ出版
き 1992 0000032854 きいちゃん 山元加津子:著 アリス館
き 1993 0000130823 きいてほしいの、あたしのこと ウィン・ディキシーのいた夏 ポプラ・ウイング・ブックス １３ ケイト・ディカミロ:作 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

き 1994 0000064220 きいろいことり 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
き 1995 0000006114 きいろいのは　ちょうちょ 五味太郎・しかけ絵本 １ 五味太郎:作・絵 偕成社
き 1996 0000144329 黄色いハンカチはSOSの合図 だれでもできるボランティア さとうわかば:文 ポプラ社
き 1997 0000168484 きいろいぼうしとやさしいバス 教育画劇のかみしばい 中垣ゆたか:作・絵 教育画劇
き 1998 0000127555 消えた王子 下 岩波少年文庫 163 フランシス・ホジソン・バーネット:作 岩波書店
き 1999 0000127563 消えた王子 上 岩波少年文庫 162 フランシス・ホジソン・バーネット:作 岩波書店
き 2000 0000033647 消えたゲームソフト だいすきミステリー １ 佐藤由惟:画 偕成社
き 2001 0000015966 きえたにじ 絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
き 2002 0000024380 きえた魔法のダイヤ おはなしガーデン １０ あんびるやすこ:著 岩崎書店
き 2003 0000029900 消えたモートンとんだ大そうさく 児童図書館・文学の部屋 ラッセル・エリクソン:作 評論社
き 2004 0000026971 きかんしゃトーマスディーゼル１０の逆襲 きかんしゃトーマスとなかまたち ウィルバート・オードリー:原作 ポプラ社
き 2005 0000067652 きかんしゃトーマスとなかまたち ちっちゃなサウンドえほん ウィルバート・オードリー:原作 ポプラ社
き 2006 0000143586 きかんしゃトーマスなかまずかん 小学館
き 2007 0000014639 きかんしゃトーマスのＡＢＣ Ｗ．オードリー:原作 ポプラ社
き 2008 0000027664 きかんしゃやえもん 岩波の子どもの本 ２２ 阿川弘之:文 岩波書店
き 2009 0000018192 ききみみずきん 大型絵本 木下順二:文 岩波書店
き 2010 0000132647 聴く・五感の本 はじめての発見 23 ソフィー・ニフケ:原案・制作 岳陽舎
き 2011 0000015214 きこえるきこえる 世界の絵本コレクション マーガレット・ワイズ・ブラウン:作 小峰書店
き 2012 0000013102 ぎざみみうさぎ アライグマのぼうけんスプリングフィールドのきつね シートン動物絵本 シートン:〔原作〕 小学館
き 2013 0000036467 キジ猫キジとののかの約束 おはなしメリーゴーラウンド 竹内もと代:作 小峰書店
き 2014 0000161893 岸辺のヤービ Tales of Madguide Water 梨木香歩:著 福音館書店
き 2015 0000192724 キジも鳴かずば まんが日本昔ばなし 愛企画センター 二見書房
き 2016 0000169144 きせきの一本松 のはらあい:文・絵 俵慶
き 2017 0000039347 奇跡のプレイボール 元兵士たちの日米野球 ノンフィクション知られざる世界 大社充:著 金の星社
き 2018 0000185249 季節のごちそうハチごはん 横塚眞己人:写真と文 ほるぷ出版
き 2019 0000035634 義足のロングシュート 夢はプロ！サッカー少年・誠くんの挑戦 祓川学:作 ハート出版
き 2020 0000015164 きたかぜとたいよう イソップ童話 イソップ:〔作〕 西村書店
き 2021 0000125948 きたかぜのくれたテーブルかけ ノルウェーのお話より 紙芝居ベストセレクション 第1集 川崎大治:脚本 童心社
き 2022 0000009589 きたかぜのくれたテーブルかけ ノルウェーの昔話より 世界名作えほんライブラリー ２１ 山脇恭:文 フレーベル館
き 2023 0000028266 キタキツネのあかちゃん 親と子の写真絵本 3 結城モイラ:文 ポプラ社
き 2024 0000149922 きたきつねのゆめ 北の森から 手島圭三郎:絵・文 リブリオ出版
き 2025 0000059501 北島康介物語 夢かけるトップアスリート-スポーツノンフィクション- 本郷陽二:編 汐文社
き 2026 0000144055 北の馬と南の馬 前川貴行:写真・文 あかね書房
き 2027 0000134254 北原白秋ものがたり この世の虹に ジュニア・ノンフィクション 29 楠木しげお:作 銀の鈴社
き 2028 0000040758 キッカーズ! 1 フラウケ・ナールガング:作 小学館
き 2029 0000143685 きつきつぎゅうぎゅう ジューリア・ドナルドソン:ぶん ほるぷ出版
き 2030 0000048355 キッズ・キッチン 五感で学ぶ食育ガイド 坂本広子:著 かもがわ出版



児童書（書名による五十音リスト）

き 2031 0000053579 きっずジャポニカ 小学百科大事典 小学館国語辞典編集部:編集 小学館
き 2032 0000172817 キッチンとお風呂でできる!小学生のおもしろ科学実験 甲谷保和:著 実業之日本社
き 2033 0000011650 きっときってかってきて ことばあそびえほん ことばあそびの会:文 さ・え・ら書房
き 2034 0000165696 きっときっとまもってあげる 評論社の児童図書館・絵本の部屋 マーク・スペリング:ぶん 評論社
き 2035 0000133223 キッドナップ・ツアー 角田光代:作 理論社
き 2036 0000007336 きっともっとすてき！ あんびるやすこ:作・絵 ひさかたチャイルド
き 2037 0000043695 キツネ ちがいがわかる写真絵本シリーズ 増井光子:監修 金の星社
き 2038 0000049817 狐 日本の童話名作選 新美南吉:作 偕成社
き 2039 0000017269 キツネがばけたランドセル 安田浩:作 ひさかたチャイルド
き 2040 0000172973 きつね三吉 佐藤さとる
き 2041 0000006189 きつねと　つきみそう こわせたまみ:作 金の星社
き 2042 0000125898 きつねといっしょにひなまつり 四季の行事シリーズ こわせたまみ:作 教育画劇
き 2043 0000020008 きつねとかわうそ 日本民話 こどものくに傑作絵本 いもとようこ:文・絵 金の星社
き 2044 0000124263 きつねとごんろく 紙芝居ベストセレクション 第1集 馬場のぼる:作 童心社
き 2045 0000065391 きつねと猟犬 ディズニーアニメ小説版 ４４ 橘高弓枝:文 偕成社
き 2046 0000022467 きつねと私の１２か月 そうえんしゃ・世界のえほん ７ リュック・ジャケ:原作 そうえん社
き 2047 0000027748 キツネのおとうさんがニッコリわらっていいました 新しいえほん みやにしたつや:作絵 金の星社
き 2048 0000009068 きつねのおふろ 国松エリカ:作絵 偕成社
き 2049 0000117465 きつねのおやことクレヨンおばけ かみしばいおばけだぞ～ 武井直紀:作 教育画劇
き 2050 0000008979 きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ ９ あまんきみこ:作 ポプラ社
き 2051 0000124511 きつねのつかい ほのぼの新美南吉ランド 新美南吉:原作 童心社
き 2052 0000008961 きつねのファング 森の動物たち ４ テサ・ポター:作 文渓堂
き 2053 0000179929 キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫 ６ 富安陽子:さく 新日本出版社
き 2054 0000003467 きつねのよめいり 《こどものとも》傑作集 ７ 松谷みよ子:さく 福音館書店
き 2055 0000016337 きつね森の山男 馬場のぼる:著 こぐま社
き 2056 0000055723 キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安陽子:著 あかね書房
き 2057 0000018069 きになるともだち おれたち、ともだち！ 内田麟太郎:作 偕成社
き 2058 0000147090 きのいいサンタ 絵本のおくりもの さとうわきこ:作絵 金の星社
き 2059 0000149401 きのこ ふわり胞子の舞 ふしぎいっぱい写真絵本 １８ 埴沙萠:写真・文 ポプラ社
き 2060 0000024406 きのこの本 はじめての発見 3 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
き 2061 0000178210 木のすきなケイトさん 砂漠を緑の町にかえたある女のひとのおはなし Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ:文 ＢＬ出版
き 2062 0000052936 木のなまえノート 知ってそうなの?会えてなるほど いわさゆうこ:作 文化学園文化出版局
き 2063 0000042291 キノの旅 ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 電撃文庫ビジュアルノベル 時雨沢恵一:著 メディアワークス
き 2064 0000132613 樹の本 はじめての発見 19 パスカル・ド・ブルゴアン:原案・制作 岳陽舎
き 2065 0000147934 木はいいなあ 世界の新しい絵本 ジャニス・メイ・ユードリイ:さく 偕成社
き 2066 0000095208 希望の海へ マイケル・モーパーゴ:作 評論社
き 2067 0000146084 基本がわかるスポーツルールサッカー イラスト版 藤森瑞樹:著 汐文社



児童書（書名による五十音リスト）

き 2068 0000059451 基本がわかるスポーツルール卓球・バドミントン イラスト版 中村啓子:著 汐文社
き 2069 0000060020 基本がわかるスポーツルールバレーボール イラスト版 尾沢とし和:著 汐文社
き 2070 0000059410 基本がわかるスポーツルール野球 イラスト版 藤森瑞樹:著 汐文社
き 2071 0000150797 気まぐれな犯罪者 現代ミステリー短編集 1 赤川次郎:著 岩崎書店
き 2072 0000043042 きまぐれロボット 新・名作の愛蔵版 星新一:作 理論社
き 2073 0000169862 きみ、なにがすき? はせがわさとみ:作 あかね書房
き 2074 0000172189 きみ江さん ハンセン病を生きて 片野田斉:著 偕成社
き 2075 0000021451 きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ:作・絵 徳間書店
き 2076 0000045781 きみが見つける物語 ティーンエイジ・レボリューション あさのあつこ:著 角川書店
き 2077 0000183236 君たちはどう生きるか ポプラポケット文庫 378-1 吉野源三郎:著 ポプラ社
き 2078 0000037036 君たちへの遺産白神山地 中学生からの自然と環境シリーズ ４ 斎藤宗勝:著 アリス館
き 2079 0000134213 きみなんかだいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー:ぶん 富山房
き 2080 0000130815 君に生きていてほしい ノンフィクション・ワールド 桝田武宗:著 大日本図書
き 2081 0000158733 きみは知らないほうがいい 文研じゅべにーる 岩瀬成子:作 文研出版
き 2082 0000019208 きみはほんとうにステキだね 絵本の時間 ４１ 宮西達也:作絵 ポプラ社
き 2083 0000166769 きもだめし せすじがこおるしかけつき! 講談社の創作絵本 新井洋行:作 講談社
き 2084 0000136234 木もれ日のむこうに 矢部美智代:作 国土社
き 2085 0000184200 逆転!ドッジボール スプラッシュ・ストーリーズ 25 三輪裕子:作 あかね書房
き 2086 0000187187 キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン マーク・アロンソン:著 あすなろ書房
き 2087 0000135517 キャプテン・ブルーベアの13と12の人生 上 ヴァルター・メアス:著 河出書房新社
き 2088 0000136150 キャプテン・ブルーベアの13と12の人生 中 ヴァルター・メアス:著 河出書房新社
き 2089 0000091637 キャプテンサンダーボルト 阿部和重:著 文藝春秋
き 2090 0000045336 キャプテン日記 ひくまの出版創作童話 山本静夫:作 ひくまの出版
き 2091 0000020776 キャベたまたんてい１００おく円のたからさがし キャベたまたんていシリーズ 三田村信行:作 金の星社
き 2092 0000068585 キャベたまたんていきえたキャベたまひめのひみつ キャベたまたんていシリーズ 三田村信行:作 金の星社
き 2093 0000086090 キャベたまたんていぎょうれつラーメンのひみつ 新・ともだちぶんこ １７ 三田村信行:作 金の星社
き 2094 0000089813 キャベたまたんていしにがみのショートケーキ 新・ともだちぶんこ 19 三田村信行:作 金の星社
き 2095 0000020685 キャベたまたんてい空とぶハンバーガーじけん 新・ともだちぶんこ １６ 三田村信行:作 金の星社
き 2096 0000150011 キャベたまたんていちんぼつ船のひみつ キャベたまたんていシリーズ 三田村信行:作 金の星社
き 2097 0000022723 キャベたまたんていなぞのゆうかいじけん 新・ともだちぶんこ １３ 三田村信行:作 金の星社
き 2098 0000050898 キャベたまたんていハラハラさばくの大レース キャベたまたんていシリーズ 三田村信行:作 金の星社
き 2099 0000095760 キャベたまたんていびっくりかいてんずし 新・ともだちぶんこ 21 三田村信行:作 金の星社
き 2100 0000095752 キャベたまたんていピラミッドのなぞ キャベたまたんていシリーズ 三田村信行:作 金の星社
き 2101 0000013094 キャベツくん ぽっぽライブラリ 長新太:文・絵 文研出版
き 2102 0000006460 キャベツくんとブタヤマさん えほんのもり １７ 長新太:さく 文研出版
き 2103 0000058305 キャラクター占い クラスの人気者めざせ！学校占いクイーン マーク・矢崎:著 金の星社
き 2104 0000189936 キャリア教育支援ガイドお仕事ナビ 6 お仕事ナビ編集室:〔著〕 理論社



児童書（書名による五十音リスト）

き 2105 0000185843 きゅうきゅうしゃのぴーとくん えほんのぼうけん 88 正高もとこ:作 岩崎書店
き 2106 0000008003 きゅうきゅうしゃのぴぽくん 砂田弘:作 偕成社
き 2107 0000014662 きゅうきゅうしゃはだいかつやく のりものえほん ６ 山脇恭:作 教育画劇
き 2108 0000012989 きゅうきゅうばこ かがくのとも版 かがくのとも傑作集 山田真:ぶん 福音館書店
き 2109 0000040691 吸血鬼ドラキュラ 世界こわい話ふしぎな話傑作集 2 イギリス編 ストーカー:原作 金の星社
き 2110 0000137810 救出 日本・トルコ友情のドラマ 人と“こころ”のシリーズ 4 木暮正夫:文 アリス館
き 2111 0000022707 給食番長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしながこうたく:さく 長崎出版
き 2112 0000047233 牛乳パックと紙コップ リサイクル工作 竹井史郎:著 小峰書店
き 2113 0000131185 キューポラのある街 理論社名作の愛蔵版 35 早船ちよ:作 理論社
き 2114 0000003558 きゅうりさんあぶないよ 福音館の幼児絵本 スズキコージ:〔作〕 福音館書店
き 2115 0000063347 きゅうりさんととまとさんとたまごさん あかちゃんのおいしい本 松谷みよ子:ぶん 童心社
き 2116 0000005892 ぎゅっ ジェズ・オールバラ:作・絵 徳間書店
き 2117 0000168856 ぎゅっ ミフサマ:さく・え ＢＬ出版
き 2118 0000128751 キュリー夫人 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 ９ 伊東信:文 ポプラ社
き 2119 0000128520 驚異のズッコケ大時震 新・こども文学館 ６ 那須正幹:作 ポプラ社
き 2120 0000139154 教科書にでてくる法律と政治 10 阪上順夫:監修 ポプラ社
き 2121 0000145078 教科書にでてくる法律と政治 １１ ポプラ社
き 2122 0000139071 教科書にでてくる法律と政治 2 阪上順夫:監修 ポプラ社
き 2123 0000144709 教科書にでてくる法律と政治 ４ ポプラ社
き 2124 0000138610 教科書にでてくる法律と政治 5 阪上順夫:監修 ポプラ社
き 2125 0000155812 教科書にでてくる法律と政治 7 阪上順夫:監修 ポプラ社
き 2126 0000145045 教科書にでてくる法律と政治 ８ ポプラ社
き 2127 0000050369 教科書に出てくる歴史年号を語呂あわせで覚えよう 2 ながたみかこ:文と絵 汐文社
き 2128 0000049239 教科書に出てくる歴史年号を語呂あわせで覚えよう 3 ながたみかこ:文と絵 汐文社
き 2129 0000187229 きょうからトイレさん わくわくえどうわ 片平直樹:作 文研出版
き 2130 0000030577 きょうから飛べるよ おはなしガーデン ４２ 小手鞠るい:作 岩崎書店
き 2131 0000058669 今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん ２０ 日野多香子:文 岩崎書店
き 2132 0000048272 教室壁かざりアイディア集 みんなで作ろう ２－１ 丹伊田弓子:指導・監修 学研
き 2133 0000135426 教室壁かざりアイディア集 みんなで作ろう 2-2 丹伊田弓子:指導・監修 学研
き 2134 0000135418 教室壁かざりアイディア集 みんなで作ろう 2-3 丹伊田弓子:指導・監修 学研
き 2135 0000166801 教室壁かざりアイディア集 みんなで作ろう 2-4 丹伊田弓子:指導・監修 学研
き 2136 0000184473 きょうしつはおばけがいっぱい どっきん!がいっぱい 1 さとうまきこ:作 あかね書房
き 2137 0000016469 教室はまちがうところだ 蒔田晋治:作 子どもの未来社
き 2138 0000049130 きょうとあしたのさかいめ 行事の由来えほん 最上一平:作 教育画劇
き 2139 0000002394 きょうのおべんとうなんだろな 福音館の幼児絵本 きしだえりこ:さく 福音館書店
き 2140 0000162073 きょうのおやつは かがみのえほん わたなべちなつ:さく 福音館書店
き 2141 0000056440 きょうのおやつはおばけケーキ ポプラ社の新・小さな童話 ２０５ むらいかよ:著 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

き 2142 0000021865 きょうはこどもをたべてやる！ シルヴィアン・ドニオ:文 ほるぷ出版
き 2143 0000017194 きょうはすてきなくらげの日！ えほんとなかよし ５５ 武田美穂:作絵 ポプラ社
き 2144 0000023176 きょうはすてきなくらげの日！ えほんとなかよし ５５ 武田美穂:作絵 ポプラ社
き 2145 0000020024 きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田貞二:作 福音館書店
き 2146 0000016402 きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田貞二:作 福音館書店
き 2147 0000193508 きょうはなんのひ? 日本傑作絵本シリーズ 瀬田貞二:作 福音館書店
き 2148 0000149674 きょうはピクニック くまのベアールとちいさなタタン ママとパパとわたしの本 9 原京子:さく ポプラ社
き 2149 0000040584 恐怖の王国 世界こわい話ふしぎな話傑作集 6 アメリカ編 ビアス:原作 金の星社
き 2150 0000028092 きょうふのクリスマス なぞなぞおばけポヨン 原ゆたか:さく・え くもん出版
き 2151 0000036640 きょうふの底なし沼 ぼうけん絵ものがたり 伊東章夫:作・画 理論社
き 2152 0000001750 恐怖のトンネルレストラン 怪談レストラン 48 たかいよしかず:絵 童心社
き 2153 0000099838 恐怖の人食い観覧車 平成うわさの怪談 ４ 木暮正夫:編 岩崎書店
き 2154 0000134742 恐怖のろくろっ手 ナツカのおばけ事件簿 ２ 斉藤洋:作 あかね書房
き 2155 0000168385 きょうもげんきにおしごとだ! 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
き 2156 0000052860 恐竜 絵本図鑑 平沢茂太郎:絵 小学館
き 2157 0000188375 きょうりゅうオーディション ぴっかぴかえほん たしろちさと:作 小学館
き 2158 0000052878 恐竜科学図鑑 デイビッド＝ピーターズ:作 偕成社
き 2159 0000030130 きょうりゅうが図書館にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス:作 金の星社
き 2160 0000052670 恐竜が町にやってきた! 世界の絵本 7 ドム・マンセル:作・絵 岩崎書店
き 2161 0000168120 きょうりゅうたちがけんかした 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン:文 小峰書店
き 2162 0000190652 きょうりゅうたちもペットをかいたい 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン:文 小峰書店
き 2163 0000027789 きょうりゅうチャンピオンはだあれ？ きょうりゅうのチャンピオン きょうりゅうだいすき！ 多田ヒロシ:作 教育画劇
き 2164 0000144782 恐竜トリケラトプスジュラ紀にいく 驚異のジュラ紀で大活躍の巻 恐竜の大陸 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
き 2165 0000054460 恐竜トリケラトプスと巨大ガメ アーケロンの海岸の巻 恐竜の大陸 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
き 2166 0000021204 恐竜トリケラトプスと巨大ワニ 危険な川を渡る巻 恐竜の大陸 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
き 2167 0000054486 恐竜トリケラトプスとティラノサウルス 最大の敵現れるの巻 恐竜の大陸 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
き 2168 0000019463 恐竜トリケラトプスの大逆襲 再び肉食恐竜軍団とたたかう巻 たたかう恐竜たち 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
き 2169 0000052712 恐竜トリケラトプスの大決戦 肉食恐竜軍団と戦う巻 恐竜の大陸 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
き 2170 0000163519 恐竜の谷 小さな恐竜親子の物語 黒川光広:著 こぐま社
き 2171 0000014399 きょうりゅうの本 こども・ものしりゼミナール ５ 渡部景隆:訳・著 岩崎書店
き 2172 0000098210 恐竜の本 はじめての発見 7 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
き 2173 0000162107 恐竜は今も生きている ポプラサイエンスランド 4 富田京一:著 ポプラ社
き 2174 0000004614 きょうりゅうぱずる せべまさゆき:さく・え 偕成社
き 2175 0000031732 きょうりゅうほねほねくん きょうりゅうほねほねくんシリーズ 1 すえよしあきこ:作 あかね書房
き 2176 0000053223 恐竜物語 ブロンのぼうけん 松岡達英:作 小学館
き 2177 0000054478 恐竜リトルホーンと巨大翼竜 大空の主と戦う巻 恐竜の大陸 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
き 2178 0000188508 きょうりゅうワンダーランド さがして!かぞえて!あそべる絵本 アニェーゼ・バルッツィ:さく 小学館



児童書（書名による五十音リスト）

き 2179 0000044826 曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス:作 あすなろ書房
き 2180 0000136911 きよしこ 重松清:著 新潮社
き 2181 0000055566 巨大ダコと海の神秘 マジック・ツリーハウス ２５ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
き 2182 0000021279 きょだいなきょだいな こどものとも傑作集 １００ 長谷川摂子:作 福音館書店
き 2183 0000012203 きらいさ　きらい 中川ひろたか:文 理論社
き 2184 0000155820 キラキラ人相&手相うらない ゆめをかなえる!?ハッピー☆うらないブック 6 小泉茉莉花:著 ポプラ社
き 2185 0000037317 きらめいて川は流れる 心にのこる文学 １１ 生源寺美子:作 ポプラ社
き 2186 0000151514 きらめきハートのドレス おはなしガーデン 27 あんびるやすこ:著 岩崎書店
き 2187 0000011817 きらめく船のあるところ ネレ・モースト:作 ＢＬ出版
き 2188 0000020883 きりかぶ なかやみわ:さく 偕成社
き 2189 0000000315 きりかぶのたんじょうび なかやみわ:さく 偕成社
き 2190 0000000307 きりかぶのともだち なかやみわ:さく 偕成社
き 2191 0000132928 きりぎりすくん アーノルド・ローベル:作 文化出版局
き 2192 0000008136 ギリシア神話 石井桃子:編・訳 のら書店
き 2193 0000137919 キリスト おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 12 谷真介:文 ポプラ社
き 2194 0000148668 きりのなかで 大型版あらしのよるにシリーズ 4 きむらゆういち:作 講談社
き 2195 0000133520 きりのなかで りとる 25 木村裕一:作 講談社
き 2196 0000184036 霧のなかの白い犬 アン・ブース:著 あかね書房
き 2197 0000043596 キリン ちがいがわかる写真絵本シリーズ 増井光子:監修 金の星社
き 2198 0000016865 キリンさん まど・みちお詩のえほん ２ まどみちお:詩 小峰書店
き 2199 0000013714 ギルガメシュ王ものがたり 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン:文絵 岩波書店
き 2200 0000042614 キロコちゃんとみどりのくつ おはなしフェスタ 7 たかどのほうこ:作・絵 あかね書房
き 2201 0000002865 ぎろろんやまと１０ぴきのかえる ＰＨＰのえほん ５ 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
き 2202 0000002618 ぎろろんやまと１０ぴきのかえる ＰＨＰのえほん ５ 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
き 2203 0000184556 キワさんのたまご ポプラ物語館 73 宇佐美牧子:作 ポプラ社
き 2204 0000040287 金色のクジラ ひくまの出版創作童話 岸川悦子:作 ひくまの出版
き 2205 0000124297 きんいろのさかな 紙しばい名作選 プーシキン:原作 童心社
き 2206 0000046078 銀河鉄道999 4 ビッグコミックスゴールド 松本零士:著 小学館
き 2207 0000182675 銀河鉄道の夜 岩波少年文庫 012 宮沢賢治:作 岩波書店
き 2208 0000052944 銀河鉄道の夜 画本宮沢賢治 宮沢賢治:作 パロル舎
き 2209 0000192914 ギンガのおにたいじ ももたろうより ウルトラかいじゅう絵本 たかせかつゆき:ぶん あいうえお館
き 2210 0000004069 きんぎょが　にげた 福音館の幼児絵本 五味太郎:作 福音館書店
き 2211 0000099846 きんぎょがのったカーフェリー のりものえほん ７ 矢崎節夫:作 教育画劇
き 2212 0000190702 金魚ははらぺこっ!! 文研ブックランド Ｈ．Ｍ．ボウマン:作 文研出版
き 2213 0000150177 金魚姫 荻原浩:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
き 2214 0000017285 きんきらきんのはでなやつ Ｄａｖｅ　Ｃａｒｔｅｒ’ｓ　ｐｏｐ‐ｕｐ　ｂｏｏｋ！ 大型しかけえほん デビッド・Ａ．カーター:さく・え 大日本絵画
き 2215 0000133975 ぎんぎんあそべかんかんあそぼ 岩崎創作絵本 19 梅田俊作:作・絵 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

き 2216 0000135079 キング・コング どきどきミステリーランド 3 Ｄ・ラブレース:作 金の星社
き 2217 0000051896 キング牧師 力強い言葉で人種差別と戦った男 集英社版・学習漫画 堀田あきお:漫画 集英社
き 2218 0000038364 きんさんぎんさん百年の物語 日本一長生きのふたごおばあちゃん! ハートのドキュメンタル童話 綾野まさる:作 ハート出版
き 2219 0000131078 きんさんぎんさん百年の物語 日本一長生きのふたごおばあちゃん! ハートのドキュメンタル童話 綾野まさる:作 ハート出版
き 2220 0000150300 ギンジとユキの1340日 えほんのもり 渡辺有一:〔文・絵〕 文研出版
き 2221 0000021162 金しばりレストラン 怪談レストラン ６ たかいよしかず:絵 童心社
き 2222 0000020990 金しばりレストラン 怪談レストラン ６ たかいよしかず:絵 童心社
き 2223 0000151381 金しばりレストラン 怪談レストラン 6 たかいよしかず:絵 童心社
き 2224 0000045799 銀のいす ナルニア国物語 Ｃ．Ｓ．ルイス:作 岩波書店
き 2225 0000024539 きんのがちょう グリム童話より 世界名作えほんライブラリー １４ グリム:〔原作〕 フレーベル館
き 2226 0000028738 きんのたまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやまただし:作・絵 鈴木出版
き 2227 0000151167 きんぴらたろう よくかんで味わう 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 仲倉眉子:作 教育画劇
き 2228 0000130799 銀太捕物帳本所七不思議のひみつ 文学の泉 １２ 那須正幹:作 岩崎書店
き 2229 0000039032 吟遊詩人ビードルの物語 Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｊ．Ｋ．ローリング:作 静山社
き 2230 0000034116 金曜日がおわらない 文研ブックランド アニー・ドルトン:作 文研出版
き 2231 0000008482 きんようびはいつも ダン・ヤッカリーノ:作 ほるぷ出版
く 2232 0000135905 クイール 写真絵本映画「クイール」 ぴあMOOK ぴあ
く 2233 0000167940 くいしんぼうのあおむしくん こどものとも傑作集 槙ひろし:作 福音館書店
く 2234 0000024570 くいしんぼうのステゴッチー きょうりゅうのたべもの きょうりゅうだいすき！ 間所ひさこ:作 教育画劇
く 2235 0000011031 くいしんぼうのはなこさん 日本傑作絵本シリーズ いしいももこ:ぶん 福音館書店
く 2236 0000012492 くいしんぼうのはなこさん 日本傑作絵本シリーズ いしいももこ:ぶん 福音館書店
く 2237 0000172387 くうきにんげん 怪談えほん 8 綾辻行人:作 岩崎書店
く 2238 0000022483 空気はだれのもの? ジェイクのメッセージ 葉祥明:絵・文 自由国民社
く 2239 0000063826 ぐうぐうごりら 神沢利子あべ弘士
く 2240 0000022624 クークーのゆめ 旺文社創作童話 角野栄子:作 旺文社
く 2241 0000048397 空港のすべて こども・ものしりゼミナール ４ 高橋伸夫:訳・著 岩崎書店
く 2242 0000126060 くーすけのクリスマス 年少版はじめての行事かみしばい やすいすえこ:作 教育画劇
く 2243 0000117101 くーすけのこいのぼり 年少版はじめての行事かみしばい やすいすえこ:作 教育画劇
く 2244 0000025213 グータラ王子のぐ～たらきょうふの大まおうのしろ わくわくキッズブック ２３ 小栗かずまた:さく・え 集英社
く 2245 0000023408 グータラ王子のぐ～たらばくしょうかいじゅう島 わくわくキッズブック ２０ 小栗かずまた:さく・え 集英社
く 2246 0000018150 ぐうたら道をはじめます たきしたえいこ:作 ＢＬ出版
く 2247 0000172510 クオーレ 岩波文庫 37-704-1 デ・アミーチス:作 岩波書店
く 2248 0000032557 くさいくさいチーズぼうや＆たくさんのおとぼけ話 ジョン・シェスカ:文 ほるぷ出版
く 2249 0000011882 くさいろのマフラー 後藤竜二:文 草土文化
く 2250 0000025494 くさいろのマフラー 後藤竜二:文 草土文化
く 2251 0000053173 くさばな・き 学研のこども図鑑
く 2252 0000050674 草枕 アイドルブックス 37 夏目漱石:〔著〕 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

く 2253 0000168450 くさむらのおうさまカマキリ 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
く 2254 0000131607 クジラと海とぼく 水口博也:文 アリス館
く 2255 0000054270 クジラの1日のしょくじは? たべもの どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
く 2256 0000032631 グスコーブドリの伝記 アニメ版 宮沢賢治:原作 金の星社
く 2257 0000125336 グスコーブドリの伝記 後編 かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治:原作 童心社
く 2258 0000125401 グスコーブドリの伝記 前編 かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治:原作 童心社
く 2259 0000131862 薬のいまむかし
く 2260 0000021139 くだもの 福音館の幼児絵本 平山和子:さく 福音館書店
く 2261 0000062497 くだもの 福音館の幼児絵本 平山和子:さく 福音館書店
く 2262 0000005488 くだものだもの 幼児絵本シリーズ 石津ちひろ:文 福音館書店
く 2263 0000038471 口で歩く おはなしプレゼント 丘修三:作 小峰書店
く 2264 0000026567 くつがあったらなにをする？ 世界傑作絵本シリーズ ビアトリス・シェンク・ドゥ・レニエ:ぶん 福音館書店
く 2265 0000031724 くつが鳴る 手嶋洋美:作 ＢＬ出版
く 2266 0000035006 クッキーとコースケ 犬と走る日 おはなしメリーゴーラウンド さとうまきこ:作 小峰書店
く 2267 0000125419 くつしたのなかのプレゼント クリスマス 行事の由来かみしばい 間所ひさこ:作 教育画劇
く 2268 0000040394 くっついた 三浦太郎:作・絵 こぐま社
く 2269 0000177923 グッドジョブガールズ teens’ best selections 38 草野たき:著 ポプラ社
く 2270 0000169961 クニマスは生きていた! 池田まき子:著 汐文社
く 2271 0000050963 クマ追い犬タロ ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ 米田一彦:著 小峰書店
く 2272 0000017608 くまくまねんころりん 穴あき仕掛け絵本 アリソン・アトキンス:絵 世界文化社
く 2273 0000003616 くまくんのあくび ぴょんぴょんえほん １ 角野栄子:ぶん ポプラ社
く 2274 0000012617 クマくんのやくそく 評論社の児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ:えとぶん 評論社
く 2275 0000138537 くまげらのもり 北の森から 手島圭三郎:絵・文 リブリオ出版
く 2276 0000010702 くまざわくんのたからもの いぬうえくんとくまざわくん ４ きたやまようこ:作 あかね書房
く 2277 0000167619 くまさん くまさん なにみてるの? エリック＝カール:え 偕成社
く 2278 0000002519 くまたくんの　おるすばん くまたくんのえほん ５ わたなべしげお:さく あかね書房
く 2279 0000018440 くまちゃん、どこいくの おはなしボンボン １６ もりやまみやこ:作 ポプラ社
く 2280 0000006403 くまとクマ 絵本・こどものひろば 松成真理子:作 童心社
く 2281 0000169201 クマと森のピアノ ポプラせかいの絵本 57 デイビッド・リッチフィールド:作 ポプラ社
く 2282 0000029124 くまとやまねこ 湯本香樹実:ぶん 河出書房新社
く 2283 0000134049 くまとやまねこ 湯本香樹実:ぶん 河出書房新社
く 2284 0000117069 くまになったピアナ こわいこわーいおはなし さねとうあきら:脚本 童心社
く 2285 0000149484 くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集 1 神沢利子:作 ポプラ社
く 2286 0000182121 くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集 1 神沢利子:作 ポプラ社
く 2287 0000003715 くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本 ６ 神沢利子:作 ポプラ社
く 2288 0000002451 くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本 ６ 神沢利子:作 ポプラ社
く 2289 0000018572 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ:作 金の星社



児童書（書名による五十音リスト）

く 2290 0000013888 くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン:さく 偕成社
く 2291 0000006981 くまのサーカスザンパーノ ヤノッシュ:え・ぶん アリス館
く 2292 0000022509 くまのしんぶんきしゃ こんのひとみ:作 金の星社
く 2293 0000024588 くまのプーさん クリストファー＝ロビンをさがせ！ 新編ディズニーアニメランド ２１ 西岡たかし:〔ほか〕構成 講談社
く 2294 0000045179 くまのプーさん クリストファー・ロビンを探せ! ディズニーアニメ小説版 18 〔Ａ・Ａ・ミルン:原作〕 偕成社
く 2295 0000045146 くまのプーさん プーさんとはちみつ ディズニーアニメ小説版 33 〔Ａ．Ａ．ミルン:原作〕 偕成社
く 2296 0000037226 クマのプーさん　プー横丁にたった家 Ａ・Ａ・ミルン:作 岩波書店
く 2297 0000008086 くまのベアールとちいさなタタン おいしいおうち ママとパパとわたしの本 ４ 原京子:さく ポプラ社
く 2298 0000010116 クムカン山のトラたいじ 世界みんわ絵本 朝鮮 松谷みよ子:文 ほるぷ出版
く 2299 0000018697 クムのおきゃくさん 白い丘のクム １ うのかずこ:作 国土社
く 2300 0000022434 クモおばさんのおうちやさん 青山邦彦:作・絵 あかね書房
く 2301 0000005835 くもくん いとうひろしの本 １ いとうひろし:作 ポプラ社
く 2302 0000008722 くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール:さく 偕成社
く 2303 0000156216 クモのいと ふしぎいっぱい写真絵本 16 新開孝:写真・文 ポプラ社
く 2304 0000051136 蜘蛛の糸・杜子春 アイドルブックス 15 芥川竜之介:著 ポプラ社
く 2305 0000044909 雲のオオカミ 崖の国物語外伝 ポプラ・ウイング・ブックス 15 ポール・スチュワート:作 ポプラ社
く 2306 0000014506 くものきれまに 大型版あらしのよるにシリーズ ３ きむらゆういち:作 講談社
く 2307 0000132688 くものきれまに りとる 24 木村裕一:作 講談社
く 2308 0000138271 くものこどもたち ジョン・バーニンガム:さく ほるぷ出版
く 2309 0000007666 くものすおやぶんとりものちょう こどものとも傑作集 秋山あゆ子:さく 福音館書店
く 2310 0000021493 くものすおやぶんとりものちょう こどものとも傑作集 秋山あゆ子:さく 福音館書店
く 2311 0000033027 雲のまにまに ヤナキヒロシ:作 絵本館
く 2312 0000002097 くもりのちはれせんたくかあちゃん こどものとも傑作集 さとうわきこ:さく・え 福音館書店
く 2313 0000023861 くらげのおつかい 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー ４ 矢崎節夫:文 フレーベル館
く 2314 0000054379 くらしの中の化学物質 わたしたちの未来があぶない 1 大竹千代子:指導 小峰書店
く 2315 0000054387 くらしの中の化学物質 わたしたちの未来があぶない 2 大竹千代子:指導 小峰書店
く 2316 0000054395 くらしの中の化学物質 わたしたちの未来があぶない 3 大竹千代子:指導 小峰書店
く 2317 0000167833 グラフ・単位クイズ 比例・反比例・速度他 頭脳活性ひらめき!算数・数学クイズマスター ワン・ステップ:編 金の星社
く 2318 0000169318 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 8 ますいみつこ:監修 ポプラ社
く 2319 0000137844 くらべてみよう100年前と 20世紀から21世紀へ 1 本間昇:編 岩崎書店
く 2320 0000138206 くらべてみよう100年前と 20世紀から21世紀へ 2 本間昇:編 岩崎書店
く 2321 0000137885 くらべてみよう100年前と 20世紀から21世紀へ 3 本間昇:編・著 岩崎書店
く 2322 0000137927 くらべてみよう100年前と 20世紀から21世紀へ 4 本間昇:編・著 岩崎書店
く 2323 0000137968 くらべてみよう100年前と 20世紀から21世紀へ 5 本間昇:編・著 岩崎書店
く 2324 0000166165 くらべる100年「もの」がたり 昔のくらしと道具がわかる 1 新田太郎:監修 学研教育出版
く 2325 0000166173 くらべる100年「もの」がたり 昔のくらしと道具がわかる 2 新田太郎:監修 学研教育出版
く 2326 0000058560 クララ、いっしょに走ろう 障がいをもった、白いシェルティ ポプラ社ノンフィクション ４ 今西乃子:著 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

く 2327 0000014290 クラリとティンのたび １ 野村辰寿:著 汐文社
く 2328 0000095596 グランド・ルート 歴史図鑑 アニック・ド・ジリ:文 西村書店東京出版編集部
く 2329 0000132357 グリーグ ノルウェーを代表する民族音楽の作曲家 伝記世界の作曲家 １０ ウエンディ・トンプソン:著 偕成社
く 2330 0000100610 クリームパンダとSLマン ワイド版アンパンマンかみしばい 10 やなせたかし:作・絵 フレーベル館
く 2331 0000006361 グリーンマントのピーマンマン えほん・ドリームランド ２３ さくらともこ:作 岩崎書店
く 2332 0000012120 クリストファーのしあわせないちにち バレリー・ゴルバチョフ:作 偕成社
く 2333 0000131540 クリスマス・キャロル 少年少女世界名作の森 ２ チャールズ・ディケンズ:〔著〕 集英社
く 2334 0000117226 クリスマスなんかだいっきらい! 四季の行事シリーズ 山崎陽子:作 教育画劇
く 2335 0000001743 クリスマスにほしいもの 星野はしる:作 ひさかたチャイルド
く 2336 0000099804 クリスマスのおばけ せなけいこのえ・ほ・ん ９ せなけいこ:作・絵 ポプラ社
く 2337 0000125005 クリスマスのかねのおと 四季の行事シリーズ Ｒ．Ｍ．オールデン:原作 教育画劇
く 2338 0000008839 クリスマスのこと いがらしみきお・ぼのぼのえほん いがらしみきお:著 竹書房
く 2339 0000003384 クリスマスのころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
く 2340 0000011866 クリスマスのまえのばん サンタクロースがやってきた クレメント＝クラーク＝ムア:詩 偕成社
く 2341 0000012427 クリスマスまだかな？ わたしのえほん こわせたまみ:さく ＰＨＰ研究所
く 2342 0000037580 グリックの冒険 斎藤惇夫:作 岩波書店
く 2343 0000181354 ぐりとぐら ぐりとぐらの絵本 中川李枝子:さく 福音館書店
く 2344 0000077669 ぐりとぐら こどものとも傑作集 ２１ 中川李枝子:さく 福音館書店
く 2345 0000006536 ぐりとぐらとくるりくら こどものとも傑作集 ９１ なかがわりえこ:〔さく〕 福音館書店
く 2346 0000005272 ぐりとぐらとくるりくら こどものとも傑作集 ９１ なかがわりえこ:〔さく〕 福音館書店
く 2347 0000001693 ぐりとぐらとすみれちゃん こどものとも傑作集 なかがわりえこ:文 福音館書店
く 2348 0000002378 ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集 64 なかがわりえこ:〔著〕 福音館書店
く 2349 0000003228 ぐりとぐらのおおそうじ 日本傑作絵本シリーズ なかがわりえこ:文 福音館書店
く 2350 0000002501 ぐりとぐらのおきゃくさま ぐりとぐらの絵本 中川李枝子:さく 福音館書店
く 2351 0000005595 ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集 １ 中川李枝子:さく 福音館書店
く 2352 0000005587 ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集 １ 中川李枝子:さく 福音館書店
く 2353 0000004705 ぐりとぐらのかいすいよく こどものとも傑作集 ５９ なかがわりえこ:さく 福音館書店
く 2354 0000148197 栗原恵・大山加奈物語 スポーツのニューヒロイン 3 本郷陽二:編 汐文社
く 2355 0000016915 グリムおはなし絵本 生活シリーズ １６１ グリム:〔原作〕 主婦と生活社
く 2356 0000136366 栗山英樹のスポーツおもしろランド 1 栗山英樹:著 小峰書店
く 2357 0000047456 栗山英樹のスポーツおもしろランド 2 栗山英樹:著 小峰書店
く 2358 0000043422 栗山英樹のスポーツおもしろランド ３ 栗山英樹:著 小峰書店
く 2359 0000038760 クルーの空 文研じゅべにーる 熊谷千世子:作 文研出版
く 2360 0000095729 ぐるぐるぐるーん こどものとも 012 のむらさやか 福音館書店
く 2361 0000015735 くるしま童話名作選 １ 久留島武彦:作 幻冬舎ルネッサンス
く 2362 0000009969 くるしま童話名作選 ２ 久留島武彦:作 幻冬舎ルネッサンス
く 2363 0000037739 ぐるっと地球をかかえちゃえ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた ６ 伊藤英治:編 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

く 2364 0000138487 車いすの犬チャンプ ぼくのうしろ足はタイヤだよ 池田まき子:作 ハート出版
く 2365 0000181602 車のいろは空のいろ 1 あまんきみこ:作 ポプラ社
く 2366 0000181610 車のいろは空のいろ 2 あまんきみこ:作 ポプラ社
く 2367 0000181628 車のいろは空のいろ 3 あまんきみこ:作 ポプラ社
く 2368 0000007674 くるまはいくつ？ こどものとも傑作集 ４２ 渡辺茂男:さく 福音館書店
く 2369 0000009985 くるみわりにんぎょう Ｅ・Ｔ・Ａ・ホフマン:原作 徳間書店
く 2370 0000022590 ぐるり 本信公久:著 くもん出版
く 2371 0000186494 ぐるりんラグりん 新井洋行:作・絵 大日本図書
く 2372 0000181446 ぐるんぱのようちえん こどものとも絵本 西内みなみ:さく 福音館書店
く 2373 0000001669 ぐるんぱのようちえん こどものとも傑作集 ３２ 西内みなみ:さく 福音館書店
く 2374 0000011189 クレーンクレーン 竹下文子:さく 偕成社
く 2375 0000166520 グレッグのダメ日記 グレッグ・ヘフリーの記録 ジェフ・キニー:作 ポプラ社
く 2376 0000013151 クレメンタインの冬じたく ケイト・スポーン:作 セーラー出版
く 2377 0000095075 クレヨンからのおねがい! ドリュー・デイウォルト:文 ほるぷ出版
く 2378 0000124719 くれよんさんのけんか かみしばいがはじまるよ 八木田宜子:作 童心社
く 2379 0000091579 クレヨンしんちゃんのまんが続・四字熟語辞典 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ 臼井儀人:キャラクター原作 双葉社
く 2380 0000007435 クレヨンのはしご 板橋敦子:作・絵 ひさかたチャイルド
く 2381 0000013391 くろいは かげさ ことばあそびえほん ことばあそびの会:文 さ・え・ら書房
く 2382 0000190793 クローンドッグ 今西乃子:作 金の星社
く 2383 0000091025 黒革の手帖 上 松本清張:著 新潮社
く 2384 0000031641 クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ? ふしぎ発見シリーズ 7 山口進:写真・文 アリス館
く 2385 0000062760 くろくまくん１・２・３ わくわくくろくま たかいよしかず:さく・え くもん出版
く 2386 0000023143 くろくんとふしぎなともだち 絵本・こどものひろば なかやみわ:さく・え 童心社
く 2387 0000003533 くろねこかあさん 幼児絵本シリーズ 東君平:さく 福音館書店
く 2388 0000148072 黒ねこサンゴロウ 1 竹下文子:作 偕成社
く 2389 0000190710 黒ねこサンゴロウ 1 竹下文子:作 偕成社
く 2390 0000158238 黒ねこサンゴロウ 2 竹下文子:作 偕成社
く 2391 0000034397 黒ねこサンゴロウ ３ 竹下文子:作 偕成社
く 2392 0000035931 黒ねこサンゴロウ ４ 竹下文子:作 偕成社
く 2393 0000126953 黒ねこサンゴロウ 5 竹下文子:作 偕成社
く 2394 0000038711 黒ねこサンゴロウ旅のつづき １ 竹下文子:作 偕成社
く 2395 0000042739 黒ねこサンゴロウ旅のつづき 3 竹下文子:作 偕成社
く 2396 0000034413 黒ねこサンゴロウ旅のつづき ４ 竹下文子:作 偕成社
く 2397 0000033993 黒ねこサンゴロウ旅のつづき ５ 竹下文子:作 偕成社
く 2398 0000031484 黒ネコジェニーのおはなし １ 世界傑作童話シリーズ エスター・アベリル:作・絵 福音館書店
く 2399 0000024448 黒ネコジェニーのおはなし ３ 世界傑作童話シリーズ エスター・アベリル:作・絵 福音館書店
く 2400 0000026187 黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース:作 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

く 2401 0000025163 黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース:作 福音館書店
く 2402 0000183970 くろねこのどん 岡野かおる子:作 理論社
く 2403 0000139261 黒の女王との戦い ミステリー・BOOKS 北村想:作 小峰書店
く 2404 0000128223 黒魔女さんが通る！！ ｐａｒｔ１１ 講談社青い鳥文庫 ２１７－１７ 石崎洋司:作 講談社
く 2405 0000091462 黒魔女さんが通る!! Part2 講談社青い鳥文庫 217-8 石崎洋司:作 講談社
く 2406 0000045872 黒魔女さんが通る!! Part3 講談社青い鳥文庫 217-9 石崎洋司:作 講談社
く 2407 0000035253 黒魔女さんが通る！！ Ｐａｒｔ７ 講談社青い鳥文庫 ２１７－１３ 石崎洋司:作 講談社
く 2408 0000035261 黒魔女さんが通る！！ ｐａｒｔ９ 講談社青い鳥文庫 ２１７－１５ 石崎洋司:作 講談社
く 2409 0000045880 黒魔女さんが通る！！ チョコ，デビューするの巻 講談社青い鳥文庫 ２１７－７ 石崎洋司:作 講談社
く 2410 0000035246 クロリスの庭 ポプラの木かげ ２２ 茂市久美子:作 ポプラ社
く 2411 0000125989 くろわんしろわんはみがきシュッシュッ 年少版はじめての行事かみしばい 伊東美貴:作画 教育画劇
く 2412 0000117333 くろわんしろわんよーいどん 年少版はじめての行事かみしばい 伊東美貴:作画 教育画劇
く 2413 0000054569 クワガタとカブトみ～つけた！ だいすきなクワガタやカブトをさがそう ＫＡＮＺＥＮクワガタ＆カブトシリーズ カンゼン:編著 カンゼン
く 2414 0000004259 クワガタどこどこ えほん・ハートランド １４ しろませいゆう:作・絵 岩崎書店
く 2415 0000016006 くわずにょうぼう 《こどものとも》傑作集 稲田和子:再話 福音館書店
く 2416 0000053124 くわずにょうぼう 行事むかしむかし 5月 節句のはなし 谷真介:文 佼成出版社
く 2417 0000136978 くわんたらぶね 学研カラー絵ばなし 横山隆一:ぶん・え 学研
く 2418 0000143610 くんくんとかじ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
く 2419 0000011635 ぐんぐんはしれちゅうおうせん のりものえほん 中島章作:絵と文 小峰書店
く 2420 0000121210 軍師二人 司馬遼太郎:著 講談社
く 2421 0000010579 くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ:さく ペンギン社
く 2422 0000181941 くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ:さく ペンギン社
く 2423 0000181958 くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ:さく ペンギン社
く 2424 0000181875 くんちゃんのだいりょこう 大型絵本 ドロシー・マリノ:文絵 岩波書店
く 2425 0000181859 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ:さく ペンギン社
く 2426 0000181917 くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ:さく ペンギン社
く 2427 0000181925 くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ:さく ペンギン社
く 2428 0000181891 くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ:さく ペンギン社
く 2429 0000182840 空城の計 大型絵本 〔羅貫中:原作〕 岩波書店
け 2430 0000184531 警察犬になったアンズ 命を救われたトイプードルの物語 鈴木博房:著 岩崎書店
け 2431 0000125344 けいろうのひ 祝日の由来かみしばい-あしたはなんのおやすみ?- いとうみき:作絵 教育画劇
け 2432 0000017723 ケーキをさがせ！ テー・チョンキン:作・絵 徳間書店
け 2433 0000014522 ケーキをもってピクニック ケーキをさがせ！ ２ テー・チョンキン:作・絵 徳間書店
け 2434 0000029280 けがをした恐竜 化石が語るティラノサウルスの話 黒川みつひろ:作 こぐま社
け 2435 0000207597 劇場版鬼滅の刃無限列車編 ノベライズみらい文庫版 集英社みらい文庫 こ-13-3 吾峠呼世晴:原作 集英社
け 2436 0000031567 ゲゲゲの鬼太郎とオベベ沼の妖怪 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし 7 水木しげる:著 メディアファクトリー
け 2437 0000031575 ゲゲゲの鬼太郎ときょうふの昆虫軍団 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし 5 水木しげる:著 メディアファクトリー



児童書（書名による五十音リスト）

け 2438 0000167023 ゲゲゲの鬼太郎とゆうれいテレビ局 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし 3 水木しげる:著 メディアファクトリー
け 2439 0000031583 ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ガマ先生 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし 4 水木しげる:著 メディアファクトリー
け 2440 0000031591 ゲゲゲの鬼太郎と妖怪タイムマシン 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし 6 水木しげる:著 メディアファクトリー
け 2441 0000031609 ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ドライブ 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし 8 水木しげる:著 メディアファクトリー
け 2442 0000173518 ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ラーメン 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし １ 水木しげる:著 メディアファクトリー
け 2443 0000130765 ゲゲゲの鬼太郎とよみがえった恐竜 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし 2 水木しげる:著 メディアファクトリー
け 2444 0000047423 ゲゲゲの鬼太郎妖怪大百科 妖怪135大集合! キッズパーフェクト 水木しげる:著 主婦と生活社
け 2445 0000162065 ゲゲゲ妖怪ずかん これできみも妖怪はかせだ! 超ひゃっかシリーズ 小学館
け 2446 0000184135 けしごむくん こんのひとみ:作 金の星社
け 2447 0000124305 けちくらべ ワッハッハ!ゆかいでおかしい日本の民話 小野和子:文 教育画劇
け 2448 0000144238 ケチルさんのぼうけん フレーベル館の新秀作絵本 8 たかどのほうこ:さく・え フレーベル館
け 2449 0000183012 ゲド戦記 1 岩波少年文庫 588 アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン:作 岩波書店
け 2450 0000029157 ケニーのまど モーリス・センダック:作 富山房
け 2451 0000051276 ケネディ 銃弾に倒れた若き大統領 小学館版学習まんが人物館 鳥越俊太郎:監修 小学館
け 2452 0000000158 けろんたとぴょんすけのにこにこおかお いちごのすけ:さく・え 文芸社
け 2453 0000092213 見学!自然エネルギー大図鑑 1 飯田哲也:監修 偕成社
け 2454 0000023077 けんかのきもち からだとこころのえほん ２ 柴田愛子:文 ポプラ社
け 2455 0000007237 けんかのなかよしさん あかね・新えほんシリーズ ３２ あまんきみこ:作 あかね書房
け 2456 0000135129 けんかは100点よりもむずかしい 大日本の創作どうわ 鈴木喜代春:さく 大日本図書
け 2457 0000014456 げんきなマドレーヌ 世界傑作絵本シリーズ ルドウィッヒ・ベーメルマンス:作・画 福音館書店
け 2458 0000156331 げんきにおよげこいのぼり 行事の由来えほん 今関信子:作 教育画劇
け 2459 0000006551 げんきにごあいさつ 木村裕一・しかけ絵本 １２ 木村裕一:作 偕成社
け 2460 0000033415 げんきになるって！ リサがびょういんへいったとき いのちのえほん ３ アン・フォッシュリンド:作・絵 岩崎書店
け 2461 0000095265 げんきのみかたパンツちゃん 本はともだち♪ 2 薫くみこ:作 ポプラ社
け 2462 0000046474 ゲンゴロウ 田んぼの生きものたち 市川憲平:文・写真 農山漁村文化協会
け 2463 0000151209 ゲンさんのてんのぼり 日本のユーモア民話 菊池俊:脚色 教育画劇
け 2464 0000039420 賢者ナータンと子どもたち ミリヤム・プレスラー:作 岩波書店
け 2465 0000173195 虔十公園林 宮沢賢治 偕成社
け 2466 0000127662 けん玉たのしいな シリーズつくってあそんで 3 新間英雄:著 一声社
け 2467 0000041889 犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー:作 文溪堂
け 2468 0000029397 けん太と山どり えほんのもり 小林しげる:文 文研出版
け 2469 0000045161 源平の風 白狐魔記 斉藤洋:作 偕成社
け 2470 0000045062 獣の奏者 2 上橋菜穂子:作 講談社
け 2471 0000038281 獣の奏者 ３ 上橋菜穂子:著 講談社
け 2472 0000033977 獣の奏者 ４ 上橋菜穂子:著 講談社
け 2473 0000033985 獣の奏者 外伝 上橋菜穂子:著 講談社
け 2474 0000127811 月冠の巫王 たつみや章:作 講談社



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2475 0000062653 ごあいさつあそび あかちゃんのあそびえほん １ きむらゆういち:さく 偕成社
こ 2476 0000007187 ごあいさつごあいさつ あかね・新えほんシリーズ ２ 渡辺有一:作絵 あかね書房
こ 2477 0000062570 ごあいさつなあに あかちゃんのための絵本 やすいすえこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2478 0000047753 コアラ ちがいがわかる写真絵本シリーズ 増井光子:監修 金の星社
こ 2479 0000053900 コアラ・パンダ こども100科 8 中川志郎:監修 講談社
こ 2480 0000029868 コアラパーティー おはなしパレード 斉藤洋:作 理論社
こ 2481 0000188953 コアリクイくん、だいじょうぶ? どうぶつの生態かみしばい 中谷靖彦:作絵 教育画劇
こ 2482 0000059071 恋占い&おまじない クラスの人気者めざせ!学校占いクイーン マーク・矢崎:著 金の星社
こ 2483 0000058404 こいぬ 児童図書館・絵本の部屋 ジェーン・バートン:写真 評論社
こ 2484 0000161885 子犬おおそうどう こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ:作 ほるぷ出版
こ 2485 0000019984 こいぬがうまれるよ かがくのほん ジョアンナ・コール:文 福音館書店
こ 2486 0000010728 こいぬと１０ぴきのおばけ １０ぴきのおばけシリーズ ３ にしかわおさむ:作・絵 ひかりのくに
こ 2487 0000009159 こいぬのうんち クォンジョンセン:文 平凡社
こ 2488 0000185926 子犬のきららと捨て犬・未来 まあるい、まあるい、ふたつのシッポ 今西乃子:著 岩崎書店
こ 2489 0000064352 こいぬのくんくん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
こ 2490 0000180125 恋のキューピッド・ケーキ 魔法のスイーツ大作戦 2 フィオナ・ダンバー:作 フレーベル館
こ 2491 0000022681 恋のシチューはキスの味 星のベイビーサーカス きのひなた:ぶん 星の環会
こ 2492 0000001222 こいのぼりこびとのおはなし 行事こびとのえほん まついのりこ:さく 童心社
こ 2493 0000126862 恋人とその弟 現代ミステリー短編集 6 仁木悦子:著 岩崎書店
こ 2494 0000018911 ゴインキョとチーズどろぼう チュウチュウ通り 1番地 エミリー・ロッダ:作 あすなろ書房
こ 2495 0000050278 公園でみつけよう生きものの冬ごし しぜんたんけんずかん 3 松原巌樹:絵・文 小峰書店
こ 2496 0000026724 こうえんのシロ あめふり ママとパパとわたしの本 １７ わたなべひろみ:さく・え ポプラ社
こ 2497 0000027300 こうえんのシロ おちばのあき ママとパパとわたしの本 ２４ わたなべひろみ:さく・え ポプラ社
こ 2498 0000024323 こうえんのシロ クリスマス ママとパパとわたしの本 ２５ わたなべひろみ:さく・え ポプラ社
こ 2499 0000024257 こうえんのシロ なつのよる ママとパパとわたしの本 １２ わたなべひろみ:さく・え ポプラ社
こ 2500 0000042754 こうえんのシロ はるのはな ママとパパとわたしの本 21 わたなべひろみ:さく・え ポプラ社
こ 2501 0000148817 こうえんのシロ ゆきのひ ママとパパとわたしの本 15 わたなべひろみ:さく・え ポプラ社
こ 2502 0000031955 こうかん日記で魔法をかけて 創作こどもクラブ ７ 末吉暁子:さく 偕成社
こ 2503 0000033498 交換日記のミステリー ミステリーがいっぱい ３ 川越幸子:画 偕成社
こ 2504 0000053744 好奇心をそだて考えるのが好きになる科学のふしぎな話365 ナツメ社こどもブックス 日本科学未来館:監修 ナツメ社
こ 2505 0000035162 紅玉 後藤竜二:文 新日本出版社
こ 2506 0000013425 子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本 ３ ささきたづ:ぶん ポプラ社
こ 2507 0000044792 工作図鑑 作って遊ぼう！伝承創作おもちゃ 木内勝:作・絵 福音館書店
こ 2508 0000048082 工作のコツ絵事典 道具の使い方がよくわかる 霜野武志:監修 ＰＨＰ研究所
こ 2509 0000033159 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田喜兵衛:作 ひくまの出版
こ 2510 0000135335 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田喜兵衛:作 ひくまの出版
こ 2511 0000021345 公爵夫人のふわふわケーキ ヴァージニア・カール:作 平凡社
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こ 2512 0000010942 子ウシをすくった母ウシ 十二支むかしむかしシリーズ 丑 谷真介:文 佼成出版社
こ 2513 0000040543 合成人間「２２Ｘ」 海外ＳＦミステリー傑作選 ５ Ｊ・ソール:原作 国土社
こ 2514 0000019307 校長先生のあたま 長新太:さく くもん出版
こ 2515 0000024661 校庭にうかんだ墓地 学校の怪談 ４ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
こ 2516 0000043729 校庭の自然とあそぼう 1 やまだたくぞう:編 農山漁村文化協会
こ 2517 0000043711 校庭の自然とあそぼう 2 やまだたくぞう:編 農山漁村文化協会
こ 2518 0000052548 校庭の自然とあそぼう 3 やまだたくぞう:編 農山漁村文化協会
こ 2519 0000049635 コウモリたちのひっこし大計画 地球ふしぎはっけんシリーズ 5 谷本雄治:著 ポプラ社
こ 2520 0000148064 高野山の案内犬ゴン 山道20キロを歩きつづけた伝説のノラ犬 関朝之:作 ハート出版
こ 2521 0000018978 コートニー ジョン・バーニンガム:さく ほるぷ出版
こ 2522 0000148874 コーネリアス たってあるいた　わにの　はなし レオ＝レオニ:作 好学社
こ 2523 0000137596 コービィ・フラッドのおかしな船旅 ファニー・アドベンチャー ポール・スチュワート:作 ポプラ社
こ 2524 0000050286 こおり たくさんのふしぎ傑作集 前野紀一:文 福音館書店
こ 2525 0000024562 氷の上のボーツマン ベンノー・プルードラ:作 岩波書店
こ 2526 0000150656 ゴールド・フィッシュ リズム 続 森絵都:著 講談社
こ 2527 0000132936 コカリナの海 小さな木の笛の物語 鈴木ゆき江:作 ひくまの出版
こ 2528 0000062836 ごかん キッズたんていシリーズ アデル・シブル:文 文化出版局
こ 2529 0000170423 五感で調べる木の葉っぱずかん 見る知る考えるずかん 林将之:著 ほるぷ出版
こ 2530 0000149724 ごきげんこだぬきくん わくわく幼年どうわ 5 渡辺有一:作絵 あかね書房
こ 2531 0000029546 こぎつねいちねんせい 斉藤洋:作 あかね書房
こ 2532 0000010686 こぎつねキッコ 松野正子:文 童心社
こ 2533 0000030270 こぎつねキッペのかえりみち おはなしバスケット ５ 今村葦子:作 ポプラ社
こ 2534 0000139188 こぎつねキッペのかえりみち おはなしバスケット 5 今村葦子:作 ポプラ社
こ 2535 0000029306 こぎつねキッペのはるのうた おはなしバスケット ４ 今村葦子:作 ポプラ社
こ 2536 0000014134 こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本 ２ 松野正子:文 童心社
こ 2537 0000058925 子ぎつねヘレンがのこしたもの 森の獣医さんの動物日記 ２ 竹田津実:著 偕成社
こ 2538 0000035766 こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー:作 岩波書店
こ 2539 0000037127 虚空の旅人 偕成社ワンダーランド ２７ 上橋菜穂子:作 偕成社
こ 2540 0000048504 国際紛争の本 いつ・どこで・何がおきたか？ ３ 大芝亮:監修 岩崎書店
こ 2541 0000053314 国際紛争の本 いつ・どこで・何がおきたか? 5 大芝亮:監修 岩崎書店
こ 2542 0000048322 国際紛争や災害の被害者を救う国際赤十字 調べてみよう世界のために働く国際機関 ラルフ・パーキンス:著 ほるぷ出版
こ 2543 0000048314 国際平和をめざして国際連合 調べてみよう世界のために働く国際機関 リンダ・メルバーン:著 ほるぷ出版
こ 2544 0000056481 極上おばけクッキング！ ポプラ社の新・小さな童話 ２７８ むらいかよ:著 ポプラ社
こ 2545 0000013649 こぐまくん、ないしょだよ ふくだじゅんこ:ぶん・え 大日本図書
こ 2546 0000003939 こぐまくんこぐまくんなにみているの？ エリック・カール:え 偕成社
こ 2547 0000001701 こぐまちゃんとどうぶつえん わかやまけん:〔え〕 こぐま社
こ 2548 0000006072 こぐまちゃんのみずあそび わかやまけん:〔絵〕 こぐま社



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2549 0000028142 こぐまとめがね こんのひとみ:作 金の星社
こ 2550 0000185686 こぐまのアーリーとあかいぼうし わだあい:作 ＢＬ出版
こ 2551 0000135731 こぐまのまぐのなつやすみ 行事のえほん 7 岡信子:作 教育画劇
こ 2552 0000132449 こぐまの森 本田ちえこ:文 偕成社
こ 2553 0000009563 コクリコ坂から 徳間アニメ絵本 ３２ 高橋千鶴:原作 徳間書店
こ 2554 0000010389 こけこっこー たんぽぽえほんシリーズ 林木林:作 鈴木出版
こ 2555 0000024919 こげぱん パンにもいろいろあるらしい…。 たかはしみき:著 ソニー・マガジンズ
こ 2556 0000033217 ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ:文 さ・え・ら書房
こ 2557 0000178236 ここで土になる 大西暢夫:著 アリス館
こ 2558 0000140061 心 6月号 平凡社
こ 2559 0000051201 こころ アイドルブックス 6 夏目漱石:著 ポプラ社
こ 2560 0000143412 心うたれるほんとうにあった話 1年生 川村たかし:監修 ポプラ社
こ 2561 0000049288 心うたれるほんとうにあった話 2年生 川村たかし:監修 ポプラ社
こ 2562 0000046136 心うたれるほんとうにあった話 3年生 川村たかし:監修 ポプラ社
こ 2563 0000131581 心があったかくなる話 １年生 日本児童文学者協会:編 ポプラ社
こ 2564 0000143842 心があったかくなる話 2年生 日本児童文学者協会:編 ポプラ社
こ 2565 0000137786 心があったかくなる話 3年生 日本児童文学者協会:編 ポプラ社
こ 2566 0000049155 心があったかくなる話 ４年生 日本児童文学者協会:編 ポプラ社
こ 2567 0000185181 心ってどこにあるのでしょう? こんのひとみ:作 金の星社
こ 2568 0000177576 こころとしんぞう すごいぞ!ぼくらのからだシリーズ 中川ひろたか:文 保育社
こ 2569 0000094672 心にしみるお母さんの話 1年生 砂田弘:編 ポプラ社
こ 2570 0000136242 心にしみるお母さんの話 2年生 砂田弘:編 ポプラ社
こ 2571 0000128694 心にしみるお母さんの話 ３年生 砂田弘:編 ポプラ社
こ 2572 0000094664 心にしみるお母さんの話 4年生 砂田弘:編 ポプラ社
こ 2573 0000039024 心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師 ノンフィクション知られざる世界 今西乃子:著 金の星社
こ 2574 0000058990 こころの介助犬天ちゃん 難病のキヨくんの「妹」はレトリバー 林優子:著 ハート出版
こ 2575 0000039107 心の国境 世界子ども平和図書館 ４ デボラ・オメル:著 日本図書センター
こ 2576 0000038190 心の森 小手鞠るい:作 金の星社
こ 2577 0000053884 心ふくらむおはなし 1年生 日本児童文芸家協会:編 ぎょうせい
こ 2578 0000049825 心ふくらむおはなし 2年生 日本児童文芸家協会:編 ぎょうせい
こ 2579 0000131383 心ふくらむおはなし ３年生 日本児童文芸家協会:編 ぎょうせい
こ 2580 0000049908 心ふくらむおはなし 4年生 日本児童文芸家協会:編 ぎょうせい
こ 2581 0000131391 心ふくらむおはなし ５年生 日本児童文芸家協会:編 ぎょうせい
こ 2582 0000131219 心ふくらむおはなし ６年生 日本児童文芸家協会:編 ぎょうせい
こ 2583 0000028258 ココロ屋 文研ブックランド 梨屋アリエ:作 文研出版
こ 2584 0000184598 五七五の夏 文研じゅべにーる 万乃華れん:作 文研出版
こ 2585 0000019802 こしぬけウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウン:さく 評論社



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2586 0000022731 こじまのもりのかわべのピクニック あんびるやすこ:作・絵 ひさかたチャイルド
こ 2587 0000018523 こじまのもりのきんいろのてがみ あんびるやすこ:作・絵 ひさかたチャイルド
こ 2588 0000044636 五色百人一首であそぼう！ １巻 小宮孝之:著 汐文社
こ 2589 0000048983 五色百人一首であそぼう！ ２巻 小宮孝之:著 汐文社
こ 2590 0000147942 五色百人一首であそぼう! 3巻 小宮孝之:著 汐文社
こ 2591 0000001073 こすずめのぼうけん こどものとも傑作集 ルース・エインズワース:作 福音館書店
こ 2592 0000181396 こすずめのぼうけん こどものとも傑作集 ルース・エインズワース:作 福音館書店
こ 2593 0000051110 小僧の神様 アイドルブックス 21 志賀直哉:〔著〕 ポプラ社
こ 2594 0000032474 こぞうのパウのたびだち こぞうのパウのものがたり １ 木村裕一:作 金の星社
こ 2595 0000124685 子そだてゆうれい こわいこわーいおはなし 桜井信夫:脚本 童心社
こ 2596 0000170464 古代アフリカ 400万年前の人類と消えた王国-巨大大陸の謎を追う ナショナルジオグラフィック ヴィクトリア・シャーロー:著 ＢＬ出版
こ 2597 0000170472 古代イラク 2つの大河とともに栄えたメソポタミア文明 ナショナルジオグラフィック ベス・グルーバー:著 ＢＬ出版
こ 2598 0000170506 古代インド 死者の丘とハラッパーから仏教とヒンドゥーの聖地へ ナショナルジオグラフィック アニタ・ダラル:著 ＢＬ出版
こ 2599 0000170480 古代エジプト 黄金のマスクとピラミッドをつくった人びと ナショナルジオグラフィック ジル・ルバルカーバ:著 ＢＬ出版
こ 2600 0000042275 古代エジプトのものがたり 大型絵本 ロバート・スウィンデルズ:再話 岩波書店
こ 2601 0000031468 古代オリンピックの奇跡 マジック・ツリーハウス 8 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
こ 2602 0000170498 古代中国 兵士と馬とミイラが語る王朝の栄華 ナショナルジオグラフィック ジャクリーン・ボール:著 ＢＬ出版
こ 2603 0000170514 古代マヤ 密林に開花した神秘の文明の軌跡をたどる ナショナルジオグラフィック ナサニエル・ハリス:著 ＢＬ出版
こ 2604 0000170860 答えのない道徳の問題どう解く? やまざきひろし:ぶん ポプラ社
こ 2605 0000169235 ごちゃまぜカメレオン ぬりえ絵本 エリック＝カール:作 偕成社
こ 2606 0000033654 こちらゆかいな窓ふき会社 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール:作 評論社
こ 2607 0000003657 コッコさんのおみせ 福音館の幼児絵本 片山健:さく・え 福音館書店
こ 2608 0000006726 コッコさんのともだち 幼児絵本シリーズ 片山健:さく・え 福音館書店
こ 2609 0000019422 こっそりどこかに ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ 軽部武宏:さく 長崎出版
こ 2610 0000004341 こっちにおいでデイジー！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジェーン・シモンズ:さく 評論社
こ 2611 0000037648 ゴッドハンガーの森 ユースセレクション ディック・キング＝スミス:作 講談社
こ 2612 0000207894 コットンのティータイム なんでも魔女商会 27 あんびるやすこ:著 岩崎書店
こ 2613 0000023820 コットンの夏休み おはなしガーデン １１ あんびるやすこ:著 岩崎書店
こ 2614 0000062737 コップちゃん ブロンズ新社のＦｉｒｓｔ　Ｂｏｏｋ　Ｓｅｒｉｅｓ 中川ひろたか:ぶん ブロンズ新社
こ 2615 0000052084 ゴッホ 太陽を愛した「ひまわり」の画家 小学館版学習まんが人物館 圀府寺司:監修 小学館
こ 2616 0000040022 古典文学全集 １０ ポプラ社
こ 2617 0000040048 古典文学全集 １２ ポプラ社
こ 2618 0000040154 古典文学全集 １８ ポプラ社
こ 2619 0000040030 古典文学全集 ２ ポプラ社
こ 2620 0000037630 古典文学全集 ２２ ポプラ社
こ 2621 0000040162 古典文学全集 ２３ ポプラ社
こ 2622 0000039982 古典文学全集 ４ ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2623 0000039990 古典文学全集 ８ ポプラ社
こ 2624 0000029389 ことば アン・ランド:作 ほるぷ出版
こ 2625 0000144048 ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川俊太郎:詩 福音館書店
こ 2626 0000147678 ことばあそびうた また 日本傑作絵本シリーズ 谷川俊太郎:詩 福音館書店
こ 2627 0000052423 言葉図鑑 ことばがいっぱい 1 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2628 0000052050 言葉図鑑 ことばがいっぱい 10 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2629 0000052415 言葉図鑑 ことばがいっぱい 2 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2630 0000052407 言葉図鑑 ことばがいっぱい 3 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2631 0000052399 言葉図鑑 ことばがいっぱい 4 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2632 0000052381 言葉図鑑 ことばがいっぱい 5 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2633 0000048439 言葉図鑑 ことばがいっぱい ６ 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2634 0000048421 言葉図鑑 ことばがいっぱい ７ 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2635 0000048413 言葉図鑑 ことばがいっぱい ８ 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2636 0000052373 言葉図鑑 ことばがいっぱい 9 五味太郎:監修・制作 偕成社
こ 2637 0000002808 ことばのあいうえお 五味太郎:作 岩崎書店
こ 2638 0000172197 ことばハンター 国語辞典はこうつくる ポプラ社ノンフィクション 33 飯間浩明:著 ポプラ社
こ 2639 0000003475 琴姫のなみだ えほん・ハートランド ８ 村尾靖子:文 岩崎書店
こ 2640 0000044263 こども宇宙・天文新聞 別冊家庭画報 世界文化社
こ 2641 0000044305 こども宇宙・天文新聞 別冊家庭画報 世界文化社
こ 2642 0000134197 こどもザイレン ひみつのなつまつり 名作絵本復刊シリーズ 4 伊藤秀男:作・絵 ポプラ社
こ 2643 0000052886 こども大図鑑動物 リチャード・ウォーカー:著 河出書房新社
こ 2644 0000041798 こども電車 岡田潤:作・挿画 金の星社
こ 2645 0000009753 子どもとお母さんのためのお話 世界のお話 いもとようこ:絵 講談社
こ 2646 0000009944 子どもとお母さんのためのお話 世界のお話 いもとようこ:絵 講談社
こ 2647 0000009837 子どもとお母さんのためのお話 日本のお話 いもとようこ:絵 講談社
こ 2648 0000186098 子どもと親のためのハチ公物語 日本中が泣いた日 須田諭一:著 メトロポリタンプレス
こ 2649 0000015750 子どもに贈る会津の創作民話 村野井幸雄:文 歴史春秋出版
こ 2650 0000038398 子どもに語るイギリスの昔話 〔ジョセフ・ジェイコブズ:再話〕 こぐま社
こ 2651 0000127480 子どもに語るイタリアの昔話 剣持弘子:訳・再話 こぐま社
こ 2652 0000182352 子どもに語るグリムの昔話 1 グリム:〔著〕 こぐま社
こ 2653 0000182360 子どもに語るグリムの昔話 2 グリム:〔著〕 こぐま社
こ 2654 0000182378 子どもに語るグリムの昔話 3 グリム:〔著〕 こぐま社
こ 2655 0000182386 子どもに語るグリムの昔話 4 グリム:〔著〕 こぐま社
こ 2656 0000182394 子どもに語るグリムの昔話 5 グリム:〔著〕 こぐま社
こ 2657 0000182402 子どもに語るグリムの昔話 6 グリム:〔著〕 こぐま社
こ 2658 0000049304 子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎:編 実業之日本社
こ 2659 0000187476 子どものための手話事典 全日本ろうあ連盟:監修 汐文社



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2660 0000036608 子どものための世界文学の森 １２ 集英社
こ 2661 0000137539 子どものための世界名作文学 13 集英社
こ 2662 0000128355 子どものための世界名作文学 21 集英社
こ 2663 0000045674 子どものための世界名作文学 22 集英社
こ 2664 0000124933 こどものひはおおさわぎ! 行事!いっしょにあてようどっちかな? 鈴木アツコ:作・絵 教育画劇
こ 2665 0000044321 子どものマナー図鑑 １ 峯村良子:作・絵 偕成社
こ 2666 0000046888 子どものマナー図鑑 ２ 峯村良子:作・絵 偕成社
こ 2667 0000044123 子どものマナー図鑑 ３ 峯村良子:作・絵 偕成社
こ 2668 0000137976 子どものマナー図鑑 4 峯村良子:作・絵 偕成社
こ 2669 0000043612 子どものマナー図鑑 5 峯村良子:作・絵 偕成社
こ 2670 0000046722 こどものリサイクル工作 かわいい小物や楽しいおもちゃを手作りしよう レディブティックシリーズ 1044 ブティック社
こ 2671 0000128132 子ども版声に出して読みたい日本語 １ 斎藤孝:編 草思社
こ 2672 0000128124 子ども版声に出して読みたい日本語 ２ 斎藤孝:編 草思社
こ 2673 0000128116 子ども版声に出して読みたい日本語 ３ 斎藤孝:編 草思社
こ 2674 0000167106 子ども版声に出して読みたい日本語 4 斎藤孝:編 草思社
こ 2675 0000128108 子ども版声に出して読みたい日本語 ５ 斎藤孝:編 草思社
こ 2676 0000128090 子ども版声に出して読みたい日本語 ６ 斎藤孝:編 草思社
こ 2677 0000000646 こどももののなまえ絵じてん 三省堂編修所:編 三省堂
こ 2678 0000134361 子ども寄席 秋・冬 シリーズ本のチカラ 六代目柳亭燕路:作 日本標準
こ 2679 0000134379 子ども寄席 春・夏 シリーズ本のチカラ 六代目柳亭燕路:作 日本標準
こ 2680 0000065490 子ども落語家りんりん亭りん吉 文研じゅべにーる 藤田富美恵:作 文研出版
こ 2681 0000005934 ことりのうち こどものとも傑作集 さとうわきこ:さく・え 福音館書店
こ 2682 0000009076 ことりのうち こどものとも傑作集 さとうわきこ:さく・え 福音館書店
こ 2683 0000007468 ことりのピチコ 学研おはなし絵本 どいかや:〔作〕 学研
こ 2684 0000044677 ことわざあそび 瀬川康男:著 グランまま社
こ 2685 0000177352 ゴナンとかいぶつ モンゴルの昔話より イチンノロブ・ガンバートル:文 偕成社
こ 2686 0000012104 こねこちゃんこねこちゃん 長野ヒデ子:作・絵 ひさかたチャイルド
こ 2687 0000007492 こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン:作 こぐま社
こ 2688 0000064162 こねこのねる 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
こ 2689 0000046516 こねこのははのひ 行事の由来えほん やすいすえこ:作 教育画劇
こ 2690 0000181651 こねこのぴっち 大型絵本 ハンス・フィッシャー:文　絵 岩波書店
こ 2691 0000027540 こねこのみつけたクリスマス マーガレット・ワイズ・ブラウン:文 ほるぷ出版
こ 2692 0000026237 こねこのミトン 講談社の翻訳絵本 クレア・ターレー・ニューベリー:作 講談社
こ 2693 0000010207 こねこのミヌー フランソワーズ:さく のら書店
こ 2694 0000034421 こねこのモモちゃん美容室 ポプラ物語館 ３２ なりゆきわかこ:作 ポプラ社
こ 2695 0000065409 子ねこのラブはみんなの天使 みんなのライブラリー ２４ 嶋田きみこ:作 金の星社
こ 2696 0000156455 子ねこのラブはみんなの天使 みんなのライブラリー 24 嶋田きみこ:作 金の星社



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2697 0000020115 こねこムーとふしぎなたね ポプラ社の新・小さな童話 １４６ 江崎雪子:さく ポプラ社
こ 2698 0000029892 こねこムーのおくりもの ポプラ社の小さな童話 88 江崎雪子:さく ポプラ社
こ 2699 0000168328 五年霊組こわいもの係 1 角川つばさ文庫 Aと2-2 床丸迷人:作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
こ 2700 0000148023 このかたちなあに クーとマーのおぼえるえほん 2 はたこうしろう:さく・え ポプラ社
こ 2701 0000037606 この素晴らしき世界に生まれて 文学の森 福田隆浩:作 小峰書店
こ 2702 0000185629 この世界の片隅に 徳間アニメ絵本 38 こうの史代:原作 徳間書店
こ 2703 0000027862 このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市久美子:作 佼成出版社
こ 2704 0000138511 この街の夜 上田英津子:作・絵 ＢＬ出版
こ 2705 0000064790 このゆびなあに てのひら絵本 ５ 五味太郎:〔絵〕 偕成社
こ 2706 0000022616 この世でいちばんすばらしい馬 チェンジャンホン:作・絵 徳間書店
こ 2707 0000041624 この世のおわり ラウラ・ガジェゴ・ガルシア:著 偕成社
こ 2708 0000029470 ゴハおじさんのゆかいなお話 エジプトの民話 デニス・ジョンソン‐デイヴィーズ:再話 徳間書店
こ 2709 0000045690 こはく色の目 文研じゅべにーる Ｒ．ランゲベック:作 文研出版
こ 2710 0000089888 子母沢寛全集 6 子母沢寛:著 中央公論社
こ 2711 0000025205 こひつじクロ あたらしい世界の童話 １７ エリザベス・ショー:作・絵 岩崎書店
こ 2712 0000027821 こひつじクロ あたらしい世界の童話 １７ エリザベス・ショー:作・絵 岩崎書店
こ 2713 0000022871 こびと観察入門 １ なばたとしたか:さく 長崎出版
こ 2714 0000095745 こびと大図鑑 なばたとしたか:さく ロクリン社
こ 2715 0000185546 こびと桃がたり なばたとしたか:さく ロクリン社
こ 2716 0000064063 ごぶごぶごぼごぼ ０．１．２．えほん 駒形克己:さく 福音館書店
こ 2717 0000028035 コブタくんもうなかないで かとうようこ:作 金の星社
こ 2718 0000062984 こぶたたんぽぽぽけっととんぼ 馬場のぼる:作 こぐま社
こ 2719 0000064139 こぶたのおでかけ 杉田　徹
こ 2720 0000033753 こぶたのおまわりさん シーブ・セーデリング:作絵 岩波書店
こ 2721 0000077594 こぶたのおまわりさん シーブ・セーデリング:作絵 岩波書店
こ 2722 0000128322 こぶたのおまわりさん シーブ・セーデリング:作絵 岩波書店
こ 2723 0000185694 子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース:文 さ・え・ら書房
こ 2724 0000030684 こぶたのポインセチア フレンド・ブック ５ フェリシア・ボンド:作・絵 岩崎書店
こ 2725 0000024067 こぶたのむぎわらぼうし はじめてよむどうわ 森山京:作 小峰書店
こ 2726 0000165779 こぶとり 日本むかし話 7 瀬川康男:絵 フレーベル館
こ 2727 0000135608 こぶとり 松谷みよ子むかしばなし 松谷みよ子:〔作〕 童心社
こ 2728 0000138362 こぶとりじい 日本みんわ絵本 宮川ひろ:ぶん ほるぷ出版
こ 2729 0000144519 こぶとりじい 日本みんわ絵本 宮川ひろ:ぶん ほるぷ出版
こ 2730 0000124875 こぶとりじいさん 紙芝居むかしばなし 第2集 鶴見正夫:文 教育画劇
こ 2731 0000032698 こぶとりたろう たかどのほうこ:作 童心社
こ 2732 0000040303 ごほうびは、ミステリーツアー 文研ブックランド エミリー・スミス:作 文研出版
こ 2733 0000038026 狛犬の佐助 迷子の巻 ノベルズ・エクスプレス １９ 伊藤遊:作 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2734 0000020651 こまったさんのコロッケ おはなしりょうりきょうしつ 8 寺村輝夫:作 あかね書房
こ 2735 0000020339 こまったさんのサンドイッチ おはなしりょうりきょうしつ ７ 寺村輝夫:作 あかね書房
こ 2736 0000020537 こまったさんのスパゲティ おはなしりょうりきょうしつ １ 寺村輝夫:作 あかね書房
こ 2737 0000149476 こまったさんのラーメン おはなしりょうりきょうしつ 9 寺村輝夫:作 あかね書房
こ 2738 0000059063 ごみを拾う犬もも子 一匹の犬が町を動かした！ 中野英明:作 ハート出版
こ 2739 0000028167 ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長新太:作 童心社
こ 2740 0000168872 こめとぎゆうれいのよねこさん えばたえり:作 ＢＬ出版
こ 2741 0000171025 ごめんなさい ポプラ社の絵本 42 サトシン:さく ポプラ社
こ 2742 0000004788 ごめんねごん 木村裕一・しかけ絵本 １７ 木村裕一:作 偕成社
こ 2743 0000018291 ごめんねともだち 内田麟太郎:作 偕成社
こ 2744 0000010272 ごめんねボスコ ミレイユ・ダランセ:作 朔北社
こ 2745 0000010256 こめんぶくあわんぶく 日本みんわ絵本 松谷みよ子:ぶん ほるぷ出版
こ 2746 0000024265 こもり森にきた大あらし わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2747 0000149914 こもり森にでた森おばけ わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2748 0000031534 こもり森にでた森おばけ わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2749 0000040360 こもり森のおわかれの日 わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2750 0000031625 こもり森のきかんぼたち わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2751 0000032359 こもり森のトランポリン わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2752 0000030700 こもり森のわすれなぐさ わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2753 0000030718 こもり森のわすれなぐさ わくわくどうわかん 今村葦子:文 ほるぷ出版
こ 2754 0000063933 こやぎが ぴょんぴょん 田島征三
こ 2755 0000052829 コリトサウルス 恐竜博物館 4 ウィリアム・リンゼイ:さく フレーベル館
こ 2756 0000052837 コリトサウルス 恐竜博物館 4 ウィリアム・リンゼイ:さく フレーベル館
こ 2757 0000189076 ゴリラくんってほんとはね どうぶつの生態かみしばい ひおきふみか:作絵 教育画劇
こ 2758 0000000133 ゴリラさんのハンコ ほっとたいむ ４ ふくだすぐる:さく・え 岩崎書店
こ 2759 0000027193 ゴリラのごるちゃん ポプラちいさなおはなし ３７ 神沢利子:作 ポプラ社
こ 2760 0000165928 ゴリラのパンやさん こどものくに傑作絵本 白井三香子:作 金の星社
こ 2761 0000009373 ゴリラのビックリばこ 長新太:作 絵本館
こ 2762 0000148049 ゴリラは語る 15歳の寺子屋 山極寿一:著 講談社
こ 2763 0000006767 ゴリララくんのコックさん きむらよしお:作 絵本館
こ 2764 0000002691 ゴリララくんのしちょうさん きむらよしお:作 絵本館
こ 2765 0000008318 これあのあれ いとうひろし:作 絵本館
こ 2766 0000027383 コレットちゃんはおかあさん フランソワーズ:さく・え 徳間書店
こ 2767 0000064121 これなあに １・２・３… あかちゃんのためのえほん ９ いもとようこ:絵 講談社
こ 2768 0000063321 これなあに あかちゃん あかちゃんのためのえほん ８ いもとようこ:絵 講談社
こ 2769 0000064089 これなあに おもちゃ あかちゃんのためのえほん ７ いもとようこ:絵 講談社
こ 2770 0000017913 これはのみのぴこ 谷川俊太郎:作 サンリード



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2771 0000007633 ごろごろ　にゃーん こどものとも傑作集 ６８ 長新太:作・画 福音館書店
こ 2772 0000004077 ころころころ 福音館の幼児絵本 元永定正:さく・え 福音館書店
こ 2773 0000040493 殺しのメロディー 海外ＳＦミステリー傑作選 １６ Ａ・クリスティー:原作 国土社
こ 2774 0000132217 コロ助の科学質問箱 学研まんがひみつシリーズ 4 学研
こ 2775 0000008748 ころちゃんとはたらくじどうしゃ のりものえほん 関根栄一:ぶん 小峰書店
こ 2776 0000126235 コロちゃんのえんそく大さわぎ あたらしい行事紙芝居 第2集 伊東挙位:作 教育画劇
こ 2777 0000002279 コロちゃんのおさんぽ コロちゃんのびっくり箱 絵本の部屋 エリック・ヒル:作 評論社
こ 2778 0000002287 コロちゃんのかいすいよく 絵本の部屋 エリック・ヒル:作 評論社
こ 2779 0000005504 コロちゃんのがっこう コロちゃんのびっくり箱 評論社の児童図書館・絵本の部屋 エリック・ヒル:作 評論社
こ 2780 0000006635 コロちゃんのクリスマス コロちゃんのびっくり箱 絵本の部屋 エリック・ヒル:作 評論社
こ 2781 0000001420 コロちゃんのたんじょうび コロちゃんのびっくり箱 絵本の部屋 エリック・ヒル:作 評論社
こ 2782 0000000836 ころちゃんはだんごむし かわいいむしのえほん 高家博成:さく 童心社
こ 2783 0000002253 コロちゃんはどこ? コロちゃんのびっくり箱 児童図書館・絵本の部屋 エリック・ヒル:作 評論社
こ 2784 0000178335 コロッケ先生の情熱!古紙リサイクル授業 はじめてのノンフィクションシリーズ 中村文人:文 佼成出版社
こ 2785 0000016410 ごろはちだいみょうじん こどものとも傑作集 １２ 中川正文:さく 福音館書店
こ 2786 0000003277 ころわんとおにんぎょう 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2787 0000003285 ころわんとがががが 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2788 0000003236 ころわんとこいのぼり 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2789 0000003343 ころわんとしろいくも 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2790 0000003251 ころわんとちくちくもじょ 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2791 0000003376 ころわんとふわふわ 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2792 0000003335 ころわんのたからさがし 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2793 0000003327 ころわんは おにいちゃん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
こ 2794 0000125922 ごろん ことばとからだであそぼう!-2・3歳児のふれあいあそび- ひろかわさえこ:脚本・絵 童心社
こ 2795 0000128264 コロンブス ガリレオ
こ 2796 0000207878 こわ～い!?わる～い!?おばけ虫 ポプラ社の新・小さな童話 317 むらいかよ:著 ポプラ社
こ 2797 0000177535 こわ～いオバケ5つのお話 ぞくぞくびっくり箱 2 日本児童文学者協会:編 文溪堂
こ 2798 0000189522 こわ～いめいろあそび156もん おばけ大集合! 土門トキオ:作 西東社
こ 2799 0000021014 こわいけど知りたい世界のようかい話 特装版どきどきわくわくシリーズ 12 藤沼良三:文 学研
こ 2800 0000149690 こわいけど知りたい日本のようかい話 特装版どきどきわくわくシリーズ 11 藤沼良三:文 学研
こ 2801 0000008821 こわがらないでうさぎくん シュテファン・ゲンメル:文 ひくまの出版
こ 2802 0000015032 こわがりうさぎホッペル アンティエ・グメルス:作・絵 ひさかたチャイルド
こ 2803 0000021055 こわがりおばけ くまのベアールとちいさなタタン ママとパパとわたしの本 ２３ 原京子:さく ポプラ社
こ 2804 0000018960 コワフの消えた鼻 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ 牧野良幸:さく 長崎出版
こ 2805 0000037309 こわれた腕環 ゲド戦記 ２ ル＝グウィン:作 岩波書店
こ 2806 0000146555 ごんぎつね 新美南吉:原作 童心社
こ 2807 0000181867 ごんぎつね 岩波少年文庫 098 新美南吉:作 岩波書店



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2808 0000049866 ごんぎつね 日本の童話名作選 新美南吉:作 偕成社
こ 2809 0000144220 ごんぎつねとてぶくろ 新美南吉童話選集 新美南吉:作 大日本図書
こ 2810 0000007179 こんこんさまにさしあげそうろう ＰＨＰこころのえほん １４ 森はな:さく ＰＨＰ研究所
こ 2811 0000158758 ごん助じいさまとえんま大王 アッハッハ!笑いどっさり!日本のおもしろおばけ民話 わしおとしこ:文 教育画劇
こ 2812 0000146241 ゴン太一家のおきらく生活 Gonta club 金の星社
こ 2813 0000015313 ゴンタがにんげんになれるのはいつ？ 加藤訓子:文 碧天舎
こ 2814 0000005033 こんたくんのえーとえーと こどものくに傑作絵本 香山美子:作 金の星社
こ 2815 0000144683 昆虫 ポケット科学図鑑 2 学研
こ 2816 0000053710 昆虫ウォッチング フィールドガイドシリーズ 6 日本自然保護協会:編集・監修 平凡社
こ 2817 0000026054 昆虫館 原寸大 小学館の図鑑ＮＥＯ 小池啓一:監修 小学館
こ 2818 0000052985 昆虫の生態図鑑 大自然のふしぎ 学研
こ 2819 0000010264 昆虫の迷路 秘密の穴をとおって虫の世界へ 香川元太郎:作・絵 ＰＨＰ研究所
こ 2820 0000026146 昆虫物語みつばちハッチ 勇気のメロディ 竜の子プロダクション:原作 毎日新聞社
こ 2821 0000011395 こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 林明子:さく 福音館書店
こ 2822 0000011403 こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 林明子:さく 福音館書店
こ 2823 0000127118 こんどはだれをよぼうかな うたあそびえほん 2 武鹿悦子:文 アリス館
こ 2824 0000137612 こんどまたものがたり ドナルド・ビセット:作 岩波書店
こ 2825 0000166975 こんなこいるかな 1 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2826 0000166306 こんなこいるかな 10 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2827 0000166892 こんなこいるかな 11 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2828 0000166884 こんなこいるかな 12 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2829 0000166934 こんなこいるかな 2 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2830 0000166942 こんなこいるかな 3 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2831 0000166959 こんなこいるかな 4 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2832 0000166967 こんなこいるかな 5 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2833 0000166926 こんなこいるかな 6 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2834 0000166918 こんなこいるかな 7 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2835 0000166900 こんなこいるかな 8 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2836 0000166876 こんなこいるかな 9 有賀忍:作 日本図書センター
こ 2837 0000007559 こんなことってあるかしら？ おはなし広場 長新太:さく クレヨンハウス
こ 2838 0000043968 こんなときどうするの? ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本 5 高田芳朗:構成・文 偕成社
こ 2839 0000044719 こんな私が大嫌い！ よりみちパン！セ ４９ 中村うさぎ:著 理論社
こ 2840 0000001206 こんにちは　いぬ ゆうたくんちのいばりいぬ ９ きたやまようこ:作 あかね書房
こ 2841 0000006015 こんにちは くまくんの絵本 わたなべしげお:ぶん 福音館書店
こ 2842 0000058875 こんにちは!盲導犬ベルナ 「ななえさんお母さんになる」の巻 郡司ななえ:作 ハート出版
こ 2843 0000192963 こんにちは!わたしのえ ほるぷ創作絵本 はたこうしろう:作 ほるぷ出版
こ 2844 0000173435 こんにちはアグネス先生 アラスカの小さな学校で あかね・ブックライブラリー １１ Ｋ．ヒル:作 あかね書房



児童書（書名による五十音リスト）

こ 2845 0000182147 こんにちはウーフ くまの子ウーフの童話集 2 神沢利子:作 ポプラ社
こ 2846 0000063644 こんにちはどうぶつたち ０．１．２．えほん とだきょうこ:あん 福音館書店
こ 2847 0000001164 こんにちはむし ゆうたくんちのいばりいぬ ７ きたやまようこ:作 あかね書房
こ 2848 0000136887 こんにゃくの絵本 つくってあそぼう 24 たかはたひろゆき:へん 農山漁村文化協会
こ 2849 0000007377 こんばんはおばけです スピカのおはなしえほん ２３ さとうまきこ:作 教育画劇
こ 2850 0000128686 コンピューター魔女の発明品 鈴の音童話 【ハシ】立悦子:作・絵 銀の鈴社
こ 2851 0000169946 こんぴら狗 くもんの児童文学 今井恭子:作 くもん出版
こ 2852 0000158493 こんぶのぶーさん 岡田よしたか:さく ブロンズ新社
こ 2853 0000151159 こんやもワナワナばけもの話 新・日本のおばけ話・わらい話 1 木暮正夫:文 岩崎書店
こ 2854 0000092148 悟浄出立 万城目学:著 新潮社
さ 2855 0000185785 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ 海外文学コレクション 6 アンジー・トーマス:作 岩崎書店
さ 2856 0000013383 サーカス 講談社の創作絵本 たかべせいいち:作 講談社
さ 2857 0000064287 さーかす 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
さ 2858 0000019737 サーカス！ 世界傑作絵本シリーズ ピーター・スピア:作 福音館書店
さ 2859 0000035493 サーカスのどろぼう ラッセとマヤのたんていじむしょ マッティン・ビードマルク:作 主婦の友社
さ 2860 0000135525 サークル・オブ・マジック 邪悪の彫像王様の劇場 デブラ・ドイル:著 小学館
さ 2861 0000135541 サークル・オブ・マジック ブレスランドの平和 デブラ・ドイル:著 小学館
さ 2862 0000135533 サークル・オブ・マジック 魔法の学校 デブラ・ドイル:著 小学館
さ 2863 0000039404 サースキの笛がきこえる エロイーズ・マッグロウ:作 偕成社
さ 2864 0000002659 さあちゃんのぶどう みのしまさゆみ:ぶん くもん出版
さ 2865 0000020057 さあみんなついておいで! ブライアン・ワイルドスミス:作・絵 太平社
さ 2866 0000172205 災害にあったペットを救え 獣医師チームVMAT ノンフィクション・いまを変えるチカラ 高橋うらら:著 小峰書店
さ 2867 0000149419 最強ヒーロースパイダーマンをさがせ！ Ｌｏｏｋ　ａｎｄ　Ｆｉｎｄ 赤坂行雄:訳・文 講談社
さ 2868 0000038489 西郷隆盛 明治維新の指導者 岩崎少年文庫 ２８ 下中弥三郎:作 岩崎書店
さ 2869 0000011452 さいこうのおくりもの 立原えりか:作 ひくまの出版
さ 2870 0000169912 最後のオオカミ 文研ブックランド マイケル・モーパーゴ:作 文研出版
さ 2871 0000039479 さいごの戦い ナルニア国物語 Ｃ．Ｓ．ルイス:作 岩波書店
さ 2872 0000052134 最後のトキ　ニッポニア・ニッポン トキ保護にかけた人びとの記録 ノンフィクション知られざる世界 国松俊英:著 金の星社
さ 2873 0000030148 さいごのまほう 新・ともだちぶんこ １４ 中島和子:作 金の星社
さ 2874 0000149682 さいごまで読めない世界のこわい話 特装版どきどきわくわくシリーズ 2 小池タミ子:文 学研
さ 2875 0000143495 さいごまで読めない日本のこわい話 特装版どきどきわくわくシリーズ 1 小池タミ子:文 学研
さ 2876 0000167759 最新★修学旅行の本 〔1〕 国土社編集部:編 国土社
さ 2877 0000167767 最新★修学旅行の本 〔2〕 国土社編集部:編 国土社
さ 2878 0000167775 最新★修学旅行の本 〔3〕 国土社編集部:編 国土社
さ 2879 0000167783 最新★修学旅行の本 〔4〕 国土社編集部:編 国土社
さ 2880 0000167791 最新★修学旅行の本 〔5〕 国土社編集部:編 国土社
さ 2881 0000048074 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑 1 スティーブ・パーカー:著 ゆまに書房



児童書（書名による五十音リスト）

さ 2882 0000048066 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑 2 スティーブ・パーカー:著 ゆまに書房
さ 2883 0000048058 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑 3 スティーブ・パーカー:著 ゆまに書房
さ 2884 0000048017 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑 4 スティーブ・パーカー:著 ゆまに書房
さ 2885 0000048025 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑 5 スティーブ・パーカー:著 ゆまに書房
さ 2886 0000048033 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑 6 スティーブ・パーカー:著 ゆまに書房
さ 2887 0000185751 サイド・トラック 走るのニガテなぼくのランニング日記 ダイアナ・ハーモン・アシャー:作 評論社
さ 2888 0000146514 斎藤孝のイッキによめる!名作選 小学1年生 斎藤孝:編 講談社
さ 2889 0000131573 斎藤孝のイッキによめる！名作選 小学２年生 斎藤孝:編 講談社
さ 2890 0000126995 斎藤孝のイッキによめる!名作選 小学3年生 斎藤孝:編 講談社
さ 2891 0000136952 さいなら天使 中尾三十里:作 ひくまの出版
さ 2892 0000182857 西遊記 1 決定版!大型絵本 〔呉承恩:原作〕 偕成社
さ 2893 0000182865 西遊記 2 決定版!大型絵本 〔呉承恩:原作〕 偕成社
さ 2894 0000182873 西遊記 3 決定版!大型絵本 〔呉承恩:原作〕 偕成社
さ 2895 0000036707 西遊記 少年少女世界名作の森 １９ 呉承恩:〔著〕 集英社
さ 2896 0000011734 さかさのこもりくん あきやまただし:作・絵 教育画劇
さ 2897 0000135673 さかさま 安野光雅:さく・え 福音館書店
さ 2898 0000011569 さかさまさかさま マリオ・ラモ:作 平凡社
さ 2899 0000017095 探し絵ツアー １ 文渓堂
さ 2900 0000017475 探し絵ツアー １ 文渓堂
さ 2901 0000017673 探し絵ツアー ２ 文渓堂
さ 2902 0000017087 探し絵ツアー ３ 文渓堂
さ 2903 0000015669 さがして！みつけて！アナと雪の女王 Ｌｏｏｋ　ａｎｄ　Ｆｉｎｄ 中井はるの:訳・文 講談社
さ 2904 0000017442 さがして！みつけて！ディズニープリンセス Ｌｏｏｋ　ａｎｄ　Ｆｉｎｄ 赤坂行雄:訳・文 講談社
さ 2905 0000149609 さがして!みつけて!トイストーリー3 Look and Find 赤坂行雄:訳・文 講談社
さ 2906 0000017129 さがして！みつけて！プレーンズ Ｌｏｏｋ　ａｎｄ　Ｆｉｎｄ 赤坂行雄:訳・文 講談社
さ 2907 0000017715 さがして！みつけて！ミッキーとなかまたち Ｌｏｏｋ　ａｎｄ　Ｆｉｎｄ 赤坂行雄:訳・文 講談社
さ 2908 0000008045 さがして！みつけて！ミニーちゃん Ｌｏｏｋ　ａｎｄ　Ｆｉｎｄ 赤坂行雄:訳・文 講談社
さ 2909 0000178582 さがして！みつけて！モンスターズユニバーシティ Ｌｏｏｋ　ａｎｄ　Ｆｉｎｄ 赤坂行雄:訳・文 講談社
さ 2910 0000189779 さがしてみよう!まちの記号とマーク 1 小峰書店編集部:編・著 小峰書店
さ 2911 0000189787 さがしてみよう!まちの記号とマーク 2 小峰書店編集部:編・著 小峰書店
さ 2912 0000189795 さがしてみよう!まちの記号とマーク 3 小峰書店編集部:編・著 小峰書店
さ 2913 0000189803 さがしてみよう!まちの記号とマーク 4 小峰書店編集部:編・著 小峰書店
さ 2914 0000189811 さがしてみよう!まちの記号とマーク 5 小峰書店編集部:編・著 小峰書店
さ 2915 0000189381 さがしてみよう!まちのバリアフリー 1 髙橋儀平:監修 小峰書店
さ 2916 0000189399 さがしてみよう!まちのバリアフリー 2 髙橋儀平:監修 小峰書店
さ 2917 0000189407 さがしてみよう!まちのバリアフリー 3 髙橋儀平:監修 小峰書店
さ 2918 0000189415 さがしてみよう!まちのバリアフリー 4 髙橋儀平:監修 小峰書店



児童書（書名による五十音リスト）

さ 2919 0000189423 さがしてみよう!まちのバリアフリー 5 髙橋儀平:監修 小峰書店
さ 2920 0000189431 さがしてみよう!まちのバリアフリー 6 髙橋儀平:監修 小峰書店
さ 2921 0000020768 さかなってなにさ こどものくに傑作絵本 １３ せなけいこ:作・絵 金の星社
さ 2922 0000163493 さかなとみずのいきもの フレーベル館の図鑑ナチュラ ６ 無藤隆:総監修 フレーベル館
さ 2923 0000047928 魚のおりがみ 新・おりがみランド 桃谷好英:著 誠文堂新光社
さ 2924 0000042713 魚の本 はじめての発見 4 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
さ 2925 0000050492 さかなは木にのぼる? こうどう どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
さ 2926 0000147132 さかなはさかな かえるのまねしたさかなのはなし レオ・レオニ:作 好学社
さ 2927 0000144162 坂本竜馬 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 １３ 横山充男:文 ポプラ社
さ 2928 0000168278 坂本龍馬 世界を夢見た幕末のヒーロー 伝記を読もう 1 榎本秋:文 あかね書房
さ 2929 0000039743 坂本竜馬 飛べ！ペガスス 時代を動かした人々 古川薫:著 小峰書店
さ 2930 0000044867 詐騎士 3 レジーナブックス かいとーこ:〔著〕 アルファポリス
さ 2931 0000039883 詐騎士 ４ レジーナブックス かいとーこ:〔著〕 アルファポリス
さ 2932 0000135210 さぎ師たちの空 心にのこる文学 ８ 那須正幹:作 ポプラ社
さ 2933 0000022426 さくら かがくのとも絵本 長谷川摂子:文 福音館書店
さ 2934 0000057570 さくら 原発被災地にのこされた犬たち 馬場国敏:作 金の星社
さ 2935 0000036566 サクラ・タイムトラベル 物語の王国 ２－６ 加部鈴子:作 岩崎書店
さ 2936 0000150201 さくらいろの季節 teens’ best selections 36 蒼沼洋人:著 ポプラ社
さ 2937 0000015099 鮭よ、もどってこい 鮭の産卵場をつくった人・青砥武平次 絵本ノンフィクション 22 近藤弘:作 岩崎書店
さ 2938 0000136580 ざしき童子(ボツコ)のはなし 宮沢賢治どうわえほん 4 宮沢賢治:作 講談社
さ 2939 0000029603 ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ １ 柏葉幸子:作 あかね書房
さ 2940 0000128538 ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ １ 柏葉幸子:作 あかね書房
さ 2941 0000001875 座敷わらしレストラン 怪談レストラン 47 かとうくみこ:絵 童心社
さ 2942 0000033324 ザスーラ クリス・バン・オールスバーグ:さく ほるぷ出版
さ 2943 0000037119 さすらいの旅 生きのびるために　続 デボラ・エリス:作 さ・え・ら書房
さ 2944 0000037895 幸子の庭 Ｙ．Ａ．Ｂｏｏｋｓ 本多明:著 小峰書店
さ 2945 0000150813 殺意 現代ミステリー短編集 7 松本清張:著 岩崎書店
さ 2946 0000053033 サツキマスのいた川 ふしぎなきっぷを手に、少年は過去の川へと旅立った 田口茂男:著 草土文化
さ 2947 0000008409 ざっくりぶうぶうがたがたごろろ はじめてよむ絵本 ７ かんべじゅんきち:ぶん 偕成社
さ 2948 0000134882 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉啓子:作 童心社
さ 2949 0000023721 殺人レストラン 怪談レストラン ３ たかいよしかず:絵 童心社
さ 2950 0000019547 さっちゃんの　まほうのて たばたせいいち:〔ほか〕共同制作 偕成社
さ 2951 0000145474 さっちゃんの　まほうのて たばたせいいち:〔ほか〕共同制作 偕成社
さ 2952 0000094128 サツマイモの絵本 そだててあそぼう 3 たけだひでゆき:へん 農山漁村文化協会
さ 2953 0000031708 サティさんはかわりもの Ｍ．Ｔ．アンダーソン:文 ＢＬ出版
さ 2954 0000136663 サトイモの絵本 そだててあそぼう 72 よしのひろみち:へん 農山漁村文化協会
さ 2955 0000136374 さとうきび畑の唄 遊川和彦:著 汐文社



児童書（書名による五十音リスト）

さ 2956 0000051656 サトウハチローものがたり ジュニア・ノンフィクション 35 楠木しげお:著 教育出版センター
さ 2957 0000026294 サトシくんとめんたくん ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ デハラユキノリ:さく 長崎出版
さ 2958 0000126029 さとり 日本の妖怪ぞろ～り 岡田ゆたか:脚本・画 童心社
さ 2959 0000018051 さとるのじてんしゃ 創作幼年童話選 ７ 大石真:さく 小峰書店
さ 2960 0000023085 さのまるのたいせつなたからもの あた。:イラスト ポプラ社
さ 2961 0000132555 サバイバー 地図にない島 1 旺文社創作児童文学 ゴードン・コーマン:作 旺文社
さ 2962 0000039719 サバイバー 地図にない島 ２ 旺文社創作児童文学 ゴードン・コーマン:作 旺文社
さ 2963 0000025353 さばうりとやまんば 日本の民話絵本 4 福島県 水谷章三:ぶん 第一法規
さ 2964 0000037911 サバクの虹 坪田譲治名作選 坪田譲治:作 小峰書店
さ 2965 0000031500 サバンナ決死の横断 マジック・ツリーハウス ６ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
さ 2966 0000032458 さびしいくま クレイ・カーミッシェル:作 ＢＬ出版
さ 2967 0000001313 さびしがりやのほたる 光る絵本 エリック・カール:さく 偕成社
さ 2968 0000027672 ざぼんじいさんのかきのき のびのび・えほん ４ すとうあさえ:文 岩崎書店
さ 2969 0000149492 さむがりやのサンタ 世界傑作絵本シリーズ レイモンド・ブリッグズ:さく・え 福音館書店
さ 2970 0000028720 さむがりやのねこ わたなべゆういち:作・絵 フレーベル館
さ 2971 0000027409 さむがりやのペンギン ２・３・４歳向け ディズニー名作アニメ ３５ 斎藤妙子:構成・文 講談社
さ 2972 0000117135 さめにのまれたゲンナさん ギャハハ!おなかがよじれる爆笑民話 やすいすえこ:文 教育画劇
さ 2973 0000145722 さようなら!盲導犬ベルナ 「目の見えない盲導犬」の巻 郡司ななえ:作 ハート出版
さ 2974 0000045120 さようなら、ありがとう、ぼくの友だち ペットを失ったあなたへ いのちのえほん 5 河原まり子:〔作〕 岩崎書店
さ 2975 0000027441 さようなら、ピー太 西村文:作 ＢＬ出版
さ 2976 0000004283 さよなら　さんかく わかやまけん:〔絵〕 こぐま社
さ 2977 0000062604 さよなら さんかく またきて しかく 松谷みよ子あかちゃんのわらべうた 5 松谷みよ子:文 偕成社
さ 2978 0000058289 さよならアンナ パピーウォーカーの十ヶ月 山口理:作 ひくまの出版
さ 2979 0000019471 さよならチワオ 絵本カーニバル ９ なりゆきわかこ:作 ポプラ社
さ 2980 0000017004 さよならなんてだいきらい レベッカ・ドーティ:作 ほるぷ出版
さ 2981 0000038463 さよならは霊界から 旺文社創作児童文学 中島信子:作 旺文社
さ 2982 0000027516 さよならをいえるまで マーガレット・ワイルド:ぶん 岩崎書店
さ 2983 0000049916 更級日記 くもんのまんが古典文学館 くもん出版
さ 2984 0000132183 サラスの旅 シヴォーン・ダウド:著 ゴブリン書房
さ 2985 0000020214 サラダ十勇士トマトマン チョウのドレス大さくせん 学研テレビ絵本 笹川ひろし:作 学研
さ 2986 0000007203 サラダとまほうのおみせ こどものとも傑作集 １１１ カズコ・Ｇ・ストーン:作 福音館書店
さ 2987 0000037184 皿と紙ひこうき 石井睦美:著 講談社
さ 2988 0000011536 サラのやくそく ティモシーとサラの絵本 ５ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
さ 2989 0000091660 サラバ! 下 西加奈子:著 小学館
さ 2990 0000029298 さらば、シッコザウルス おはなしトントン ２０ 服部千春:作 岩崎書店
さ 2991 0000036996 サリーおばさんとの一週間 ポリー・ホーヴァス:作 偕成社
さ 2992 0000181966 サリーのこけももつみ 大型絵本 ロバート・マックロスキー:文絵 岩波書店



児童書（書名による五十音リスト）

さ 2993 0000190561 サリバン先生 ヘレン・ケラーとともに歩んだ教育者 集英社版・学習漫画 奥良モト:漫画 集英社
さ 2994 0000043679 サル ちがいがわかる写真絵本シリーズ 増井光子:監修 金の星社
さ 2995 0000000299 さる・るるる 五味太郎:作・画 絵本館
さ 2996 0000011601 さるかに アニメむかしむかし絵本 ２ 谷真介:文 ポプラ社
さ 2997 0000165829 さるかに 日本むかし話 2 瀬川康男:絵 フレーベル館
さ 2998 0000146571 さるかにがっせん 紙芝居むかしばなし 第1集 長崎源之助:文 教育画劇
さ 2999 0000009340 サルくんとブタさん 音が見える絵本 たどころみなみ:さく・え 汐文社
さ 3000 0000015024 さるじぞう 日本みんわ絵本 鈴木喜代春:ぶん ほるぷ出版
さ 3001 0000010280 さるじぞう 日本みんわ絵本 鈴木喜代春:ぶん ほるぷ出版
さ 3002 0000100834 サルとカニのもちつき ギャハハ!おなかがよじれる爆笑民話 吉田タキノ:文 教育画劇
さ 3003 0000020198 さるのいきぎも にほんむかしばなし 岩崎京子:文 フレーベル館
さ 3004 0000036848 さるのこしかけ 宮沢賢治名作絵本 宮沢賢治:作 小学館
さ 3005 0000050872 サルはとぶことができる? からだのうごき どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
さ 3006 0000170407 さわってたのしむどうぶつずかん てんじつきさわるえほん ドーリング・キンダースリー社編集部:企画・編集 ＢＬ出版
さ 3007 0000127639 さわる・五感の本 はじめての発見 22 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
さ 3008 0000036871 三国志 子ども版 １ 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3009 0000041558 三国志 子ども版 10 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3010 0000036863 三国志 子ども版 ２ 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3011 0000041616 三国志 子ども版 5 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3012 0000041590 三国志 子ども版 6 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3013 0000041582 三国志 子ども版 7 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3014 0000041608 三国志 子ども版 8 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3015 0000041574 三国志 子ども版 9 〔羅貫中:原著〕 あすなろ書房
さ 3016 0000135814 参上!ズッコケ忍者軍団 新・こども文学館 37 那須正幹:作 ポプラ社
さ 3017 0000135806 参上!ズッコケ忍者軍団 新・こども文学館 37 那須正幹:作 ポプラ社
さ 3018 0000051102 山椒大夫・高瀬舟 アイドル・ブックス 14 森鴎外:著 ポプラ社
さ 3019 0000051094 三四郎 アイドル・ブックス 16 夏目漱石:著 ポプラ社
さ 3020 0000172825 算数が好きになるパズルもっとろじか～る 小学1年～小学4年 算数パズル開発室:著 世界文化社
さ 3021 0000177485 山賊の娘ローニャ 下 角川アニメ絵本 宮崎吾朗:監督 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
さ 3022 0000177477 山賊の娘ローニャ 上 角川アニメ絵本 宮崎吾朗:監督 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
さ 3023 0000125245 サンタクマーズがこないわけ 四季の行事シリーズ 塩田守男:作画 教育画劇
さ 3024 0000026138 サンタクロースっているんでしょうか？ 〔フランシス＝Ｐ＝チャーチ:著〕 偕成社
さ 3025 0000181263 サンタクロースとこぎつね 香山彬子:作 佑学社
さ 3026 0000008516 サンタクロースと小人たち マウリ＝クンナス:作 偕成社
さ 3027 0000124883 サンタクロースのおくりもの クリスマス 行事むかしばなし 東川洋子:文 教育画劇
さ 3028 0000009845 サンタクロースのすてきな道具の絵本 奥井ゆみ子:作・絵 ブックローン出版
さ 3029 0000039958 サンタクロースの冒険 ライマン・フランク・ボーム:作 扶桑社



児童書（書名による五十音リスト）

さ 3030 0000011502 サンタさんからきたてがみ 《こどものとも》傑作集 １１５ たんのゆきこ:さく 福音館書店
さ 3031 0000009134 サンタさんだよかえるくん わたしのえほん 塩田守男:え ＰＨＰ研究所
さ 3032 0000008797 サンタさんといっしょに クリスマスのおはなし 行事のえほん １０ あまんきみこ:作 教育画劇
さ 3033 0000168864 サンタになった魔法使い ～ドクター・カナイと仲間たち～ 綱島　洋一 中西出版
さ 3034 0000176867 サンタになった魔法使い ドクター・カナイと仲間たち 綱島洋一 中西出版
さ 3035 0000009449 サンタのなつやすみ レイモンド・ブリッグズ:さく あすなろ書房
さ 3036 0000002170 さんにんサンタ いとうひろし:作 絵本館
さ 3037 0000135152 三年三組三銃士 創作こどもクラブ ６ 川村たかし:さく 偕成社
さ 3038 0000016535 三ねんねたろう むかしむかし絵本 ８ おおかわえっせい:ぶん ポプラ社
さ 3039 0000009704 さんびきのくま イギリスの昔話より 世界名作えほんライブラリー １７ 神沢利子:文 フレーベル館
さ 3040 0000181479 三びきのこぶた イギリスの昔話 こどものとも絵本 瀬田貞二:やく 福音館書店
さ 3041 0000131524 三びきのこぶた 学研・ひとりよみ名作 １１ ジェイコブス:さく 学研
さ 3042 0000168534 三びきのこぶた 世界の名作 第1集 川崎大治:脚本 童心社
さ 3043 0000010652 三びきのやぎのがらがらどん アスビョルンセンとモーの北欧民話 世界傑作絵本シリーズ マーシャ・ブラウン:え 福音館書店
さ 3044 0000003707 サンポくんのたび えほん・ハートランド ３ たたらなおき:作・絵 岩崎書店
さ 3045 0000192641 三枚のお札 まんが日本昔ばなし 愛企画センター 二見書房
さ 3046 0000009019 さんまいのおふだ 新潟の昔話 こどものとも傑作集 ６９ 水沢謙一:再話 福音館書店
さ 3047 0000014746 さんまいのおふだ 松谷みよ子むかしばなし 松谷みよ子:〔作〕 童心社
さ 3048 0000030031 三塁打だよ、かぎばあさん あたらしい創作童話 ５１ 手島悠介:作 岩崎書店
さ 3049 0000030049 三塁打だよ、かぎばあさん あたらしい創作童話 ５１ 手島悠介:作 岩崎書店
し 3050 0000029793 しあわせ あなたへ ５ レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
し 3051 0000128496 幸せな捨て犬ウォリ 日本とぜんぜん違うオーストリアのお話 マルコ・ブルーノ:作 ハート出版
し 3052 0000008904 しあわせの３つのおしえ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 エマ・チチェスター・クラーク:さく 評論社
し 3053 0000019166 しあわせの青信号 「涙が出るほどいい話」の絵本 たかいひろこ:絵 河出書房新社
し 3054 0000017012 しあわせのおうじ 世界名作えほんライブラリー ２０ オスカー・ワイルド:原作 フレーベル館
し 3055 0000170936 しあわせの牛乳 牛もしあわせ!おれもしあわせ! ポプラ社ノンフィクション 30 佐藤慧:著 ポプラ社
し 3056 0000150573 しあわせの子犬たち 文研ブックランド メアリー・ラバット:作 文研出版
し 3057 0000058917 しあわせのバトンタッチ 障がいを負った犬・未来、学校へ行く イワサキ・ノンフィクション １６ 今西乃子:著 岩崎書店
し 3058 0000015347 しあわせミシュカ 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社
し 3059 0000019018 飼育係長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしながこうたく:さく 長崎出版
し 3060 0000186585 飼育と観察 小学館の図鑑NEO 15 筒井学:〔ほか〕指導・執筆・監修 小学館
し 3061 0000050450 飼育と観察百科 自由研究にバッチリ役立つ! 別冊家庭画報 世界文化社
し 3062 0000019364 ジークの魔法のハーモニカ ウィリアム・スタイグ:作 セーラー出版
し 3063 0000124925 じいさまときつね 日本民話かみしばい選 増田尚子:脚本 童心社
し 3064 0000128918 しいちゃんと赤い毛糸 旺文社創作童話 安房直子:作 旺文社
し 3065 0000011114 しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ:作 偕成社
し 3066 0000146068 シーラカンスとぼくらの冒険 スプラッシュ・ストーリーズ 10 歌代朔:作 あかね書房



児童書（書名による五十音リスト）

し 3067 0000032466 シールの星 岡田淳:作 偕成社
し 3068 0000136341 ジェインのもうふ アメリカのどうわ アーサー＝ミラー:作 偕成社
し 3069 0000037101 ジェンナ 奇跡を生きる少女 ＳＵＰＥＲ！ＹＡ メアリ・Ｅ・ピアソン:著 小学館
し 3070 0000011288 ジオジオのかんむり こどものとも傑作集 １９ 岸田衿子:作 福音館書店
し 3071 0000009027 ジオジオのかんむり こどものとも傑作集 １９ 岸田衿子:作 福音館書店
し 3072 0000156539 しかえしはおばけラーメン! ポプラ社の新・小さな童話 214 むらいかよ:著 ポプラ社
し 3073 0000173047 鹿踊りのはじまり 宮沢賢治 偕成社
し 3074 0000150284 四角いクラゲの子 えほんのもり 今江祥智:文 文研出版
し 3075 0000143917 シカクだいおうとハナクソ・マルメル はれぶたぶんこ 5 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
し 3076 0000173070 鹿よおれの兄弟よ 世界傑作絵本シリーズ 神沢利子:作 福音館書店
し 3077 0000138875 時間をまきもどせ! ナンシー・エチメンディ:作 徳間書店
し 3078 0000134833 ジキルとハイド どきどきミステリーランド ６ Ｒ・スチーブンソン:作 金の星社
し 3079 0000131425 ジキル博士とハイド氏 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １３　イギリス編 スチーブンソン:原作 金の星社
し 3080 0000134635 時空大明神さま ペップ21世紀ライブラリー 8 内田庶:作 ペップ出版
し 3081 0000144204 時空ハンターＹＵＫＩ １ カラフル文庫 あさのあつこ:作 ジャイブ
し 3082 0000150730 時空ハンターYUKI 2 カラフル文庫 あさのあつこ:作 ジャイブ
し 3083 0000026666 しげちゃん 室井滋:作 金の星社
し 3084 0000184143 しげちゃんとじりつさん 室井滋:作 金の星社
し 3085 0000006395 しげみむらおいしいむら こどものとも傑作集 カズコ・Ｇ．ストーン:さく 福音館書店
し 3086 0000032714 地獄からもどった黒ねこ 平成うわさの怪談 ５ 木暮正夫:編 岩崎書店
し 3087 0000032920 地獄堂霊界通信 ２Ｖｏｌ．１ ミステリー＆ホラー文学館 ７ 香月日輪:作 ポプラ社
し 3088 0000008888 じごくのそうべえ 桂米朝・上方落語・地獄八景より 童心社の絵本 3 田島征彦:作 童心社
し 3089 0000127134 地獄の使いをよぶ呪文 悪魔と魔女の13の話 プロイスラーの昔話 オトフリート・プロイスラー:作 小峰書店
し 3090 0000177113 地獄のラビリンス 妖怪コロキューブ グループＳＮＥ:著 学研教育出版
し 3091 0000053074 じごくへいった三人 行事むかしむかし 8月 お盆のはなし 谷真介:文 佼成出版社
し 3092 0000021634 地獄レストラン 怪談レストラン ２０ たかいよしかず:絵 童心社
し 3093 0000146985 地獄レストラン 怪談レストラン 20 たかいよしかず:絵 童心社
し 3094 0000179911 地獄レストラン 怪談レストラン ２０ たかいよしかず:絵 童心社
し 3095 0000052647 しごとば 鈴木のりたけ:作 ブロンズ新社
し 3096 0000024489 しごとば 続 鈴木のりたけ:作 ブロンズ新社
し 3097 0000052977 しごとば 続々 しごとばシリーズ 3 鈴木のりたけ:作 ブロンズ新社
し 3098 0000052654 しごとば 東京スカイツリー しごとばシリーズ 4 鈴木のりたけ:作 ブロンズ新社
し 3099 0000009720 ししときつね 日本みんわ絵本 岩崎京子:ぶん ほるぷ出版
し 3100 0000009993 ししまいのなつ いわき市平沼ノ内地区の三匹獅子舞 さとうえりこ
し 3101 0000040469 死者からの声 海外ＳＦミステリー傑作選 １７ Ｒ・ハギンズ:原作 国土社
し 3102 0000040519 死者のしかえし 世界こわい話ふしぎな話傑作集 １７　フランス編 レイ:ほか原作 金の星社
し 3103 0000130807 地しんなんかにまけないぞ １ねん１くみ子どもの詩の本 鹿島和夫:編 理論社



児童書（書名による五十音リスト）

し 3104 0000052811 じしんのえほん こんなときどうするの? 国崎信江:作 ポプラ社
し 3105 0000177931 地震のはなしを聞きに行く 父はなぜ死んだのか 須藤文音:文 偕成社
し 3106 0000038158 地震のひみつ 学研まんがひみつシリーズ ４２ 学研
し 3107 0000012146 しずかなおはなし 世界傑作絵本シリーズ サムイル・マルシャーク:ぶん 福音館書店
し 3108 0000023770 しずくちゃん １１ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3109 0000028753 しずくちゃん １２ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3110 0000055343 しずくちゃん １３ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3111 0000055335 しずくちゃん １４ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3112 0000055368 しずくちゃん １６ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3113 0000055327 しずくちゃん １７ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3114 0000021691 しずくちゃん １８ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3115 0000021717 しずくちゃん ２１ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3116 0000055319 しずくちゃん ２２ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3117 0000088021 しずくちゃん ２３ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3118 0000091744 しずくちゃん 24 ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3119 0000183707 しずくちゃん 28 ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3120 0000169193 しずくちゃん 29 ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3121 0000067645 しずくちゃん ３ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3122 0000185587 しずくちゃん 31 ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3123 0000055384 しずくちゃん ５ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3124 0000148734 しずくちゃん 8 ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3125 0000055376 しずくちゃん ９ ぎぼりつこ:作・絵 岩崎書店
し 3126 0000028779 しずくちゃんたのしいまちがいさがし・めいろあそび ぎぼりつこ:絵 学研
し 3127 0000017822 しずくちゃんまちがいさがし! ぎぼりつこ:絵 主婦と生活社
し 3128 0000013086 しずくのぼうけん 世界傑作絵本シリーズ マリア・テルリコフスカ:さく 福音館書店
し 3129 0000127001 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ:作 文研出版
し 3130 0000188649 しぜん アラン・グレのABCえほん 3 アラン・グレ:作 あすなろ書房
し 3131 0000017350 自然遺産の迷路 屋久島発世界一周旅行へ 香川元太郎:作・絵 ＰＨＰ研究所
し 3132 0000128363 自然観察ハンドブック フィールドガイドシリーズ １ 日本自然保護協会:編集・監修 平凡社
し 3133 0000048009 自然の中の人間シリーズ 川と人間編 8 農山漁村文化協会
し 3134 0000052530 自然の中の人間シリーズ 昆虫と人間編 3 農林水産省農林水産技術会議事務局:監修 農山漁村文化協会
し 3135 0000048041 自然の中の人間シリーズ 花と人間編 1 農林水産省農林水産技術会議事務局:監修 農山漁村文化協会
し 3136 0000095398 下からよんでもきつねつき 石井信彦:作 偕成社
し 3137 0000124339 したきりすずめ 紙芝居むかしばなし 第1集 安田浩:文 教育画劇
し 3138 0000012237 したきりすずめ 日本傑作絵本シリーズ 石井桃子:再話 福音館書店
し 3139 0000165761 したきりすずめ 日本むかし話 8 瀬川康男:絵 フレーベル館
し 3140 0000135590 したきりすずめ 松谷みよ子むかしばなし 松谷みよ子:〔作〕 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

し 3141 0000064758 したく あかちゃんのえほん ヘレン・オクセンバリー:作 文化出版局
し 3142 0000008276 したのどうぶつえん あきびんご:作 くもん出版
し 3143 0000170928 しだれ桜のゴロスケ 文研じゅべにーる 熊谷千世子:作 文研出版
し 3144 0000007146 七・五・三きょうだい 七五三のおはなし 行事のえほん ９ なかえよしを:作 教育画劇
し 3145 0000018036 七海と大地のちいさなはたけ 秋のかいぞく おはなしボンボン １５ 最上一平:作 ポプラ社
し 3146 0000117093 七五三おめでとう あたらしい行事紙芝居 第2集 安田浩:作 教育画劇
し 3147 0000125393 七どぎつね 紙芝居おおわらい落語劇場 桂文我:脚本 童心社
し 3148 0000014654 七ふくじんとおしょうがつ 行事の由来えほん 山末やすえ:作 教育画劇
し 3149 0000016451 七わのからす グリム童話 世界傑作絵本シリーズ グリム:〔原作〕 福音館書店
し 3150 0000059030 実験犬ラッキー ボクたち友だちなのに、なぜ? 桑原崇寿:作 ハート出版
し 3151 0000136143 知っているときっと役に立つ四字熟語クイズ109 大原綾子:著 黎明書房
し 3152 0000043885 知っておきたい子どものアレルギー 3 向山徳子:監修 汐文社
し 3153 0000053348 知ってそなえよう!地震と津波 ナマズ博士が教えるしくみとこわさ 知の森絵本 都司嘉宣:監修 素朴社
し 3154 0000032995 詩ってなんだろう 谷川俊太郎:〔編〕著 筑摩書房
し 3155 0000206920 室内遊び・ゲームワンダーランド 木村研 いかだ社
し 3156 0000021410 しっぱいにかんぱい！ 宮川ひろ:作 童心社
し 3157 0000032573 じっぽ まいごのかっぱはくいしんぼう あかね創作読物シリーズ ２２ たつみや章:作 あかね書房
し 3158 0000035139 じっぽ まいごのかっぱはくいしんぼう あかね創作読物シリーズ ２２ たつみや章:作 あかね書房
し 3159 0000009738 しっぽのつり 日本みんわ絵本 水谷章三:ぶん ほるぷ出版
し 3160 0000023119 しっぽを出したお月さま 旺文社創作童話 西本鶏介:さく 旺文社
し 3161 0000025452 しでむし 舘野鴻:作絵 偕成社
し 3162 0000172015 自転車交通ルール漫画読本 自転車交通ルールを学ぼう! 公益財団法人　自転車駐車場整備センター 有限会社サン・ネット
し 3163 0000033019 じてんしゃにのるひとまねこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
し 3164 0000182220 じてんしゃにのるひとまねこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
し 3165 0000064477 じどうしゃ Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
し 3166 0000132621 じどうしゃの本 はじめての発見 20 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
し 3167 0000131086 死なないで！ １９４５年真岡郵便局「九人の乙女」 川嶋康男:文 農山漁村文化協会
し 3168 0000049379 死神レストラン 怪談レストラン 32 たかいよしかず:絵 童心社
し 3169 0000151704 死神レストラン 怪談レストラン 32 たかいよしかず:絵 童心社
し 3170 0000127829 地の掟月のまなざし たつみや章:作 講談社
し 3171 0000024521 死の影レストラン 怪談レストラン ４４ かとうくみこ:絵 童心社
し 3172 0000032417 死の影レストラン 怪談レストラン 44 かとうくみこ:絵 童心社
し 3173 0000064188 じのないえほん ブルーナのたのしいべんきょう ４ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
し 3174 0000170456 しのぶ・あだたらのむかしばなし 麦わらぼうしの会:著 歴史春秋出版
し 3175 0000016543 しばいのすきなえんまさん 日本みんわ絵本 渋谷勲:ぶん ほるぷ出版
し 3176 0000047951 しばわんこの今日は佳き日 しばわんこの和のこころシリーズ 川浦良枝:絵と文 白泉社
し 3177 0000047746 しばわんこの和のこころ 川浦良枝:絵と文 白泉社



児童書（書名による五十音リスト）

し 3178 0000015859 じひびき 絵本アフリカのどうぶつたち 第２集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
し 3179 0000053736 指標生物 自然をみるものさし フィールドガイドシリーズ 3 日本自然保護協会:編集・監修 平凡社
し 3180 0000134262 渋沢栄一のこころざし ジュニア・ノンフィクション 山岸達児:著 銀の鈴社
し 3181 0000037028 シフト ジェニファー・ブラッドベリ:著 福音館書店
し 3182 0000134106 じぶん あなたへ 9 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
し 3183 0000037770 じぶんでウンチできたとき ユーモア詩のえほん・かぞくのうた ５ 伊藤英治:編 岩崎書店
し 3184 0000045666 自分をまもる本 いじめ、もうがまんしない ローズマリー・ストーンズ:著 晶文社
し 3185 0000019257 シマウマだけどウサギ 本信公久:著 くもん出版
し 3186 0000039321 シマが基地になった日 沖縄伊江島二度めの戦争 ノンフィクション知られざる世界 真鍋和子:著 金の星社
し 3187 0000012633 しましまちゃんはおにいちゃん 学研ｆａｎｆａｎファンタジー 白井三香子:作 学研
し 3188 0000050138 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本純郎:ぶん 福音館書店
し 3189 0000053280 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本純郎:ぶん 福音館書店
し 3190 0000042127 しまふくろうとならの木 新選・子どもの文学 7 日本児童文学者協会:編 小峰書店
し 3191 0000035121 ジミーとジャネット、ふたりはふたご おはなしはらっぱ ５ Ｂ．クリアリー:作 あかね書房
し 3192 0000052688 しもばしら かがくのとも傑作集 野坂勇作:さく 福音館書店
し 3193 0000027318 しもやけぐま 今江祥智:ぶん 草土文化
し 3194 0000064543 じゃあじゃあびりびり まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ:作・絵 偕成社
し 3195 0000150805 シャーロック・ホームズ くちびるのねじれた男他 世界の名探偵 2 コナン・ドイル:作 岩崎書店
し 3196 0000036905 シャーロック・ホームズには負けない 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン:作 文研出版
し 3197 0000058206 シャイはどこへ行った？ ハッピーハウス命の物語 沢田俊子:作 汐文社
し 3198 0000168211 ジャガーとのやくそく アラン・ラビノヴィッツ:作 あかね書房
し 3199 0000132050 じゃがいぬくん 4 すぎやままさこ:著 ブロンズ新社
し 3200 0000136689 ジャガイモの絵本 そだててあそぼう 4 よしだみのる:へん 農山漁村文化協会
し 3201 0000035055 ジャコのお菓子な学校 文研じゅべにーる ラッシェル・オスファテール:作 文研出版
し 3202 0000169607 写真絵本国境なき医師団 1 国境なき医師団日本:監修 大月書店
し 3203 0000054106 写真でわかるぼくらのイネつくり 1 農文協:編 農山漁村文化協会
し 3204 0000052621 写真でわかるぼくらのイネつくり 2 農文協:編 農山漁村文化協会
し 3205 0000054098 写真でわかるぼくらのイネつくり 3 農文協:編 農山漁村文化協会
し 3206 0000054056 写真でわかるぼくらのイネつくり 4 農文協:編 農山漁村文化協会
し 3207 0000044156 写真でわかるぼくらのイネつくり ５ 農文協:編 農山漁村文化協会
し 3208 0000020420 ジャッキーのちいさなおはなし Ｐｉｃｔ．ｂｏｏｋ あだちなみ:絵 ブロンズ新社
し 3209 0000021485 ジャックとまめのき イギリスの昔話より 世界名作えほんライブラリー ２ 早野美智代:文 フレーベル館
し 3210 0000167635 ジャックとまめのき 世界の名作 第1集 堀尾青史:脚本 童心社
し 3211 0000011205 しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー:作 セーラー出版
し 3212 0000136820 ジャムの絵本 つくってあそぼう 9 こしみずまさみ:へん 農山漁村文化協会
し 3213 0000022665 しゃもじいさん かとうまふみ:作 あかね書房
し 3214 0000051003 斜陽 走れメロス アイドルブックス 23 太宰治:〔著〕 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

し 3215 0000051052 車輪の下 アイドルブックス 27 ヘレマン・ヘッセ:〔著〕 ポプラ社
し 3216 0000033761 ジャレットとバラの谷の魔女 ポプラ物語館 ３１ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
し 3217 0000177881 ジャレットのきらきら魔法 ポプラ物語館 65 あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
し 3218 0000055608 ジャングルの掟 マジック・ツリーハウス 10 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
し 3219 0000062935 シャンプーだいすき あかちゃんのあそびえほん ８ きむらゆういち:さく 偕成社
し 3220 0000144139 自由研究子どもができる環境チェック 少年少女新聞編集部:編 新日本出版社
し 3221 0000049106 自由研究わくわく探検大図鑑 ＡＤＶＥＮＴＵＲＥ　ＰＡＬ 小学館
し 3222 0000147710 十五少年漂流記 世界名作童話全集 37 ジュール・ヴェルヌ:〔著〕 ポプラ社
し 3223 0000021923 十五夜お月さん 秋・９月の星 チロの星空カレンダー ９ 藤井旭:著 ポプラ社
し 3224 0000151423 十力の金剛石 宮沢賢治:文 福武書店
し 3225 0000053157 十二支のはじまり 行事むかしむかし 十二支のはなし 谷真介:文 佼成出版社
し 3226 0000014613 十二支のはじまり 日本の民話えほん 岩崎京子:文 教育画劇
し 3227 0000017210 十二支のはじまり 日本の民話えほん 岩崎京子:文 教育画劇
し 3228 0000034991 ジュウベエと幽霊とおばあちゃん 文研ブックランド 川越文子:作 文研出版
し 3229 0000132241 シューベルト 歌曲の王といわれるオーストリアの作曲家 伝記世界の作曲家 ５ バリー・カーソン・ターナー:著 偕成社
し 3230 0000182824 十万本の矢 三国志絵本 大型絵本 唐亜明:文 岩波書店
し 3231 0000039362 自由をわれらに アミスタッド号事件 ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ ウォルター・ディーン・マイヤーズ:作 小峰書店
し 3232 0000006155 しゅくだい えほんのマーチ ５ 宗正美子:原案 岩崎書店
し 3233 0000006502 しゅくだい えほんのマーチ ５ 宗正美子:原案 岩崎書店
し 3234 0000030247 しゅくだい、なくします！ ママとパパとわたしの本 ２２ ごとうりゅうじ:さく ポプラ社
し 3235 0000172122 宿題ロボット、ひろったんですけど スプラッシュ・ストーリーズ 29 トーマス・クリストス:作 あかね書房
し 3236 0000032805 塾の帰りはおばけ屋敷 学校の怪談 7 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
し 3237 0000184366 じゅげむ 落語絵本 4 川端誠:〔作〕 クレヨンハウス
し 3238 0000171512 ジュゴンはなぜ死ななければならなかったのか ノンフィクション知られざる世界 真鍋和子:著 金の星社
し 3239 0000050146 しゅつどう!!消防自動車 消防とレスキューのすべてがわかるはく力のかつどうを感じてみよう! ぼくは運転手 3 成美堂出版編集部:編 成美堂出版
し 3240 0000151746 出動!災害救助犬トマト 新潟の人々とペットを救った名犬物語 池田まき子:作 ハート出版
し 3241 0000013821 しゅっぱつ　しんこう！ のりものえほん １０ 三田村信行:ぶん 小峰書店
し 3242 0000005348 しゅっぱつ　しんこう！ 福音館の幼児絵本 山本忠敬:さく 福音館書店
し 3243 0000162016 しゅっぱつ しんこう! 福音館の幼児絵本 山本忠敬:さく 福音館書店
し 3244 0000052498 しゅっぱつしんこう!電車の運転席 ゴールデンブック フォト・クリエーション:写真 講談社
し 3245 0000149385 ジュディ・モードの独立宣言 ジュディ・モードとなかまたち ６ メーガン・マクドナルド:作 小峰書店
し 3246 0000187724 ジュニア版もっと知りたい世界の美術 1 金子信久:監修 東京美術
し 3247 0000187716 ジュニア版もっと知りたい世界の美術 2 東京美術
し 3248 0000187708 ジュニア版もっと知りたい世界の美術 3 東京美術
し 3249 0000187765 ジュニア版もっと知りたい世界の美術 4 東京美術
し 3250 0000188615 ジュマンジ クリス・ヴァン・オールズバーグ:作 あすなろ書房
し 3251 0000185702 しゅんかん図鑑 そうだったのか! 伊知地国夫:写真 小学館



児童書（書名による五十音リスト）

し 3252 0000144121 瞬間接着剤で目をふさがれた犬純平 人に傷つけられたのに、いまは人の心を救う! 関朝之:作 ハート出版
し 3253 0000117176 ジュンペイのウンチ うんちのはなし 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 清水道尾:作 教育画劇
し 3254 0000165662 女王さまのぼうし 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・アントニー:さく 評論社
し 3255 0000049411 女王さまのむらさきの魔法 ポプラ物語館 41 あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
し 3256 0000048496 障害を知る本 子どものためのバリアフリーブック ８ 稲沢潤子:文 大月書店
し 3257 0000014779 小学館世界の名作 ２ 小学館
し 3258 0000171843 小学館版 学習まんが人物館 ヘレンケラー 加覧俊吉
し 3259 0000049643 小学生の100円ショップ大実験 100円グッズでアイデア科学実験 学研
し 3260 0000050476 小学生のアイデア工作 リサイクル・ネイチャー素材で作る 学研
し 3261 0000050542 小学生のキッチンでおやつマジック 実験しながら、おやつが作れる! 村上祥子:料理製作・監修 学研
し 3262 0000155788 小学生のキッチンでかんたん実験60 親子で楽しく遊びながら、学べる! 学研
し 3263 0000044768 小学生の自由工作 ５，６年生 成美堂出版編集部:編 成美堂出版
し 3264 0000048785 小学生のための漢字をおぼえる辞典 尾上兼英:監修 旺文社
し 3265 0000050377 小学生のための言志四録 やる気がでてくる いわむら一斎塾:編著 ＰＨＰ研究所
し 3266 0000148361 小学生の星空めぐり 1 前川光:著 大日本図書
し 3267 0000134684 小学生の星空めぐり ２ 前川光:著 大日本図書
し 3268 0000047332 小学生の星空めぐり 3 前川光:著 大日本図書
し 3269 0000050666 小学生の星空めぐり 4 前川光:著 大日本図書
し 3270 0000137851 小学生の星空めぐり 5 前川光:著 大日本図書
し 3271 0000144741 小学生の星空めぐり ６ 前川光:著 大日本図書
し 3272 0000023564 小学生のまんが漢字辞典 加納喜光:監修 学研
し 3273 0000145698 小学生のまんが慣用句辞典 金田一秀穂:監修 学研
し 3274 0000163543 小学生のまんが敬語辞典 山本真吾:監修 学研
し 3275 0000163642 小学生のまんが言葉のきまり辞典 金田一秀穂:監修 学研
し 3276 0000041822 小学生のまんがことわざ辞典 金田一春彦:監修 学研
し 3277 0000181255 小学生のまんが俳句辞典 藤井圀彦:監修 学研
し 3278 0000149138 小学生のまんが百人一首辞典 神作光一:監修 学研
し 3279 0000149377 小学生のまんが方言辞典 金田一春彦:監修 学研
し 3280 0000163576 小学生のまんが四字熟語辞典 金田一春彦:監修 学研
し 3281 0000166363 小学生まじょのふしぎなぼうし 中島和子:作 金の星社
し 3282 0000184523 小学校がなくなる! 文研ブックランド 麻生かづこ:作 文研出版
し 3283 0000165886 小学校の秘密の通路 カメレオンのレオン 岡田淳:作 偕成社
し 3284 0000172890 小学校理科やってみよう!楽しい自由研究 森本信也:編 東洋館出版社
し 3285 0000011668 しょうがパンぼうや ポール・ガルドン:さく ほるぷ出版
し 3286 0000016600 小公子セディ 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
し 3287 0000034249 小公子と若松賤子 三橋正雄有我敏男
し 3288 0000150714 小公女 少年少女世界名作の森 6 フランシス・Ｅ・Ｈ・バーネット:〔著〕 集英社



児童書（書名による五十音リスト）

し 3289 0000010637 小公女（プリンセス）セーラ 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
し 3290 0000124289 しょうじきこぞうさん ギャハハ!おなかがよじれる爆笑民話 松岡節:文 教育画劇
し 3291 0000125450 しょうじきなきこり 紙しばい名作選 イソップ:原作 童心社
し 3292 0000035675 少女おけい 日本人初の海外移民 鶴賀イチ:文 歴史春秋出版
し 3293 0000034884 少女海賊ユーリ 〔６〕 みおちづる:作 童心社
し 3294 0000064626 じょうずじょうず まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ:作・絵 偕成社
し 3295 0000029264 商人とオウム ペルシャのおはなし 〔ルーミー:原作〕 光村教育図書
し 3296 0000041004 少年少女古典文学館 １ 講談社
し 3297 0000041087 少年少女古典文学館 １０ 講談社
し 3298 0000041277 少年少女古典文学館 １３ 講談社
し 3299 0000041046 少年少女古典文学館 １４ 講談社
し 3300 0000041061 少年少女古典文学館 15 講談社
し 3301 0000041103 少年少女古典文学館 17 講談社
し 3302 0000041293 少年少女古典文学館 18 講談社
し 3303 0000041319 少年少女古典文学館 20 講談社
し 3304 0000041244 少年少女古典文学館 ２１ 講談社
し 3305 0000041301 少年少女古典文学館 23 講談社
し 3306 0000040956 少年少女古典文学館 ２４ 講談社
し 3307 0000040964 少年少女古典文学館 ２５ 講談社
し 3308 0000041210 少年少女古典文学館 ３ 講談社
し 3309 0000041186 少年少女古典文学館 4 講談社
し 3310 0000041269 少年少女古典文学館 ５ 講談社
し 3311 0000041251 少年少女古典文学館 ６ 講談社
し 3312 0000041178 少年少女古典文学館 7 講談社
し 3313 0000041137 少年少女古典文学館 8 講談社
し 3314 0000040089 少年少女世界文学館 １１ 講談社
し 3315 0000041145 少年少女世界文学館 19 井上靖:企画編集 講談社
し 3316 0000181248 少年少女日本の歴史 1 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3317 0000023838 少年少女日本の歴史 １０ 小学館版学習まんが 小学館
し 3318 0000060616 少年少女日本の歴史 11 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3319 0000146092 少年少女日本の歴史 12 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3320 0000103705 少年少女日本の歴史 13 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3321 0000151043 少年少女日本の歴史 14 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3322 0000151035 少年少女日本の歴史 15 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3323 0000180653 少年少女日本の歴史 16 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3324 0000149393 少年少女日本の歴史 １７ 小学館版学習まんが 小学館
し 3325 0000156224 少年少女日本の歴史 18 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
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し 3326 0000060582 少年少女日本の歴史 19 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3327 0000180661 少年少女日本の歴史 2 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3328 0000146035 少年少女日本の歴史 20 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3329 0000151076 少年少女日本の歴史 3 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3330 0000180646 少年少女日本の歴史 4 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3331 0000147777 少年少女日本の歴史 5 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3332 0000180679 少年少女日本の歴史 6 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3333 0000099986 少年少女日本の歴史 ７ 小学館版学習まんが 小学館
し 3334 0000151068 少年少女日本の歴史 8 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3335 0000151050 少年少女日本の歴史 9 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3336 0000146399 少年少女日本の歴史 別巻1 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3337 0000143776 少年少女日本の歴史 別巻2 小学館版学習まんが 児玉幸多:監修 小学館
し 3338 0000131482 少年少女日本文学館 １ 講談社
し 3339 0000131375 少年少女日本文学館 １０ 講談社
し 3340 0000041079 少年少女日本文学館 １１ 講談社
し 3341 0000041202 少年少女日本文学館 １２ 講談社
し 3342 0000131318 少年少女日本文学館 １３ 講談社
し 3343 0000041194 少年少女日本文学館 14 講談社
し 3344 0000041053 少年少女日本文学館 15 講談社
し 3345 0000041038 少年少女日本文学館 １６ 講談社
し 3346 0000041327 少年少女日本文学館 17 講談社
し 3347 0000131433 少年少女日本文学館 １８ 講談社
し 3348 0000131326 少年少女日本文学館 １９ 講談社
し 3349 0000041285 少年少女日本文学館 ２０ 講談社
し 3350 0000068726 少年少女日本文学館 21 講談社
し 3351 0000041350 少年少女日本文学館 22 講談社
し 3352 0000041343 少年少女日本文学館 23 講談社
し 3353 0000131268 少年少女日本文学館 ２４ 講談社
し 3354 0000041335 少年少女日本文学館 25 講談社
し 3355 0000040998 少年少女日本文学館 ２６ 講談社
し 3356 0000041160 少年少女日本文学館 ２７ 講談社
し 3357 0000041129 少年少女日本文学館 ２８ 講談社
し 3358 0000041228 少年少女日本文学館 ２９ 講談社
し 3359 0000041152 少年少女日本文学館 ３ 講談社
し 3360 0000041236 少年少女日本文学館 ３０ 講談社
し 3361 0000041111 少年少女日本文学館 ４ 講談社
し 3362 0000041012 少年少女日本文学館 5 講談社
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し 3363 0000131441 少年少女日本文学館 ７ 講談社
し 3364 0000040980 少年少女日本文学館 8 講談社
し 3365 0000040972 少年少女日本文学館 9 講談社
し 3366 0000131417 少年少女日本文学館 ９ 講談社
し 3367 0000041392 少年探偵 1 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3368 0000041400 少年探偵 10 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3369 0000041384 少年探偵 11 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3370 0000042465 少年探偵 12 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3371 0000041459 少年探偵 13 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3372 0000041475 少年探偵 15 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3373 0000037887 少年探偵 １６ 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3374 0000041525 少年探偵 17 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3375 0000037879 少年探偵 １８ 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3376 0000041491 少年探偵 19 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3377 0000041442 少年探偵 2 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3378 0000041517 少年探偵 21 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3379 0000167031 少年探偵 22 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3380 0000040741 少年探偵 23 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3381 0000037689 少年探偵 ２４ 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3382 0000138909 少年探偵 25 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3383 0000037861 少年探偵 ２６ 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3384 0000041434 少年探偵 4 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3385 0000041426 少年探偵 5 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3386 0000037853 少年探偵 ６ 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3387 0000041483 少年探偵 7 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3388 0000041509 少年探偵 8 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3389 0000041467 少年探偵 9 江戸川乱歩:作 ポプラ社
し 3390 0000189191 少年と犬 馳星周:著 文藝春秋
し 3391 0000137109 少年の海 文研じゅべにーる 横山充男:作 文研出版
し 3392 0000131201 少年葉がくれ
し 3393 0000147504 少年むくはとじゅう物語 椋鳩十の動物アニメ絵本 宮下和男:原作 理論社
し 3394 0000182725 小人たちの新しい家 岩波少年文庫 066 メアリー・ノートン:作 岩波書店
し 3395 0000181420 しょうぼうじどうしゃじぷた こどものとも絵本 渡辺茂男:さく 福音館書店
し 3396 0000001479 しょうぼうしパトラおおあばれ テレビ版たこやきマントマン 1 金の星社
し 3397 0000023572 諸葛孔明 敵を倒し、国を守り、民を愛した英雄 集英社版・学習漫画 井上大助:漫画 集英社
し 3398 0000166215 職場体験学習に行ってきました。 中学生が本物の「仕事」をやってみた! 11 全国中学校進路指導・キャリア教育連絡協議会:監修 学研プラス
し 3399 0000050005 植物 小学館の図鑑ＮＥＯ ２ 門田裕一:監修 小学館



児童書（書名による五十音リスト）

し 3400 0000054536 植物 小学館の図鑑NEO 2 門田裕一:監修 小学館
し 3401 0000052753 植物記 埴沙萠:著 福音館書店
し 3402 0000049726 植物にもへそがある!? 植物のふしぎシリーズ 1 江川多喜雄:文・写真 童心社
し 3403 0000054429 植物の生態図鑑 大自然のふしぎ 学研
し 3404 0000134858 高橋清輝:著 大日本図書
し 3405 0000004051 じょせつしゃだいかつやく 福音館の幼児絵本 みねむらかつこ:さく 福音館書店
し 3406 0000131813 ショパン 花束の中に隠された大砲 岩波ジュニア新書 ６６５ 崔善愛:著 岩波書店
し 3407 0000051664 ショパン ピアノの詩人とよばれるポーランドの作曲家 伝記世界の作曲家 6 パム・ブラウン:著 偕成社
し 3408 0000019711 ジョンはかせといたずら子ゾウ あかねおはなし図書館 ３０ 伊東久子:作 あかね書房
し 3409 0000028381 ジョンはかせのどうぶつびょういん あかねおはなし図書館 ２７ 伊東久子:作 あかね書房
し 3410 0000172213 ジョン万次郎 海をわたった開国の風雲児 伝記を読もう 17 山口理:文 あかね書房
し 3411 0000019299 地雷ではなく花をください サニーのおねがい 葉祥明:絵 自由国民社
し 3412 0000023069 地雷ではなく花をください 続 葉祥明:絵 自由国民社
し 3413 0000170878 しらとりくんはてんこうせい 枡野浩一:ぶん あかね書房
し 3414 0000048488 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 １ ポプラ社
し 3415 0000048462 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ２ ポプラ社
し 3416 0000048454 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ３ ポプラ社
し 3417 0000048579 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ４ ポプラ社
し 3418 0000048561 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ５ ポプラ社
し 3419 0000048553 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ６ ポプラ社
し 3420 0000048546 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ７ ポプラ社
し 3421 0000048538 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問 ８ ポプラ社
し 3422 0000053553 しらべ学習に役立つ日本の歴史 1 小峰書店
し 3423 0000053561 しらべ学習に役立つ日本の歴史 12 小峰書店
し 3424 0000053603 しらべ学習に役立つ日本の歴史 9 小峰書店
し 3425 0000135459 調べて学ぶ日本の衣食住 衣 大日本図書
し 3426 0000138099 調べて学ぶ日本の衣食住 住 大日本図書
し 3427 0000138131 調べて学ぶ日本の衣食住 食 大日本図書
し 3428 0000010009 しらゆき　べにばら グリム童話 グリム:〔原作〕 ほるぷ出版
し 3429 0000133900 しらゆき べにばら グリム童話 グリム:〔原作〕 ほるぷ出版
し 3430 0000009571 しらゆきひめ グリム童話より 世界名作えほんライブラリー １１ グリム:〔原作〕 フレーベル館
し 3431 0000014332 白雪姫 新編ディズニーアニメランド ７ 三石宏文:〔ほか〕構成 講談社
し 3432 0000014894 白雪姫 世界みんわ絵本 ドイツ 高津美保子:文 ほるぷ出版
し 3433 0000017467 白雪姫の迷宮 フラワーラビリンス 遊べる迷路絵本 あむ　やまざき:イラスト・迷路 学研教育出版
し 3434 0000132837 しらんぷり 梅田俊作:作・絵 ポプラ社
し 3435 0000052506 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編 2 農山漁村文化協会
し 3436 0000047621 シリーズ・身をまもる 1 ポプラ社
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し 3437 0000137935 シリーズ・身をまもる 2 ポプラ社
し 3438 0000047613 シリーズ・身をまもる 3 ポプラ社
し 3439 0000047605 シリーズ・身をまもる 4 ポプラ社
し 3440 0000047597 シリーズ・身をまもる 5 ポプラ社
し 3441 0000170373 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち-その笑顔の向こう側 1 米倉史隆:写真・文 新日本出版社
し 3442 0000170381 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち-その笑顔の向こう側 2 米倉史隆:写真・文 新日本出版社
し 3443 0000170399 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち-その笑顔の向こう側 3 米倉史隆:写真・文 新日本出版社
し 3444 0000049544 シリーズ鳥獣害を考える 2 農山漁村文化協会
し 3445 0000049536 シリーズ鳥獣害を考える 3 農山漁村文化協会
し 3446 0000049619 シリーズ鳥獣害を考える 4 農山漁村文化協会
し 3447 0000049601 シリーズ鳥獣害を考える 5 農山漁村文化協会
し 3448 0000049593 シリーズ鳥獣害を考える 6 農山漁村文化協会
し 3449 0000011924 しりたがりのこひつじ エリック＝カール:え 偕成社
し 3450 0000177360 しりたがりやのこいぬとおひさま 偕成社・新訳えほん ヘルツィーコバー:さく 偕成社
し 3451 0000170852 しりとりボクシング 新井けいこ:作 小峰書店
し 3452 0000117374 しりやのめいじん 日本民話かみしばい選 望月新三郎:脚本 童心社
し 3453 0000138495 シルバー・レイクの岸辺で インガルス一家の物語 4 ローラ・インガルス・ワイルダー:作 福音館書店
し 3454 0000064170 しろ、あか、きいろ ブルーナのたのしいべんきょう ２ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
し 3455 0000031914 白い犬とワルツを 絵本 テリー・ケイ:原作 ゆまに書房
し 3456 0000178327 白いイルカの浜辺 評論社の児童図書館・文学の部屋 ジル・ルイス:作 評論社
し 3457 0000013235 しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ:ぶん，え 福音館書店
し 3458 0000013243 しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ:ぶん，え 福音館書店
し 3459 0000008607 しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ:ぶん，え 福音館書店
し 3460 0000026401 しろいクマちゃいろいクマ 世界の絵本コレクション スヴェトラーナ・ペトロヴィック:作 小峰書店
し 3461 0000028340 しろいゴリラとくろいゴリラ こやま峰子:作 金の星社
し 3462 0000038547 白いサメ 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十:原作 理論社
し 3463 0000185611 白い鳥 おはなし名作絵本 13 椋鳩十:文 ポプラ社
し 3464 0000009399 しろいみち 丸岡慎一:作 ＢＬ出版
し 3465 0000016444 しろいやみのはてで あらしのよるに　特別編 きむらゆういち:作 講談社
し 3466 0000052993 知ろう!防ごう!自然災害 1 佐藤隆雄:監修 岩崎書店
し 3467 0000051391 次郎物語 1部 アイドル・ブックス 3 下村湖人:著 ポプラ社
し 3468 0000051185 次郎物語 2部 アイドル・ブックス 4 下村湖人:著 ポプラ社
し 3469 0000051193 次郎物語 3部 アイドル・ブックス 5 下村湖人:著 ポプラ社
し 3470 0000033431 ジロー、生きててよかったね 新日本おはなしの本だな ３－１ 岸川悦子:作 新日本出版社
し 3471 0000024273 ジローのあくしゅ おはなしの森 ７ 岸川悦子:作 新日本出版社
し 3472 0000016758 ジロがなく 山下ケンジ:作・絵 講談社
し 3473 0000044438 シロクマ ちがいがわかる写真絵本シリーズ 増井光子:監修 金の星社
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し 3474 0000170910 シロクマが家にやってきた! スプラッシュ・ストーリーズ 32 マリア・ファラー:作 あかね書房
し 3475 0000001339 しろくまちゃんのほっとけーき こぐまちゃんえほん ３ わかやまけん:〔絵〕 こぐま社
し 3476 0000011296 しろしろのさんぽ 中新井純子:さく・え ＢＬ出版
し 3477 0000136002 ジロジロ見ないで “普通の顔”を喪った9人の物語 高橋聖人:撮影 扶桑社
し 3478 0000058461 白猫 〔オーノワ夫人:原作〕 ほるぷ出版
し 3479 0000190553 白旗の少女 講談社青い鳥文庫 208-1 比嘉富子:作 講談社
し 3480 0000051227 しろばんば アイドルブックス 13 井上靖:〔著〕 ポプラ社
し 3481 0000009175 しろふくろうのまいご日記 斉藤洋:作 ほるぷ出版
し 3482 0000149930 死をよぶ月光のソナタ 平成うわさの怪談 12 木暮正夫:編 岩崎書店
し 3483 0000072413 新・学校の怪談 ２ 講談社ＫＫ文庫 Ａ４－１３ 常光徹:著 講談社
し 3484 0000046029 新・学校の怪談 3 講談社KK文庫 A4-14 常光徹:著 講談社
し 3485 0000046037 新・学校の怪談 4 講談社KK文庫 A4-15 常光徹:著 講談社
し 3486 0000032029 新・学校の怪談 ５ 講談社ＫＫ文庫 Ａ４－１６ 常光徹:著 講談社
し 3487 0000051961 新・坂本龍馬 幕末をかけぬけた維新のヒーロー 集英社版・学習漫画 西公平:漫画 集英社
し 3488 0000132126 新・文学の本だな 小学校高学年　５ 大阪国際児童文学館:編 国土社
し 3489 0000170316 新ウォーリーのふしぎなたび ウォーリーさいだいのぼうけん! マーティン・ハンドフォード:作・絵 フレーベル館
し 3490 0000170324 新ウォーリーハリウッドへいく マーティン・ハンドフォード:作・絵 フレーベル館
し 3491 0000022632 ジンガくんいちばへいく 日本傑作絵本シリーズ ふしはらのじこ:さく・え 福音館書店
し 3492 0000064667 しんかんせん・とっきゅう
し 3493 0000092262 しんかんせんいま・むかし E7系から0系まで もちだあきとし:ぶん・しゃしん 小峰書店
し 3494 0000011155 しんかんせんでおいかけろ！ のりものえほん 横溝英一:文と絵 小峰書店
し 3495 0000007864 しんかんせんのぞみでくるりんぱっ！ のりものえほん １０ やすいすえこ:作 教育画劇
し 3496 0000045740 新犬種大図鑑 ブルース・フォーグル:著 ペットライフ社
し 3497 0000139121 人権の絵本 1 大月書店
し 3498 0000152017 人権の絵本 2 大月書店
し 3499 0000128082 人権の絵本 ３ 大月書店
し 3500 0000128074 人権の絵本 ４ 大月書店
し 3501 0000128066 人権の絵本 ６ 大月書店
し 3502 0000075820 新シェーラひめのぼうけん天と地の物語 村山早紀:作 童心社
し 3503 0000051219 真実一路 アイドル・ブックス 12 山本有三:著 ポプラ社
し 3504 0000038018 紳士とオバケ氏 ものがたりのもり たかどのほうこ:作 フレーベル館
し 3505 0000166579 新種発見!こびと大研究 なばたとしたか:さく ロクリン社
し 3506 0000059048 身障犬ギブのおくりもの 生きる力をありがとう! 桑原崇寿:作 ハート出版
し 3507 0000138065 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 関東地方 学研
し 3508 0000138107 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 九州地方 学研
し 3509 0000138081 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 近畿地方 学研
し 3510 0000138024 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 地図と調査・観察 学研
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し 3511 0000138123 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 中国・四国地方 学研
し 3512 0000138073 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 中部地方 学研
し 3513 0000048371 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 東北・北海道地方 学研
し 3514 0000138016 新図解わたしたちの日本地理 いきいき調べ学習 日本の国土 学研
し 3515 0000030023 親切キップだかぎばあさん あたらしい創作童話 ５５ 手島悠介:作 岩崎書店
し 3516 0000017046 新タイムトラベラーウォーリーをおえ！ はるかなときのながれをさかのぼれ！ひとごみにまぎれたウォーリーをさがせ！ マーティン・ハンドフォード:作・絵 フレーベル館
し 3517 0000190728 死んだかいぞく ポプラ社の絵本 70 下田昌克:著 ポプラ社
し 3518 0000016832 伸ちゃんのさんりんしゃ 絵本・こどものひろば 児玉辰春:作 童心社
し 3519 0000139089 伸ちゃんのさんりんしゃ 絵本・こどものひろば 児玉辰春:作 童心社
し 3520 0000024703 シンデレラ 新編ディズニーアニメランド １３ 佐藤悦夫:〔ほか〕構成 講談社
し 3521 0000028829 シンデレラ 小さなガラスの靴 ミキハウスの絵本 ペロー:原作 三起商行
し 3522 0000023713 シンデレラ ディズニーアニメ小説版 ２３ 〔シャルル・ペロー:原作〕 偕成社
し 3523 0000147215 シンデレラⅡ Dreams come true ディズニーアニメ小説版 46 橘高弓枝:文 偕成社
し 3524 0000068700 シンドバッドの冒険 アラビアン・ナイト 斉藤洋:〔訳〕著 偕成社
し 3525 0000130575 新日本古典文学大系 53 佐竹昭広:〔ほか〕編集委員 岩波書店
し 3526 0000051995 人物で知ろう!日本の歴史 シグマベスト 木村茂光:編著 文英堂
し 3527 0000052472 人物日本の歴史・日本を変えた53人 3 高野尚好:監修・指導 学研
し 3528 0000052464 人物日本の歴史・日本を変えた53人 4 高野尚好:監修・指導 学研
し 3529 0000052456 人物日本の歴史・日本を変えた53人 6 高野尚好:監修・指導 学研
し 3530 0000053017 人物日本の歴史・日本を変えた53人 8 高野尚好:監修・指導 学研
し 3531 0000168468 しんまいひこうきビーハチくん 教育画劇のかみしばい 鎌田歩:作絵 教育画劇
し 3532 0000037986 人名のひみつ 名前のはじまり探検隊 １ 国松俊英:文 岩崎書店
し 3533 0000034447 深夜０時のもう一人 文研じゅべにーる 田村理江:作 文研出版
し 3534 0000032250 深夜のゆうれい電車 ナツカのおばけ事件簿 ７ 斉藤洋:作 あかね書房
し 3535 0000052902 森林はなぜ必要か 環境と人間 2 只木良也:著 小峰書店
し 3536 0000009118 心霊写真レストラン 怪談レストラン ２６ たかいよしかず:絵 童心社
し 3537 0000158477 新レインボー小学国語辞典 金田一春彦:監修 学研プラス
す 3538 0000161935 す～べりだい 鈴木のりたけ:作・絵 ＰＨＰ研究所
す 3539 0000145870 すいかおばけのおよめさん はれぶたぶんこ 8 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
す 3540 0000126904 西瓜流し 現代ミステリー短編集 2 阿刀田高:著 岩崎書店
す 3541 0000004606 すいかのたね こどものとも傑作集 ７７ さとうわきこ:さく・え 福音館書店
す 3542 0000007963 すいかのたび 高畠純:作 絵本館
す 3543 0000009852 スイカぼうず とみた真矢:さく・え ＢＬ出版
す 3544 0000030585 すいしょうゼリー わくわくどうわかん 片山令子:文 ほるぷ出版
す 3545 0000033316 ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須正幹:文 童心社
す 3546 0000181529 スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ:作 好学社
す 3547 0000183376 スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ:作 好学社
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す 3548 0000133967 すいみんぶそく 絵本・こどものひろば 長谷川集平:作 童心社
す 3549 0000145342 推理クイズ 謎をとくのはキミだ! 1・2年生 川上ケイ:作 高橋書店
す 3550 0000167809 数・計算クイズ 頭脳活性ひらめき!算数・数学クイズマスター ワン・ステップ:編 金の星社
す 3551 0000126839 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック:作 金の星社
す 3552 0000001917 スースーとネルネル 荒井良二:作 偕成社
す 3553 0000019851 ずーっとずっとだいすきだよ 児童図書館・絵本の部屋 ハンス・ウィルヘルム:えとぶん 評論社
す 3554 0000018754 スーパー仮面はつよいのだ えほんとなかよし ２ 武田美穂:作・絵 ポプラ社
す 3555 0000038992 スーパーパティシエ物語 ケーキ職人・辻口博啓の生き方 イワサキ・ノンフィクション ６ 輔老心:著 岩崎書店
す 3556 0000016725 スーホの白い馬 モンゴル民話 日本傑作絵本シリーズ 大塚勇三:再話 福音館書店
す 3557 0000138883 姿三四郎 アニメ日本の名作 3 富田常雄:原作 金の星社
す 3558 0000189084 スカンククーのおなら どうぶつの生態かみしばい 苅田澄子:作 教育画劇
す 3559 0000064683 すきすきひよちゃん たまひよミニミニ絵本 アランジ　アロンゾ:作 ベネッセコーポレーション

す 3560 0000138941 スキップ 北村薫:著 新潮社
す 3561 0000131359 杉原千畝物語 命のビザをありがとう 杉原幸子:著 金の星社
す 3562 0000167890 スキピオニクス 恐竜王国 8 ファビオ　マルコ　ダラ　ヴェッキア:文 ポプラ社
す 3563 0000032128 スクールバスにさまよう霊 平成うわさの怪談 １１ 木暮正夫:編 岩崎書店
す 3564 0000031831 スクールバスの子ねこ スクールバスのなかまたち １ マージョリー・シャーマット:作 偕成社
す 3565 0000005215 すくすくけんちゃん けんちゃんえほん ３ くろいけん:さく・え あかね書房
す 3566 0000023333 すくすくのはら 近藤薫美子:著 アリス館
す 3567 0000189662 図形がよくわかる算数おりがみ 1 阿部恒:作 小峰書店
す 3568 0000189670 図形がよくわかる算数おりがみ 2 阿部恒:作 小峰書店
す 3569 0000189688 図形がよくわかる算数おりがみ 3 阿部恒:作 小峰書店
す 3570 0000035659 すごいぞプンナちゃん へそをまげてもピクニックのまき いとうひろし:作 理論社
す 3571 0000169920 すごいね!みんなの通学路 世界に生きる子どもたち ローズマリー・マカーニー:文 西村書店東京出版編集部
す 3572 0000046870 すしの絵本 つくってあそぼう ２１ ひびのてるとし:へん 農山漁村文化協会
す 3573 0000138438 寿司屋の小太郎手巻き寿司勝負! ポプラの森 10 佐川芳枝:作 ポプラ社
す 3574 0000012724 すずおばあさんのハーモニカ ひさかたメルヘン ４０ あまんきみこ:作 ひさかたチャイルド
す 3575 0000189035 すずしいよ!みどりのカーテン 異常気象からいのちをまもる 大沢幸子:作絵 教育画劇
す 3576 0000169631 すずちゃんののうみそ 自閉症スペクトラム〈ASD〉のすずちゃんの、ママからのおてがみ 竹山美奈子:文 岩崎書店
す 3577 0000034215 鈴とリンのひみつレシピ！ スプラッシュ・ストーリーズ ６ 堀直子:作 あかね書房
す 3578 0000024844 すずのへいたいさん 偕成社世界のどうわ １１ Ｈ．Ｃ．アンデルセン:作 偕成社
す 3579 0000034827 すすめ！ドクきのこ団 文研ブックランド 村上しいこ:作 文研出版
す 3580 0000128462 すずめのくつした ゆかいなゆかいなおはなし ジョージ・セルデン:ぶん 大日本図書
す 3581 0000053520 図説・地球 地球科学入門 ドナルド　Ｍ．シルバー:文 ほるぷ出版
す 3582 0000050435 図説福島県の歴史 図説日本の歴史 7 小林清治:責任編集 河出書房新社
す 3583 0000126821 スターガール ジェリー・スピネッリ:作 理論社
す 3584 0000012831 すたすたかたつむり えほん・ハートランド １８ あきやまただし:作・絵 岩崎書店
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す 3585 0000002295 すたすたかたつむり えほん・ハートランド 18 あきやまただし:作・絵 岩崎書店
す 3586 0000185223 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ:作 あすなろ書房
す 3587 0000132381 ズッコケ愛の動物記 新・こども文学館 ４２ 那須正幹:作 ポプラ社
す 3588 0000146225 ズッコケ怪奇館幽霊の正体 新・こども文学館 58 那須正幹:作 ポプラ社
す 3589 0000135186 ズッコケ結婚相談所 こども文学館 ７５ 那須正幹:作 ポプラ社
す 3590 0000128512 ズッコケ山岳救助隊 新・こども文学館 １８ 那須正幹:作 ポプラ社
す 3591 0000144246 ズッコケ三人組と学校の怪談 新・こども文学館 39 那須正幹:作 ポプラ社
す 3592 0000002766 すっすっはっはっ こ・きゅ・う 絵本・こどものひろば 長野麻子:作 童心社
す 3593 0000055756 ずっとそばに… レインボーえほん １８ いもとようこ:作・絵 岩崎書店
す 3594 0000166462 ずっと空を見ていた スプラッシュ・ストーリーズ 15 泉啓子:作 あかね書房
す 3595 0000048793 スティーブ・ジョブズ コンピュータで世界を変えた情熱の実業家 集英社版・学習漫画 八坂考訓:漫画 集英社
す 3596 0000166470 捨て犬・未来、命の約束 和牛牧場をたずねて ノンフィクション・生きるチカラ 19 今西乃子:著 岩崎書店
す 3597 0000031278 捨て犬・未来命のメッセージ 東日本大震災・犬たちが避難した学校 ノンフィクション・生きるチカラ 10 今西乃子:著 岩崎書店
す 3598 0000023747 捨て犬・未来と子犬のマーチ もう、安心していいんだよ ノンフィクション・生きるチカラ ６ 今西乃子:著 岩崎書店
す 3599 0000095406 捨て犬・未来と捨てネコ・未来 ノンフィクション・生きるチカラ 18 今西乃子:著 岩崎書店
す 3600 0000089771 捨て犬フラワーの奇跡 余命一週間のダルメシアン 樋浦知子:作 ハート出版
す 3601 0000059055 捨て犬ポンタの遠い道 ある野良犬の勇気と希望の実話 桑原崇寿:作画 ハート出版
す 3602 0000058487 捨て犬ユウヒの恩返し おばあちゃんを助けて! 桑原崇寿:作 ハート出版
す 3603 0000131128 スティング 熱帯雨林の保護を訴えるロックスター 伝記世界の作曲家 １５ マーシャ・ブロンソン:著 偕成社
す 3604 0000033068 すてきな子どもたち アリス・マクレラン:ぶん ほるぷ出版
す 3605 0000006734 すてきなぼうし えほん、よんで！ ４ あまんきみこ:作 あかね書房
す 3606 0000053629 ステゴサウルス なぞとき恐竜 ヘザー・アメリー:文 ほるぷ出版
す 3607 0000058214 すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ:作 文研出版
す 3608 0000038737 すてネコをひろってから とっておきの動物ものがたり 長島一郎:作 理論社
す 3609 0000145599 砂場のおばけジャリッコ シルカ小学校のブキミともだち 末吉暁子:作 偕成社
す 3610 0000009043 すなばのだいぼうけん えほんとなかよし ２０ いとうひろし:さく・え ポプラ社
す 3611 0000131177 スパイダーウィック家の謎 第２巻 ホリー・ブラック:作 文渓堂
す 3612 0000131979 スパイダーウィック家の謎 第４巻 ホリー・ブラック:作 文渓堂
す 3613 0000131938 スパイダーウィック家の謎 第５巻 ホリー・ブラック:作 文渓堂
す 3614 0000012195 スパゲッティになりたい 学研おはなし絵本 おいかわけんじ:〔作〕 学研
す 3615 0000183962 すばこ キムファン:文 ほるぷ出版
す 3616 0000149666 スプーンおばさんのお料理絵本 親子で楽しむ5つのおはなしと5つのレシピ作り方イラストつき お菓子編 アルフ・プリョイセン:原作 学研
す 3617 0000132944 スプーンおばさんのお料理絵本 親子で楽しむ5つのおはなしと5つのレシピ作り方イラストつき パーティー編 アルフ・プリョイセン:原作 学研
す 3618 0000027474 スプーンおばさんのお料理絵本 親子で楽しむ５つのおはなしと５つのレシピ作り方イラストつき 料理編 アルフ・プリョイセン:原作 学研
す 3619 0000131672 スプーンおばさんのぼうけん 新しい世界の童話シリーズ 36 アルフ＝プリョイセン:作 学研
す 3620 0000137711 スプーンおばさんのゆかいな旅 新しい世界の童話シリーズ 91 アルフ・プリョイセン:作 学研
す 3621 0000063677 スプーンちゃん 小西英子
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す 3622 0000035683 スペースシャトルぶんどり大作戦 旺文社創作児童文学 浜野えつひろ:作 旺文社
す 3623 0000025056 すべての子どもたちのために 子どもの権利条約 キャロライン・キャッスル:文 ほるぷ出版
す 3624 0000150441 スポーツ感動物語 1 学研
す 3625 0000106906 スポーツ感動物語 10 学研
す 3626 0000106898 スポーツ感動物語 11 学研
す 3627 0000133116 スポーツ感動物語 12 学研
す 3628 0000150433 スポーツ感動物語 3 学研
す 3629 0000146357 スポーツ感動物語 4 学研
す 3630 0000138818 スポーツ感動物語 5 学研
す 3631 0000146142 スポーツ感動物語 6 学研
す 3632 0000150458 スポーツ感動物語 7 学研
す 3633 0000150425 スポーツ感動物語 8 学研
す 3634 0000106914 スポーツ感動物語 9 学研
す 3635 0000045633 スポーツの名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 4 国松俊英:文 岩崎書店
す 3636 0000132639 スポーツの本 はじめての発見 14 ピエル・マリ・バラ:原案・制作 岳陽舎
す 3637 0000027508 スマッジがいるから あかね・新えほんシリーズ ９ ナン・グレゴリー:作 あかね書房
す 3638 0000010413 すみ鬼にげた 福音館創作童話シリーズ 岩城範枝:作 福音館書店
す 3639 0000052589 すみかでさがそういその生きもの しぜんたんけんずかん 2 松原巌樹:絵・文 小峰書店
す 3640 0000050914 すみっこのおばけ 絵本・いつでもいっしょ １ 武田美穂:作・絵 ポプラ社
す 3641 0000177428 すみれ島 新編・絵本平和のために 6 今西祐行:文 偕成社
す 3642 0000038638 すみれちゃん 石井睦美:作 偕成社
す 3643 0000004309 すやすやタヌキがねていたら えほんのもり 内田麟太郎:文 文研出版
す 3644 0000050153 ずら～りカエルならべてみると… 高岡昌江:ぶん アリス館
す 3645 0000033639 すんだことはすんだこと または家のしごとがしたくなったおやじさんのお話 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ:再話・え 福音館書店
す 3646 0000026815 ずんたたくん おはなしドロップシリーズ 戸田和代:さく 佼成出版社
せ 3647 0000165670 セイウチくんをさがせ!! 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーヴン・サヴェッジ:さく 評論社
せ 3648 0000031450 聖剣と海の大蛇 マジック・ツリーハウス 17 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
せ 3649 0000059097 星座＆血液型占い クラスの人気者めざせ！学校占いクイーン マーク・矢崎:著 金の星社
せ 3650 0000043638 せいでんきっておもしろい はじめての・じっけん・あそび 3 山田善春:著 汐文社
せ 3651 0000049577 性についてはなそう! 1 ポプラ社
せ 3652 0000047357 性についてはなそう! 2 ポプラ社
せ 3653 0000047050 性についてはなそう! 3 ポプラ社
せ 3654 0000043844 性についてはなそう! 4 ポプラ社
せ 3655 0000047415 性についてはなそう! 5 ポプラ社
せ 3656 0000043836 性についてはなそう! 6 ポプラ社
せ 3657 0000047571 性についてはなそう! 7 ポプラ社
せ 3658 0000047563 性についてはなそう! 8 ポプラ社
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せ 3659 0000050682 青年 雁 アイドルブックス 36 森鴎外:〔著〕 ポプラ社
せ 3660 0000182568 せいめいのれきし 地球上にせいめいがうまれたときからいままでのおはなし バージニア・リー・バートン:文・絵 岩波書店
せ 3661 0000039388 精霊の木 上橋菜穂子:作 偕成社
せ 3662 0000041566 精霊の守り人 偕成社ワンダーランド 15 上橋菜穂子:作 偕成社
せ 3663 0000182683 精霊の守り人 偕成社ワンダーランド 15 上橋菜穂子:作 偕成社
せ 3664 0000062885 セールス魔女はおことわり おはなしガーデン ２０ あんびるやすこ:著 岩崎書店
せ 3665 0000156307 世界遺産ふしぎ探検大図鑑 WONDER-PAL 小学館
せ 3666 0000181982 せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち 40 小林豊:作・絵 ポプラ社
せ 3667 0000181933 せかいいちうつくしい村へかえる えほんはともだち 55 小林豊:作・絵 ポプラ社
せ 3668 0000128454 世界一おいしい火山の本 チョコやココアで噴火実験 自然とともに 林信太郎:著 小峰書店
せ 3669 0000169623 世界一おもしろいくらべっこ大図鑑 クライヴ・ギフォード:文 河出書房新社
せ 3670 0000156430 世界一かわいげのない孫だけど… ノベルズ・エクスプレス 17 荒井寛子:作 ポプラ社
せ 3671 0000030650 世界一しあわせなタバコの木。 池沢夏樹:文 絵本館
せ 3672 0000166405 世界一のパティシエになる! ケーキ職人辻口博啓ものがたり 輔老心:著 岩崎書店
せ 3673 0000016584 せかいいちのはなし 北彰介:作 金の星社
せ 3674 0000032680 世界一力もちの女の子のはなし マジカル・チャイルド １ サリー・ガードナー:作 小峰書店
せ 3675 0000043141 世界各地のくらし 1 ポプラ社
せ 3676 0000043174 世界各地のくらし 10 ポプラ社
せ 3677 0000043182 世界各地のくらし 11 ポプラ社
せ 3678 0000043240 世界各地のくらし 12 ポプラ社
せ 3679 0000043190 世界各地のくらし 13 ポプラ社
せ 3680 0000043208 世界各地のくらし 14 ポプラ社
せ 3681 0000043166 世界各地のくらし 15 ポプラ社
せ 3682 0000043315 世界各地のくらし 16 ポプラ社
せ 3683 0000043323 世界各地のくらし 17 ポプラ社
せ 3684 0000043281 世界各地のくらし 18 ポプラ社
せ 3685 0000043273 世界各地のくらし 19 ポプラ社
せ 3686 0000043133 世界各地のくらし 2 ポプラ社
せ 3687 0000043265 世界各地のくらし ２０ ポプラ社
せ 3688 0000043257 世界各地のくらし ２１ ポプラ社
せ 3689 0000043216 世界各地のくらし 22 ポプラ社
せ 3690 0000043224 世界各地のくらし 23 ポプラ社
せ 3691 0000043406 世界各地のくらし 24 ポプラ社
せ 3692 0000043364 世界各地のくらし 25 ポプラ社
せ 3693 0000043356 世界各地のくらし 26 ポプラ社
せ 3694 0000043349 世界各地のくらし 27 ポプラ社
せ 3695 0000043331 世界各地のくらし 28 ポプラ社
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せ 3696 0000043299 世界各地のくらし 29 ポプラ社
せ 3697 0000043125 世界各地のくらし 3 ポプラ社
せ 3698 0000043307 世界各地のくらし 30 ポプラ社
せ 3699 0000043109 世界各地のくらし 4 ポプラ社
せ 3700 0000043117 世界各地のくらし 5 ポプラ社
せ 3701 0000043091 世界各地のくらし 6 ポプラ社
せ 3702 0000043083 世界各地のくらし 7 ポプラ社
せ 3703 0000043075 世界各地のくらし 8 ポプラ社
せ 3704 0000043232 世界各地のくらし 9 ポプラ社
せ 3705 0000131870 世界史読書案内 岩波ジュニア新書 ６５５ 津野田興一:著 岩波書店
せ 3706 0000156281 せかいちず絵本 こどもがはじめてであう とだこうしろう:作・絵 戸田デザイン研究室
せ 3707 0000006163 せかいでいちばんおりこうないぬ アニタ・ジェラーム:さく・え 国土社
せ 3708 0000011767 せかいでいちばんおりこうないぬ アニタ・ジェラーム:さく・え 国土社
せ 3709 0000016857 せかいでいちばんほしいもの 新あかね幼年どうわ １１ さとうまきこ:作 あかね書房
せ 3710 0000162024 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 〔ムヒカ:述〕 汐文社
せ 3711 0000189829 世界に誇る日本の世界遺産 1 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3712 0000189837 世界に誇る日本の世界遺産 2 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3713 0000189845 世界に誇る日本の世界遺産 3 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3714 0000189852 世界に誇る日本の世界遺産 4 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3715 0000189860 世界に誇る日本の世界遺産 5 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3716 0000189878 世界に誇る日本の世界遺産 6 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3717 0000189886 世界に誇る日本の世界遺産 7 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3718 0000189894 世界に誇る日本の世界遺産 8 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3719 0000189902 世界に誇る日本の世界遺産 9 西村幸夫:監修 ポプラ社
せ 3720 0000187393 せかいねこのひ 井上奈奈:絵と文 新日本出版社
せ 3721 0000010223 世界の国旗・クイズ図鑑 辻原康夫:監修 あかね書房
せ 3722 0000017152 世界の国旗めいろ 横山験也:著 ほるぷ出版
せ 3723 0000048330 世界の子どもたちのためにユニセフ 調べてみよう世界のために働く国際機関 キャサリン・プライアー:著 ほるぷ出版
せ 3724 0000052787 世界の絶滅動物 人類が滅ぼした動物たち 黒川光広:作 童心社
せ 3725 0000190827 世界の頂点 羽生結弦、北島康介、伊調馨、高橋尚子、国枝慎吾 ウサイン・ボルトほか 10分で読めるオリンピック・パラリンピック物語 1 大野益弘:編著 あかね書房
せ 3726 0000189233 世界のともだち 01 偕成社
せ 3727 0000189241 世界のともだち 02 偕成社
せ 3728 0000189258 世界のともだち 03 偕成社
せ 3729 0000189266 世界のともだち 04 偕成社
せ 3730 0000189274 世界のともだち 05 偕成社
せ 3731 0000189282 世界のともだち 06 偕成社
せ 3732 0000189290 世界のともだち 07 偕成社
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せ 3733 0000189308 世界のともだち 08 偕成社
せ 3734 0000189316 世界のともだち 09 偕成社
せ 3735 0000189324 世界のともだち 10 偕成社
せ 3736 0000189332 世界のともだち 11 偕成社
せ 3737 0000189340 世界のともだち 12 偕成社
せ 3738 0000176826 せかいのはてのむこうがわ たなかやすひろ:作 ＢＬ出版
せ 3739 0000048306 世界の人びとを健康に世界保健機関 調べてみよう世界のために働く国際機関 ジリアン・パウエル:著 ほるぷ出版
せ 3740 0000009647 世界のむかしばなし 瀬田貞二:訳 のら書店
せ 3741 0000048280 世界の野生生物と自然を守る世界自然保護基金 調べてみよう世界のために働く国際機関 ジリアン・パウエル:著 ほるぷ出版
せ 3742 0000186825 世界の妖怪をさがせ! びっくり迷宮博物館 グループ・コロンブス:編 WAVE出版
せ 3743 0000045997 世界むかしむかし探検 1 たかしよいち:作 国土社
せ 3744 0000014928 世界名作ＢＥＳＴ２０ ＴＶアニメ版 スタジオパフ:構成・文 講談社
せ 3745 0000017681 世界を旅する「大迷路」 アンナ・ニルセン:作・絵 ＰＨＰ研究所
せ 3746 0000033704 世界をみつめる目になって よかったね、モハマドくん 望月正子:著 汐文社
せ 3747 0000134981 せきたんやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ フィービ・ウォージントン:さく・え 福音館書店
せ 3748 0000001628 せっけんつけてぶくぶくぷわー 日本傑作絵本シリーズ 岸田衿子:文 福音館書店
せ 3749 0000193763 絶対0度のなぞ 海外SFミステリー傑作選6 E･S･ガードナー 国土社
せ 3750 0000185405 ぜったいにおしちゃダメ? sanctuary books ビル・コッター:さく サンクチュアリ出版
せ 3751 0000032532 ぜったいについていかないよ！ ゆうかい・つれさりにあわない じぶんでじぶんをまもろう １ 嶋崎政男:監修 あかね書房
せ 3752 0000053264 せつぶんだまめまきだ 行事の由来えほん 桜井信夫:作 教育画劇
せ 3753 0000136416 せつぶんだまめまきだ 行事の由来えほん 桜井信夫:作 教育画劇
せ 3754 0000091926 絶滅動物のひみつ 4 学研まんが新ひみつシリーズ 今泉忠明:監修 学研教育出版
せ 3755 0000014621 せとうちたいこさんデパートいきタイ 絵本・ちいさななかまたち 長野ヒデ子:さく 童心社
せ 3756 0000015297 せなかをとんとん えほんはともだち ４７ 最上一平:作 ポプラ社
せ 3757 0000192757 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3758 0000192849 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 10 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3759 0000192856 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 11 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3760 0000192864 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 12 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3761 0000192872 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 13 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3762 0000192880 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 14 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3763 0000192765 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 2 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3764 0000192773 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 3 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3765 0000192781 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 4 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3766 0000192799 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 5 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3767 0000192807 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 6 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3768 0000192815 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 7 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3769 0000192823 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 8 廣嶋玲子:作 偕成社



児童書（書名による五十音リスト）

せ 3770 0000192831 銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 9 廣嶋玲子:作 偕成社
せ 3771 0000045492 セブンスタワー 第七の塔 1 ガース・ニクス:作 小学館
せ 3772 0000150748 セブンスタワー 第七の塔 2 ガース・ニクス:作 小学館
せ 3773 0000039339 セブンスタワー 第七の塔 ３ ガース・ニクス:作 小学館
せ 3774 0000042424 セブンスタワー 第七の塔 ５ ガース・ニクス:作 小学館
せ 3775 0000150755 セブンスタワー 第七の塔 6 ガース・ニクス:作 小学館
せ 3776 0000051060 狭き門 アイドルブックス 31 アンドレ・ジイド:〔著〕 ポプラ社
せ 3777 0000125229 せみがおとなになるとき 小さな生物のせかい 川崎大治:脚本 童心社
せ 3778 0000145573 せみとりめいじん かがくのとも傑作集 かみやしん:作 福音館書店
せ 3779 0000173005 セロ弾きのコージュ 宮沢賢治 偕成社
せ 3780 0000125302 セロひきのゴーシュ かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治:原作 童心社
せ 3781 0000124545 セロひきのゴーシュ かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治:原作 童心社
せ 3782 0000148627 セロ弾きのゴーシュ 徳間アニメ絵本 19 宮沢賢治:原作 徳間書店
せ 3783 0000130898 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ:著 評論社
せ 3784 0000149351 戦場にひびく歌声 マジック・ツリーハウス １１ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
せ 3785 0000025197 せんせい かがくのとも傑作集 大場牧夫:ぶん 福音館書店
せ 3786 0000044685 先生たちが選んだ新ゲーム・手づくりあそびセレクト１００ みんなの会:編 講談社
せ 3787 0000031948 先生と老犬とぼく 文研ブックランド ルイス・サッカー:作 文研出版
せ 3788 0000021584 先生にあいにくる幽霊 学校の怪談 １ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
せ 3789 0000171439 先生のつうしんぼ 子どもの文学 8 宮川ひろ:著 偕成社
せ 3790 0000132480 先生はまじょ 1年生文庫 19 山本なおこ:著 ポプラ社
せ 3791 0000167908 せんせいマッツァオこわーい話 新・日本のおばけ話・わらい話 10 木暮正夫:文 岩崎書店
せ 3792 0000062307 先生も知らない日本史 松永暢史:著 幻冬舎エデュケーション
せ 3793 0000045526 戦争の時代の子どもたち 瀬田国民学校五年智組の学級日誌より 岩波ジュニア新書 660 吉村文成:著 岩波書店
せ 3794 0000181404 せんたくかあちゃん こどものとも傑作集 54 さとうわきこ:さく・え 福音館書店
せ 3795 0000008573 セントバーナードとたびびと アニーとコラ やなせたかしの愛と勇気の絵本 ３ やなせたかし:作・絵 フレーベル館
せ 3796 0000130948 千年のかなた 七つの封印・外伝 カイ・マイヤー:原作 ポプラ社
せ 3797 0000169995 千年の田んぼ 国境の島に、古代の謎を追いかけて 石井里津子:著 旬報社
せ 3798 0000010306 ぜんべいじいさんのいちご ひさかたメルヘン １５ 松岡節:作 ひさかたチャイルド
そ 3799 0000035089 そいつの名前はエメラルド 竹下文子:作 金の星社
そ 3800 0000043687 ゾウ ちがいがわかる写真絵本シリーズ 増井光子:監修 金の星社
そ 3801 0000008987 そういうきみがすき デイビッド・ベッドフォード:文 佼成出版社
そ 3802 0000012328 ぞうくんのあめふりさんぽ こどものとも傑作集 なかのひろたか:さく・え 福音館書店
そ 3803 0000012286 ぞうくんのさんぽ こどものとも傑作集 １３ なかのひろたか:さく・え 福音館書店
そ 3804 0000047043 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 1 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3805 0000136028 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 10 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3806 0000136473 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 11 菊池武夫:文 小峰書店
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そ 3807 0000043158 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 12 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3808 0000136044 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 2 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3809 0000136051 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 3 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3810 0000139147 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 4 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3811 0000047035 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 5 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3812 0000136010 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 6 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3813 0000138230 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 7 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3814 0000138248 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 8 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3815 0000136036 総合的学習に役立つくらしと国の省庁 9 菊池武夫:文 小峰書店
そ 3816 0000188896 ぞうさんあそぼ どうぶつこんにちは!:年少向けかみしばい こがようこ:脚本 童心社
そ 3817 0000034355 象のいない動物園 斎藤憐:作 偕成社
そ 3818 0000147116 ぞうのエルマー ぞうのエルマー 1 デビッド・マッキー:ぶんとえ ＢＬ出版
そ 3819 0000135715 ぞうのおんがえし 川崎大治 宣協社
そ 3820 0000023168 ぞうのせなか 講談社の創作絵本 あきもとやすし:さく 講談社
そ 3821 0000147975 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ 1 寺村輝夫:作 理論社
そ 3822 0000031658 ゾウのはな子 だからココにいるんだよ 上田学園学園生:文 ぶんしん出版
そ 3823 0000176842 ゾウのはな子 だからココにいるんだよ 上田学園学園生:文 ぶんしん出版
そ 3824 0000148551 ぞうの本 はじめての発見 27 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
そ 3825 0000002154 ぞうのみずあそび いとうひろし:作 絵本館
そ 3826 0000053868 ゾウの森とポテトチップス そうえん社写真のえほん 11 横塚眞己人:しゃしんとぶん そうえん社
そ 3827 0000181214 ゾウはおことわり! リサ・マンチェフ:作 徳間書店
そ 3828 0000036673 双姫湖のコッポたち 新しいこどもの文学 松原由美子:作 小峰書店
そ 3829 0000016121 そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじまゆきひこ:作 童心社
そ 3830 0000016154 そうべえまっくろけのけ 童心社の絵本 田島征彦:作 童心社
そ 3831 0000128314 想魔のいる街 スプラッシュ・ストーリーズ ７ たからしげる:作 あかね書房
そ 3832 0000144477 ぞうむしくんがんばる 絵本のおくりもの かみやしん:作・絵 金の星社
そ 3833 0000173161 ぞうれっしゃがやってきた 小出隆司 岩崎書店
そ 3834 0000178079 ぞうれっしゃがやってきた 絵本ノンフィクション 23 小出隆司:作 岩崎書店
そ 3835 0000031369 ぞくぞく村のがいこつガチャさん ぞくぞく村のおばけシリーズ 9 末吉暁子:作 あかね書房
そ 3836 0000055632 ぞくぞく村のゾンビのビショビショ ぞくぞく村のおばけシリーズ １３ 末吉暁子:作 あかね書房
そ 3837 0000023978 ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん ぞくぞく村のおばけシリーズ １５ 末吉暁子:作 あかね書房
そ 3838 0000031294 ぞくぞく村のミイラのラムさん ぞくぞく村のおばけシリーズ 1 末吉暁子:作 あかね書房
そ 3839 0000031377 ぞくぞく村の妖精レロレロ ぞくぞく村のおばけシリーズ 7 末吉暁子:作 あかね書房
そ 3840 0000035949 ソクラテス学校へ行く おはなしガーデン ２１ 山口タオ:作 岩崎書店
そ 3841 0000024851 ソクラテスつかまる おはなしの部屋 １０ 山口タオ:作 岩崎書店
そ 3842 0000030445 ソクラテスほえる おはなしの部屋 ６ 山口タオ:作 岩崎書店
そ 3843 0000021071 ソクラテス耳をすます おはなしの部屋 ８ 山口タオ:作 岩崎書店
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そ 3844 0000134593 そして、カエルはとぶ! 広瀬寿子:作 国土社
そ 3845 0000039966 そして、奇跡は起こった！ シャクルトン隊、全員生還 ジェニファー・アームストロング:著 評論社
そ 3846 0000039701 そして、ぼくの旅はつづく 世界傑作童話シリーズ サイモン・フレンチ:作 福音館書店
そ 3847 0000136226 疏水と小林久敬
そ 3848 0000099895 そっくりのくりのき やなせたかしの愛と勇気の絵本 １ やなせたかし:作・絵 フレーベル館
そ 3849 0000031740 そっといちどだけ 絵本・いつでもいっしょ 30 なりゆきわかこ:作 ポプラ社
そ 3850 0000003046 その気になった! 五味太郎:作 絵本館
そ 3851 0000026377 そのつもり 荒井良二:作 講談社
そ 3852 0000135038 その名はゴロニャゴトラブッチ 新しいこどもの文学 本間正樹:著 小峰書店
そ 3853 0000135095 その名はゴロニャゴトラブッチ 新しいこどもの文学 本間正樹:著 小峰書店
そ 3854 0000039826 その日のまえに 重松清:著 文芸春秋
そ 3855 0000016220 そばがらじさまとまめじさま 日本の昔話 こどものとも絵本 小林輝子:再話 福音館書店
そ 3856 0000054049 ソバの絵本 そだててあそぼう 8 またのとしこ:へん 農山漁村文化協会
そ 3857 0000136838 そばの絵本 つくってあそぼう 5 はっとりたかし:へん 農山漁村文化協会
そ 3858 0000003129 そばのはな さいたひ こわせたまみ:作 佼成出版社
そ 3859 0000010074 そばのはなし あいづ昔ばなし やまだとしみいわさきたきこ
そ 3860 0000009811 ソメコとオニ 岩崎創作絵本 １１ 斎藤隆介:作 岩崎書店
そ 3861 0000013466 そよかぜのてがみ ひくまの出版幼年絵本シリーズ 立原えりか:作 ひくまの出版
そ 3862 0000012807 そよそよさん 仁科幸子:作・絵 徳間書店
そ 3863 0000132134 ソヨニの手 いま読もう！韓国ベスト読みもの ２ チェジミン:作 汐文社
そ 3864 0000020826 そらいろのたね こどものとも傑作集 ２５ なかがわりえこ:文 福音館書店
そ 3865 0000042028 空色の地図 梨屋アリエ:作 金の星社
そ 3866 0000017228 そらからきたさかな きんのほしストーリー絵本 多田ヒロシ:文・絵 金の星社
そ 3867 0000058248 空から降ってきた猫のソラ 有珠山噴火・動物救護センターの「天使」 今泉耕介:作 ハート出版
そ 3868 0000186510 そらからふるものなんだっけ? 岩田明子:ぶん・え 大日本図書
そ 3869 0000188201 ソラタとヒナタ 〔2〕 わくわくライブラリー かんのゆうこ:さく 講談社
そ 3870 0000188151 ソラタとヒナタ ともだちのつくりかた わくわくライブラリー かんのゆうこ:さく 講談社
そ 3871 0000190603 そらとぶクレヨン 竹下文子:文 金の星社
そ 3872 0000025148 空とぶでまえおとどけします あかねおはなし図書館 ２６ 茂市久美子:作 あかね書房
そ 3873 0000035840 空とぶトランク アンデルセンの絵本 Ｈ．Ｃ．アンデルセン:原作 小学館
そ 3874 0000100024 空とぶペンギン やまだともこ:作 金の星社
そ 3875 0000045922 空飛ぶ木馬 アラビアン・ナイト 斉藤洋:〔訳〕著 偕成社
そ 3876 0000011577 そらにいちばんちかいところ 学研おはなし絵本 長谷川直子:〔作〕 学研教育出版
そ 3877 0000045187 空にうかんだお城 フランス民話 山口智子:訳 岩波書店
そ 3878 0000130971 空にでっかい雲がわく いま、子どもたちは 2 野本三吉:著 フレーベル館
そ 3879 0000183988 空にむかってともだち宣言 茂木ちあき:作 国土社
そ 3880 0000147157 そらのおっぱい わくわくたべものおはなしえほん 7 スズキコージ:さく 農山漁村文化協会



児童書（書名による五十音リスト）

そ 3881 0000036541 空のてっぺん銀色の風 文学の森 ひろはたえりこ:作 小峰書店
そ 3882 0000161919 空のふしぎ図鑑 見上げてごらん! 武田康男:監修 ＰＨＰ研究所
そ 3883 0000034314 空はきんいろ フレンズ 大島真寿美:さく 偕成社
そ 3884 0000095422 空へ Sunnyside Books いとうみく:作 小峰書店
そ 3885 0000163600 空へのぼる 八束澄子:著 講談社
そ 3886 0000002329 そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ:さく 小学館
そ 3887 0000092189 そらまめくんのあたらしいベッド なかやみわ:さく 小学館
そ 3888 0000005264 そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかやみわ:さく・え 福音館書店
そ 3889 0000002337 そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかやみわ:さく・え 福音館書店
そ 3890 0000002360 そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかやみわ:さく・え 福音館書店
そ 3891 0000181362 そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかやみわ:さく・え 福音館書店
そ 3892 0000002352 そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ:さく 小学館
そ 3893 0000002345 そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ:さく 小学館
そ 3894 0000182717 空をとぶ小人たち 岩波少年文庫 065 メアリー・ノートン:作 岩波書店
そ 3895 0000007757 そりあそび こどものとも傑作集 １０２ さとうわきこ:さく・え 福音館書店
そ 3896 0000012369 そりあそび こどものとも傑作集 102 さとうわきこ:さく・え 福音館書店
そ 3897 0000033001 ソリちゃんのチュソク イオクベ:絵と文 セーラー出版
そ 3898 0000188417 そりゃあもういいひだったよ ぴっかぴかえほん 荒井良二:絵 小学館
そ 3899 0000012161 ソルティとボタンうみへいく！ アンジェラ・マカリスター:さく 理論社
そ 3900 0000147744 それいけ!ブブヒコ ダックスフンド団からにげろ!の巻 ママとパパとわたしの本 10 中川ひろたか:さく ポプラ社
そ 3901 0000010884 それからのおにがしま えほんのマーチ ４ 川崎洋:さく 岩崎書店
そ 3902 0000026104 それほんとう？ 福音館創作童話シリーズ 松岡享子:ぶん 福音館書店
そ 3903 0000034306 ぞろぞろ ランランらくご ４ 斉藤洋:文 あかね書房
そ 3904 0000080721 ソロモンの偽証 第１部 宮部みゆき:著 新潮社
そ 3905 0000125997 そんごくう・火炎山をこえるのまき 後編 ゆたかなこころシリーズ 呉承恩:原作 童心社
そ 3906 0000124552 そんごくう・火炎山をこえるのまき 前編 ゆたかなこころシリーズ 呉承恩:原作 童心社
そ 3907 0000124628 そんごくう金角銀角のまき 後編 大長編かみしばいそんごくう 4 呉承恩:原作 童心社
そ 3908 0000124560 そんごくう金角銀角のまき 前編 ゆたかなこころシリーズ 呉承恩:原作 童心社
そ 3909 0000168526 そんごくうだいかつやく 世界の名作 第1集 呉承恩:原作 童心社
そ 3910 0000124891 そんごくうたびだちのまき 童心社紙芝居傑作選 呉承恩:原作 童心社
そ 3911 0000117317 そんごくうたびだちのまき 童心社紙芝居傑作選 呉承恩:原作 童心社
そ 3912 0000125351 そんごくうたびのおわりのまき ゆたかなこころシリーズ 呉承恩:原作 童心社
そ 3913 0000032151 ゾンビのレストラン 怪談レストラン ４９ かとうくみこ:絵 童心社
そ 3914 0000040386 ゾンビのレストラン 怪談レストラン ４９ かとうくみこ:絵 童心社
そ 3915 0000147223 ゾンビのレストラン 怪談レストラン 49 かとうくみこ:絵 童心社
た 3916 0000039859 大雪山の森番 西野辰吉:文 農山漁村文化協会
た 3917 0000100008 ダ・ヴィンチ空を飛ぶ マジック・ツリーハウス ２４ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー



児童書（書名による五十音リスト）

た 3918 0000039305 ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー:作 ほるぷ出版
た 3919 0000048587 ダイアナ 世界でもっとも愛された悲劇のプリンセス 集英社版・学習漫画 東園子:漫画 集英社
た 3920 0000024554 体育館であそぶ霊 学校の怪談 １２ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
た 3921 0000124487 たいいくのひだいすき! 祝日の由来かみしばい-あしたはなんのおやすみ?- 宮本えつよし:作絵 教育画劇
た 3922 0000031666 ダイオキシンの夏 いのちの地球 蓮見けい:原作 岩崎書店
た 3923 0000009290 だいかいじゅうオニイタイジ いとうひろしの本 ３ いとうひろし:作 ポプラ社
た 3924 0000172932 だいくとおにろく 日本の昔話 こどものとも絵本 松居直:再話 福音館書店
た 3925 0000010330 だいくとおにろく 日本民話 チューリップえほんシリーズ 小川洋:文 鈴木出版
た 3926 0000048447 体験学習アイデアブック 小学生のためのフィールドワーク入門 ５ 佐々木定治:監修 ポプラ社
た 3927 0000180877 大研究お米の図鑑 本林隆:監修 国土社
た 3928 0000048132 体験しよう！発見しよう！福祉ボランティア ２ こどもくらぶ:編集 岩崎書店
た 3929 0000010793 だいこんだんめんれんこんざんねん かがくのとも絵本 加古里子:さく 福音館書店
た 3930 0000177444 大出現!精霊図鑑 軽部武宏:作 あかね書房
た 3931 0000012542 だいじょうぶだいじょうぶ りとる １３ いとうひろし:作・絵 講談社
た 3932 0000185058 だいじょうぶだよ、モリス 「こわい」と「いやだ」がなくなる絵本 カール＝ヨハン・エリーン:著 飛鳥新社
た 3933 0000054205 大震災にあった子どもたち 1年生 震災をつたえる会:編 小峰書店
た 3934 0000145607 大震災にあった子どもたち 2年生 震災をつたえる会:編 小峰書店
た 3935 0000045971 大震災にあった子どもたち 4年生 震災をつたえる会:編 小峰書店
た 3936 0000132142 大震災にあった子どもたち ５年生 震災をつたえる会:編 小峰書店
た 3937 0000185892 大好き!おじさん文庫 文研ブックランド 深山さくら:著 文研出版
た 3938 0000188359 だいすき・こぱんだ ぴっかぴかえほん 平田貴章:写真 小学館
た 3939 0000131797 だいすき朝の読み物７５話 １ 学研
た 3940 0000020305 だいすき朝の読み物７５話 ２ 学研
た 3941 0000134387 だいすき朝の読み物75話 3 学研
た 3942 0000028522 だいすき朝の読み物７５話 ４ 学研
た 3943 0000144857 だいすき朝の読み物75話 5 学研
た 3944 0000032011 だいすき朝の読み物７５話 ６ 学研
た 3945 0000032979 だいすき朝の読み物７５話 ８ 学研
た 3946 0000091751 だいすきぎゅっぎゅっ フィリス・ゲイシャイトー:ぶん 岩崎書店
た 3947 0000001610 だいすきっていいたくて カール・ノラック:ぶん ほるぷ出版
た 3948 0000044149 ダイズの絵本 そだててあそぼう 9 こくぶんまきえ:へん 農山漁村文化協会
た 3949 0000028399 たいせつなあなた あなたへ ８ レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
た 3950 0000135707 たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン:さく フレーベル館
た 3951 0000136218 たいせつなとき あなたへ 13 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
た 3952 0000065466 大草原の小さな家 世界傑作童話シリーズ ローラ・インガルス・ワイルダー:作 福音館書店
た 3953 0000173575 タイタニック号の悲劇 マジック・ツリーハウス ９ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
た 3954 0000136176 タイタニックの犬ラブ 氷の海に沈んだ夫人と愛犬の物語 関朝之:作 ハート出版



児童書（書名による五十音リスト）

た 3955 0000051011 大地 アイドル・ブックス 28 パール・バック:〔著〕 ポプラ社
た 3956 0000138602 大地のめぐみ土の力大作戦 かこさとし大自然のふしぎえほん 10 かこさとし:作 小峰書店
た 3957 0000006569 だいちゃんとうみ こどものとも傑作集 ３８ 太田大八:さく・え 福音館書店
た 3958 0000005611 タイニイ・トゥインクルのふしぎなともだち なぎともこ:作 ＢＬ出版
た 3959 0000188961 たいふうがやってきた! 異常気象からいのちをまもる たけしたふみこ:作 教育画劇
た 3960 0000044115 台風のついせき竜巻のついきゅう かこさとし大自然のふしぎえほん ７ かこさとし:作 小峰書店
た 3961 0000150540 太平のカメ日記 文研じゅべにーる 別司芳子:作 文研出版
た 3962 0000043026 たいへん！ホテルは水びたし ハンナのすてきなホテル ４ マーク・バージェス:作 金の星社
た 3963 0000027367 たいへんたいへん イギリス昔話 こどものともコレクション ’６４～’７２ 渡辺茂男:やく 福音館書店
た 3964 0000005942 たいへんなひるね こどものとも傑作集 ８４ さとうわきこ:さく・え 福音館書店
た 3965 0000189506 大冒険恐竜まちがいさがし177もん 全104体!恐竜ずかんつき! 西東社編集部:編 西東社
た 3966 0000186569 大むかしの生物 小学館の図鑑NEO 12 日本古生物学会:監修 小学館
た 3967 0000007872 タイヤがゴロゴロ いとうひろし:作 絵本館
た 3968 0000033548 ダイヤモンドのなぞ ラッセとマヤのたんていじむしょ マッティン・ビードマルク:作 主婦の友社
た 3969 0000169987 太陽と月の大地 世界傑作童話シリーズ コンチャ・ロペス＝ナルバエス:著 福音館書店
た 3970 0000010231 太陽の王子ホルスの大冒険 徳間アニメ絵本 ２１ 徳間書店
た 3971 0000182634 太陽の戦士 岩波少年文庫 570 ローズマリ・サトクリフ:作 岩波書店
た 3972 0000006601 たかいたかいして 講談社の幼児えほん 藤本ともひこ:作・絵 講談社
た 3973 0000019950 たかこ 絵本・こどものひろば 清水真裕:文 童心社
た 3974 0000010512 たかしとお花ぎつね ＰＨＰにこにこえほん 大石真:作 ＰＨＰ研究所
た 3975 0000038307 たかたか山のたかちゃん 中川李枝子:さく のら書店
た 3976 0000207944 たかのびょういんのでんちゃん 菅野博子:文・絵 岩崎書店
た 3977 0000059493 高橋尚子物語 スポーツのニューヒロイン 4 本郷陽二:編 汐文社
た 3978 0000052076 高村光太郎・智恵子 変わらぬ愛をつらぬいたふたつの魂 小学館版学習まんが人物館 北川太一:監修 小学館
た 3979 0000095273 たがやせ!どじょうおじさん チャンキー松本:作 あかね書房
た 3980 0000016386 たからげた 日本みんわ絵本 小野和子:ぶん ほるぷ出版
た 3981 0000015982 たからげた 日本みんわ絵本 小野和子:ぶん ほるぷ出版
た 3982 0000062976 だからこぶたちゃん こぶたの赤ちゃんシリーズ １ きたやまようこ:作・絵 偕成社
た 3983 0000011015 たからさがし こどものとも傑作集 ９９ なかがわりえこ:〔作〕 福音館書店
た 3984 0000038885 宝島 偕成社文庫 ３２００ ロバート・ルイス・スティーブンソン:作 偕成社
た 3985 0000030197 たからものとんだ あかね幼年どうわ ４５ もりやまみやこ:作 あかね書房
た 3986 0000011080 たからものはひみつ 新しいえほん 木村裕一:作 金の星社
た 3987 0000144972 ダギーとタップとぶちねこガブ ノッポさんのえほん 3 高見のっぽ:作 世界文化社
た 3988 0000018952 タキワロ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ 岩崎千夏:さく 長崎出版
た 3989 0000008938 ダグちゃんのおいけ ノッポさんのえほん １０ 高見ノッポ:作 世界文化社
た 3990 0000128272 たけくらべ アニメ日本の名作 ４ 樋口一葉:原作 金の星社
た 3991 0000004820 たこたこふうせんとまとまと 竹内通雅:作 架空社



児童書（書名による五十音リスト）

た 3992 0000188425 たこやきのたこさぶろう ぴっかぴかえほん 長谷川義史:作 小学館
た 3993 0000011478 たこやきマントマン にぎやかもりのぼうけんのまき 新しいえほん 高田ひろお:作 金の星社
た 3994 0000007005 たこやきマントマン のんびりおそらのぼうけんのまき 新しいえほん 高田ひろお:作 金の星社
た 3995 0000013169 たこやきマントマン はじめてのぼうけんのまき 新しいえほん 高田ひろお:作 金の星社
た 3996 0000148171 たこやきマントマン マリンランドのぼうけんのまき 新しいえほん 高田ひろお:作 金の星社
た 3997 0000092478 たこやきようちえん 絵本・いつでもいっしょ ２７ さいとうしのぶ:作 ポプラ社
た 3998 0000033076 たこをあげるひとまねこざる 大型絵本 マーガレット・レイ:文 岩波書店
た 3999 0000182212 たこをあげるひとまねこざる 大型絵本 マーガレット・レイ:文 岩波書店
た 4000 0000031229 だじゃれすいぞくかん 中川ひろたか:文 絵本館
た 4001 0000047381 だじゃれはだれじゃ まどさんとさかたさんのことばあそび 2 こみねのえほん まどみちお:文 小峰書店
た 4002 0000148122 ただいま!マラング村 タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット:作 徳間書店
た 4003 0000046763 ただいまお仕事中 大きくなったらどんな仕事をしてみたい？ おちとよこ:文 福音館書店
た 4004 0000095497 ただいまおばけとりょこうちゅう! ポプラ社の新・小さな童話 296 むらいかよ:著 ポプラ社
た 4005 0000024372 ただいま魔法旅行中。 おはなしガーデン ４ あんびるやすこ:著 岩崎書店
た 4006 0000054445 たたかえ恐竜トリケラトプス 旅立ち前夜の巻 恐竜の大陸 黒川みつひろ:作絵 小峰書店
た 4007 0000017988 正しいひまわりの育て方 津田直美:作・絵 ジー・シー
た 4008 0000023705 たたりじゃレストラン 怪談レストラン ２１ かとうくみこ:絵 童心社
た 4009 0000180109 たたりじゃレストラン 怪談レストラン 21 かとうくみこ:絵 童心社
た 4010 0000029918 たっくんとぼく わくわくえどうわ 清水千恵:作 文研出版
た 4011 0000035444 タッジーマッジーと三人の魔女 ポプラ物語館 １９ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
た 4012 0000020941 たっちゃんぼくがきらいなの たっちゃんはじへいしょう（自閉症） いのちのえほん ２ さとうとしなお:作 岩崎書店
た 4013 0000128785 立ってみなさい 新日本創作少年少女文学 3 斎藤隆介:著 新日本出版社
た 4014 0000189043 たつまきがおこったら? 異常気象からいのちをまもる 杜今日子:作絵 教育画劇
た 4015 0000147587 建具職人の千太郎 くもんの児童文学 岩崎京子:作 くもん出版
た 4016 0000025999 タテゴトアザラシのおやこ 親と子の写真絵本 １ 福田幸広:写真 ポプラ社
た 4017 0000018846 たなかさんちのおひっこし あかね創作えほん ３２ 大島妙子:作 あかね書房
た 4018 0000017186 たなかさんちのだいぼうけん あかね・新えほんシリーズ １６ 大島妙子:作 あかね書房
た 4019 0000091876 田中将大 侍メジャーリーガー列伝 本郷陽二:編 汐文社
た 4020 0000012922 たなばた にほんむかしばなし 岩崎京子:文 フレーベル館
た 4021 0000001248 たなばたこびとのおはなし 行事こびとのえほん まついのりこ:さく 童心社
た 4022 0000007484 たなばたさま 住井すゑとの絵本集 ４ 住井すゑ:作 河出書房新社
た 4023 0000185603 たなばたさま 日本むかしばなし いもとようこ:文・絵 金の星社
た 4024 0000117150 たなばたのおはなし ともだちだいすき 北田伸:脚本 童心社
た 4025 0000095349 七夕の月 ポプラ物語館 56 佐々木ひとみ:作 ポプラ社
た 4026 0000171595 たなばたものがたり 舟崎克彦 教育画劇
た 4027 0000029322 ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック:作 ほるぷ出版
た 4028 0000046565 タニシ 田んぼの生きものたち 増田修:文・写真 農山漁村文化協会
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た 4029 0000036368 谷本記者のむしむし通信 ノンフィクション☆キラリ １ 谷本雄治:著 あかね書房
た 4030 0000156349 たぬき学校 紙しばい名作選 今井誉次郎:作 童心社
た 4031 0000177758 たぬき学校 日本の子ども文庫 1 今井誉次郎:〔作〕 講学館
た 4032 0000192682 たぬきと彦市 まんが日本昔ばなし 愛企画センター 二見書房
た 4033 0000187021 タヌキのきょうしつ 山下明生:作 あかね書房
た 4034 0000014092 たぬきのたんちゃん 神沢利子・和歌山静子の絵本 ２ 神沢利子:作 ポプラ社
た 4035 0000188771 たぬきのひみつ 加藤休ミ:作 文溪堂
た 4036 0000022301 たねいっぱいわらったね 近藤薫美子:著 アリス館
た 4037 0000031690 タネオがきた 文研ブックランド すとうあさえ:作 文研出版
た 4038 0000040097 種をまく人 ポール・フライシュマン:著 あすなろ書房
た 4039 0000125971 たのきゅう 日本民話かみしばい選 渋谷勲:脚本 童心社
た 4040 0000018176 たのしいいちにち こくばんえほん そうまこうへい:ぶん 絵本館
た 4041 0000117127 たのしいおしょうがつ あたらしい行事紙芝居 第3集 高木あき子:作 教育画劇
た 4042 0000047100 たのしい室内あそび 1 竹井史郎:著 小峰書店
た 4043 0000046797 たのしい室内あそび １０ 竹井史郎:著 小峰書店
た 4044 0000134189 たのしい室内あそび 2 竹井史郎:著 小峰書店
た 4045 0000047134 たのしい室内あそび 3 竹井史郎:著 小峰書店
た 4046 0000047142 たのしい室内あそび 4 竹井史郎:著 小峰書店
た 4047 0000044289 たのしい室内あそび ５ 竹井史郎:著 小峰書店
た 4048 0000163618 たのしい室内あそび ６ 竹井史郎:著 小峰書店
た 4049 0000047118 たのしい室内あそび 7 竹井史郎:著 小峰書店
た 4050 0000168880 たのしい室内あそび 8 竹井史郎:著 小峰書店
た 4051 0000047159 たのしい室内あそび 9 竹井史郎:著 小峰書店
た 4052 0000045377 たのしい自由工作 1,2年生 成美堂出版編集部:編 成美堂出版
た 4053 0000010322 たのしいふゆごもり 日本傑作絵本シリーズ 片山令子:作 福音館書店
た 4054 0000022608 たのしいホッキーファミリー！ レイン・スミス:作 ほるぷ出版
た 4055 0000034108 たのしい森のそめものやさん うさぎのおみせやさん ７ 岡野薫子:作 ポプラ社
た 4056 0000137042 たのしい輪ゴム工作 はじめての・じっけん・あそび 2 佐久間徹:著 汐文社
た 4057 0000021659 楽しくできる！小学生の学習クイズ １・２・３年生 まなぶっく 学習クイズ研究会:著 メイツ出版
た 4058 0000044198 楽しくできる！小学生の漢字パズル ４・５・６年生 まなぶっく 漢字パズル研究会:著 メイツ出版
た 4059 0000054023 楽しく学ぶ川の学校 1 学研
た 4060 0000054064 楽しく学ぶ川の学校 10 学研
た 4061 0000054015 楽しく学ぶ川の学校 2 学研
た 4062 0000054494 楽しく学ぶ川の学校 ３ 学研
た 4063 0000044180 楽しく学ぶ川の学校 ４ 学研
た 4064 0000054080 楽しく学ぶ川の学校 5 学研
た 4065 0000137984 楽しく学ぶ川の学校 6 学研
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た 4066 0000054122 楽しく学ぶ川の学校 7 学研
た 4067 0000054072 楽しく学ぶ川の学校 8 学研
た 4068 0000054114 楽しく学ぶ川の学校 9 学研
た 4069 0000046144 たのしく学ぶことわざ辞典 林四郎:監修 日本放送出版協会
た 4070 0000172700 たのしく読める世界のすごい歴史人物伝 伊藤純郎:監修 高橋書店
た 4071 0000054007 たのしくわかることばの辞典 1 小峰書店
た 4072 0000053942 たのしくわかることばの辞典 2 小峰書店
た 4073 0000049320 たのしくわかることばの辞典 3 小峰書店
た 4074 0000049312 たのしくわかることばの辞典 4 小峰書店
た 4075 0000043950 たのしくわかることばの辞典 5 小峰書店
た 4076 0000134874 タバコの害とたたかって スモークバスター奮戦記 ノンフィクション・ワールド 渡辺文学:著 大日本図書
た 4077 0000128553 たびくまとひまわりばたけ
た 4078 0000039941 旅路の果て モンゴメリーの庭で メアリー・フランシス・コーディ:作 講談社
た 4079 0000035238 旅するウサギ Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 竹下文子:作 小峰書店
た 4080 0000016790 旅するベッド ジョン・バーニンガム:作 ほるぷ出版
た 4081 0000015875 たびだち 絵本アフリカのどうぶつたち 第１集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
た 4082 0000149310 タビねこくん あかね・新読み物シリーズ １０ 令丈ヒロ子:作 あかね書房
た 4083 0000052027 旅の絵本 〔1〕 安野光雅:〔著〕 福音館書店
た 4084 0000133868 旅の絵本 2 安野光雅:〔著〕 福音館書店
た 4085 0000134346 旅の絵本 3 安野光雅:〔著〕 福音館書店
た 4086 0000134270 旅の絵本 4 安野光雅:〔著〕 福音館書店
た 4087 0000024497 旅の絵本 ７ 安野光雅:〔著〕 福音館書店
た 4088 0000139014 旅の人芭蕉ものがたり ジュニア・ノンフィクション 楠木しげお:作 銀の鈴社
た 4089 0000144808 たびびととクマ 読みきかせ・イソップ名作えほん イソップ:〔原作〕 教育画劇
た 4090 0000014225 たべたのはだれ？ 藪内正幸:さく 童心社
た 4091 0000064410 たべもの ２ Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
た 4092 0000064428 たべもの Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
た 4093 0000064360 たべもの ブルーナの０歳からの本 ３ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
た 4094 0000001933 たべもの 幼児絵本シリーズ 中江俊夫:ぶん 福音館書店
た 4095 0000021147 たべものの名前のひみつ 名前のはじまり探検隊 ７ 国松俊英:文 岩崎書店
た 4096 0000117085 たべものランドのおまつりだ! たべもののはたらき 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 宗方あゆむ:作 教育画劇
た 4097 0000165787 たべられたやまんば 日本むかし話 6 瀬川康男:絵 フレーベル館
た 4098 0000050120 たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集 森谷憲:ぶん 福音館書店
た 4099 0000010918 たまごから生まれたウマ 十二支むかしむかしシリーズ 午 谷真介:文 佼成出版社
た 4100 0000053108 たまごからうまれた女の子 行事むかしむかし 3月 ひな祭りのはなし 谷真介:文 佼成出版社
た 4101 0000189019 たまごからだ～れかな どうぶつこんにちは!:年少向けかみしばい 和歌山静子:脚本・絵 童心社
た 4102 0000000257 たまごとひよこ かがくのほん ミリセント・Ｅ・セルサム:ぶん 福音館書店
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た 4103 0000005629 たまごねえちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやまただし:作・絵 鈴木出版
た 4104 0000003525 たまごのあかちゃん 幼児絵本シリーズ かんざわとしこ:ぶん 福音館書店
た 4105 0000144451 たまごのなかで 春の詩 季節の詩の絵本 １ おのちよ:絵 あすなろ書房
た 4106 0000022186 たまごはいくつ？ ロジャー・デュボアザン:作 こぐま社
た 4107 0000024638 たまごやきくん いただきま～す！シリーズ 村上康成:作 小学館
た 4108 0000134460 魂をはこぶ船 幽霊の13の話 プロイスラーの昔話 オトフリート・プロイスラー:作 小峰書店
た 4109 0000013060 タマにしらーんぷり ＰＨＰのえほん ふりやかよこ:さく・え ＰＨＰ研究所
た 4110 0000136564 タマネギの絵本 そだててあそぼう 61 かわさきしげはる:へん 農山漁村文化協会
た 4111 0000145664 たまねぎ博士1号タリラン はれぶたぶんこ 4 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
た 4112 0000147421 たまねぎ博士1号タリラン 矢玉四郎の本 矢玉四郎:作・絵 アリス館
た 4113 0000138925 たまねぎ博士2号タリラン はれぶたぶんこ 6 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
た 4114 0000145888 たまねぎ博士3号タリラン はれぶたぶんこ 7 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
た 4115 0000146498 玉の図鑑 森戸祐幸:監修 学研教育出版
た 4116 0000182113 だめといわれてひっこむな 愛蔵版おはなしのろうそく 5 東京子ども図書館:編 東京子ども図書館
た 4117 0000132423 ダヤン、タシルに帰る Dayan in Wachifield 7 池田あきこ:著 ほるぷ出版
た 4118 0000014340 ダヤンのおいしいゆめ わちふぃーるど物語 池田あきこ:さく ほるぷ出版
た 4119 0000043646 ダヤンのカントリーダイアリー 塩野米松:文 ほるぷ出版
た 4120 0000136523 ダヤンのスープ読本 Dayan’s nonsensoup 池田あきこ:著 ほるぷ出版
た 4121 0000011783 ダヤンのたんじょうび Ｄａｙａｎ’ｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｂｏｏｋｓ 池田あきこ:著 ほるぷ出版
た 4122 0000043653 ダヤンのミステリークッキング 池田あきこ:作 ほるぷ出版
た 4123 0000179648 タラ・ダンカン 〔1上〕 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン:著 メディアファクトリー
た 4124 0000038729 タラ・ダンカン 〔１下〕 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン:著 メディアファクトリー
た 4125 0000037978 タラ・ダンカン ２〔上〕 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン:著 メディアファクトリー
た 4126 0000037937 タラ・ダンカン ２〔下〕 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン:著 メディアファクトリー
た 4127 0000014357 たらふくまんま 学研カラー絵ばなし 馬場のぼる:ぶん・え 学研
た 4128 0000006643 だるまさんが かがくいひろし:さく ブロンズ新社
た 4129 0000063172 だるまさんと かがくいひろしのファーストブック ３ かがくいひろし:さく ブロンズ新社
た 4130 0000006650 だるまさんの かがくいひろしのファーストブック かがくいひろし:さく ブロンズ新社
た 4131 0000023341 だるまだ！ ｃｉｅｌ　ｂｏｏｋｓ 高畠那生:〔作〕 長崎出版
た 4132 0000181776 だるまちゃんとうさぎちゃん こどものとも絵本 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4133 0000005926 だるまちゃんとうさぎちゃん こどものとも傑作集 ４６ 加古里子:さく・え 福音館書店
た 4134 0000181784 だるまちゃんとかみなりちゃん こどものとも絵本 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4135 0000171603 だるまちゃんとかみなりちゃん こどものとも絵本 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4136 0000181826 だるまちゃんとだいこくちゃん こどものとも絵本 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4137 0000013490 だるまちゃんとだいこくちゃん こどものとも傑作集 加古里子:さく 福音館書店
た 4138 0000181537 だるまちゃんとてんぐちゃん こどものとも絵本 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4139 0000001065 だるまちゃんとてんぐちゃん こどものとも傑作集 ２７ 加古里子:さく・え 福音館書店
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た 4140 0000182287 だるまちゃんとてんじんちゃん こどものとも傑作集 加古里子:さく 福音館書店
た 4141 0000001099 だるまちゃんととらのこちゃん こどものとも傑作集 73 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4142 0000001990 だるまちゃんととらのこちゃん こどものとも傑作集 ７３ 加古里子:さく　え 福音館書店
た 4143 0000181594 だるまちゃんととらのこちゃん こどものとも傑作集 73 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4144 0000182279 だるまちゃんとやまんめちゃん こどものとも絵本 加古里子:さくえ 福音館書店
た 4145 0000161802 だるまなんだ おおなり修司:文 絵本館
た 4146 0000023002 だるまのしゅぎょう ませぎりえこ:作 偕成社
た 4147 0000007419 だれがいちばんはやいかな マイケル・グレイニエツ:作 絵本館
た 4148 0000062521 だれかしら ミセスこどもの本 多田ヒロシ:さく 文化出版局
た 4149 0000064014 だれかな？だれかな？ ０．１．２．えほん なかやみわ:さく 福音館書店
た 4150 0000006544 だれかなだれかな？ 木村裕一・しかけ絵本 １１ 木村裕一:作・構成 偕成社
た 4151 0000137901 だれかを好きになった日に読む本 きょうはこの本読みたいな 1 現代児童文学研究会:編 偕成社
た 4152 0000015578 たれごよみ 年がら年中たれています。 たれぱんだの本 末政ひかる:文・絵 小学館
た 4153 0000155747 だれだかわかるかい? むしのかお かがくのとも傑作集 今森光彦:ぶん・写真 福音館書店
た 4154 0000034322 だれでもできるステキな魔法 ポプラ物語館 ２３ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
た 4155 0000131615 だれにも言えない約束 文研じゅべにーる ジーン・ブッカー:作 文研出版
た 4156 0000018333 だれのしわざ？ 旺文社創作童話 瀬尾七重:さく 旺文社
た 4157 0000004770 たれぱんだ 今日もよくたれています。 末政ひかる:文・絵 小学館
た 4158 0000027466 だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ:さく あすなろ書房
た 4159 0000182733 だれも知らない小さな国 コロボックル物語 1 佐藤さとる:作 講談社
た 4160 0000173344 だれもしらない図書館のひみつ 北川チハル:作 汐文社
た 4161 0000041632 ダレン・シャン 11 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ:作 小学館
た 4162 0000041541 ダレン・シャン 12 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ:作 小学館
た 4163 0000132225 ダレン・シャン ２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ:著 小学館
た 4164 0000132324 ダレン・シャン ３ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ:著 小学館
た 4165 0000132233 ダレン・シャン ５ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ:著 小学館
た 4166 0000041533 ダレン・シャン 9 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ:作 小学館
た 4167 0000145276 ダレン・シャン 奇怪なサーカス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ:著 小学館
た 4168 0000124750 たろうがるすばんしていると こわいこわーいおはなし 中川正文:脚本 童心社
た 4169 0000011122 タンゲくん 日本傑作絵本シリーズ 片山健:〔作〕 福音館書店
た 4170 0000022178 だんごうおです。 平田昌広:作 徳間書店
た 4171 0000049478 ダンゴムシ やあ!出会えたね 1 今森光彦:文・写真 アリス館
た 4172 0000019075 だんごむしそらをとぶ 松岡達英:〔作〕 小学館
た 4173 0000131714 たんじょうび ゆたかな国とまずしい国 あなたへ ７ レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
た 4174 0000007161 たんじょうびの　ふしぎな　てがみ エリック＝カール:さく・え 偕成社
た 4175 0000004531 たんじょうびのごちそう 木村裕一・しかけ絵本 ７ 木村裕一:作 偕成社
た 4176 0000006353 たんじょうびのごちそう 木村裕一・しかけ絵本 ７ 木村裕一:作 偕成社



児童書（書名による五十音リスト）

た 4177 0000026732 たんじょうびのライオン 新・ともだちぶんこ １５ 竹下文子:作 金の星社
た 4178 0000133017 たんじょうびをわすれたきょうりゅう きょうりゅうのこどもたち 1 マイケル・サーモン:文・絵 文渓堂
た 4179 0000033332 ダンスをする魚のなぜなぜなぜ？ かこさとし大自然のふしぎえほん ４ かこさとし:作 小峰書店
た 4180 0000181909 たんたのたんけん 新しい日本の幼年童話 1 中川李枝子:さく 学研
た 4181 0000018580 たんたのたんてい 新しい日本の幼年童話 8 中川李枝子:著 学研
た 4182 0000187450 タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン:文 ポット出版
た 4183 0000063891 たんたんぼうや かんざわとしこやぎゅうげんいちろう

た 4184 0000064154 たんたんぼうや ０．１．２．えほん かんざわとしこ:ぶん 福音館書店
た 4185 0000033142 たんていポコロなぞのおばけ鳥 童話のパレット ３ 川北亮司:作 岩崎書店
た 4186 0000014977 ダンプえんちょうやっつけた 絵本ぼくたちこどもだ 2 ふるたたるひ:作 童心社
た 4187 0000023200 ダンプえんちょうやっつけた 絵本ぼくたちこどもだ 2 ふるたたるひ:作 童心社
た 4188 0000055095 ダンボ 新編ディズニーアニメランド ５ 三石宏文:〔ほか〕構成 講談社
た 4189 0000156414 ダンボ ディズニーアニメ小説版 14 橘高弓枝:文 偕成社
た 4190 0000043455 ダンボールクラフト 原寸図面つき 動物編 工作ランド 内藤英治:著 誠文堂新光社
た 4191 0000144667 田んぼの楽校 自然と遊ぼう ４ 湊秋作:著 山と渓谷社
た 4192 0000008995 たんぽぽ 絵本のおくりもの 甲斐信枝:作・絵 金の星社
た 4193 0000018655 たんぽぽ色のリボン 絵童話・しぜんのいのち ４ 安房直子:文 小峰書店
た 4194 0000147108 たんぽぽ色のリボン 絵童話・しぜんのいのち 4 安房直子:文 小峰書店
た 4195 0000176834 タンポポの金メダル 山本早苗:作 ＢＬ出版
た 4196 0000014175 タンポポのたびだち 地球にやさしくするえほん ４ 太田英博:さく 大日本図書
た 4197 0000148692 たんぽぽヘリコプター まど・みちお詩のえほん 1 まどみちお:詩 小峰書店
た 4198 0000161901 だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房直子:作 偕成社
た 4199 0000013573 だんまりこおろぎ 音のでる絵本 エリック＝カール:さく 偕成社
た 4200 0000138446 だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ:作 文研出版
ち 4201 0000136101 因(チナミ)の木と少女たちの40年 原爆児童文学集 25 菊地澄子:作 汐文社
ち 4202 0000131508 地のそこのふしぎな国 日本むかしばなし 13 民話の研究会:編 ポプラ社
ち 4203 0000182576 小さい牛追い 岩波少年文庫 134 マリー・ハムズン:作 岩波書店
ち 4204 0000181636 ちいさいおうち 大型絵本 ばーじにあ・りー・ばーとん:ぶんとえ 岩波書店
ち 4205 0000024547 ちいさいおうち 大型絵本 ３ ばーじにあ・りー・ばーとん:ぶん・え 岩波書店
ち 4206 0000013540 ちいさいきかんしゃ 世界傑作絵本シリーズ ロイス・レンスキー:ぶん・え 福音館書店
ち 4207 0000031757 ちいさくなったパパ 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク:作 小峰書店
ち 4208 0000187690 ちいさな1 アン・ランド:作 ほるぷ出版
ち 4209 0000027839 ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ:作 講談社
ち 4210 0000030734 ちいさなあなたへ アリスン・マギー:ぶん 主婦の友社
ち 4211 0000031153 小さないのち まほうをかけられた犬たち 今西乃子:文 金の星社
ち 4212 0000064345 ちいさなうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
ち 4213 0000064279 ちいさなうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

ち 4214 0000143388 ちいさなオキクルミ 日本みんわ絵本 松谷みよ子:ぶん ほるぷ出版
ち 4215 0000015651 ちいさなおばけちゃんとくるまいすのななちゃん 又野亜希子:文 あけび書房
ち 4216 0000032953 ちいさなおはなしやさんのおはなし おはなしだいすき 竹下文子:作 小峰書店
ち 4217 0000011841 小さなきかんしゃ グレアム・グリーンの乗りもの絵本 グレアム・グリーン:文 文化出版局
ち 4218 0000011171 ちいさなククル はんまけいこ:ぶん・え 大日本図書
ち 4219 0000012674 ちいさなくれよん こどものくに傑作絵本 ２５ 篠塚かをり:作 金の星社
ち 4220 0000026179 ちいさなくれよん こどものくに傑作絵本 ２５ 篠塚かをり:作 金の星社
ち 4221 0000008896 ちいさなくれよん こどものくに傑作絵本 ２５ 篠塚かをり:作 金の星社
ち 4222 0000007708 ちいさなこいのぼりのぼうけん 行事のえほん ４ 岩崎京子:作 教育画劇
ち 4223 0000145359 ちいさなさかな 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
ち 4224 0000049049 小さな自然かんさつ こどもと楽しむ身近な自然 フィールドガイドシリーズ ５ 日本自然保護協会:編集・監修 平凡社
ち 4225 0000187427 ちいさな島のおおきな祭り 浜田桂子:文・絵 新日本出版社
ち 4226 0000151118 小さな島の大ぼうけん あたらしいSF童話 3 星谷仁:作 岩崎書店
ち 4227 0000037952 小さなスプーンおばさん 新しい世界の童話シリーズ １０ アルフ・プリョイセン:著 学研
ち 4228 0000013920 ちいさなタグボートポッポ セバスチャン・ブラウン:作・絵 徳間書店
ち 4229 0000006841 ちいさなたまねぎさん こどものくに傑作絵本 １９ せなけいこ:作・絵 金の星社
ち 4230 0000010868 ちいさなちいさな駅長さんの話 新日本出版社の絵本 いぬいとみこ:・ぶん 新日本出版社
ち 4231 0000130922 ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ:作 講談社
ち 4232 0000019935 小さな小さなおとうとだったけど。 高橋妙子:作 あかね書房
ち 4233 0000181453 ちいさなねこ こどものとも絵本 石井桃子:さく 福音館書店
ち 4234 0000013581 ちいさなねこ こどものとも傑作集 ３３ 石井桃子:さく 福音館書店
ち 4235 0000012278 ちいさなねこ こどものとも傑作集 ３３ 石井桃子:さく 福音館書店
ち 4236 0000095281 ちいさなはくさい にじいろえほん くどうなおこ:さく 小峰書店
ち 4237 0000054213 小さな引揚者 写真集 飯山達雄:写真・文 草土文化
ち 4238 0000013615 ちいさなヒッポ マーシャ＝ブラウン:さく 偕成社
ち 4239 0000063966 ちいさなふね 笠野裕一
ち 4240 0000188763 ちいさな魔女とくろい森 石井睦美:作 文溪堂
ち 4241 0000007153 ちいさなやま 絵本の時間 ７ 小林豊:作・絵 ポプラ社
ち 4242 0000001578 小さなローラー グレアム・グリーンの乗りもの絵本 グレアム・グリーン:文 文化出版局
ち 4243 0000005660 ちいちゃなまあちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジョン・ウォーラス:えとぶん 評論社
ち 4244 0000055772 チイちゃんだけがなぜ あっ子ちゃんの涙と愛の友情 植木亜紀子:著 教研学習社
ち 4245 0000025304 ちいちゃんのかげおくり あかね創作えほん １１ あまんきみこ:作 あかね書房
ち 4246 0000023101 ちいちゃんのたからもの 学研おはなし絵本 杉浦さやか:〔作〕 学研
ち 4247 0000044818 チームふたり 学研の新・創作シリーズ 吉野万理子:作 学研
ち 4248 0000051177 智恵子抄 道程 アイドルブックス 10 高村光太郎:〔著〕 ポプラ社
ち 4249 0000033811 智恵子と光太郎 金田和枝:文 歴史春秋出版
ち 4250 0000019778 ちえちゃんの卒業式 星川ひろ子:写真・文 小学館



児童書（書名による五十音リスト）

ち 4251 0000038794 チェブラーシュカとなかまたち ウスペンスキー:さく 新読書社
ち 4252 0000138842 チェンジング 吉富多美:著 金の星社
ち 4253 0000012740 ちか１００かいだてのいえ いわいとしお:〔作〕 偕成社
ち 4254 0000034140 地下室から愛をこめて 事件ハンターマリモ きむらゆういち:作 金の星社
ち 4255 0000039552 地下室からのふしぎな旅 柏葉幸子:著，タケカワこう:絵 講談社
ち 4256 0000168831 ちかしつのなかで 横須賀香:作 ＢＬ出版
ち 4257 0000018606 力いっぱいきりぎりす 動物の俳句 めくってびっくり俳句絵本 ２ 村井康司:編 岩崎書店
ち 4258 0000048959 ちからたろう 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー １３ 西本鶏介:文 フレーベル館
ち 4259 0000172221 チギータ! ノベルズ・エクスプレス 45 蒔田浩平:作 ポプラ社
ち 4260 0000016824 チキチキチキチキいそいでいそいで あかね創作えほん ３６ 角野栄子:文 あかね書房
ち 4261 0000186551 地球 小学館の図鑑NEO 10 丸山茂徳:〔ほか〕監修・指導 小学館
ち 4262 0000027433 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひで:さく 福音館書店
ち 4263 0000053009 地球救出作戦 わたしたちと地球の21世紀へ向けて 子どものアジェンダ２１特別委員会:著 小学館
ち 4264 0000137349 地球最北に生きる日本人 イヌイット大島育雄との旅 武田剛:著 フレーベル館
ち 4265 0000188334 ちきゅうちゃん。 ぴっかぴかえほん 糸井重里:文 小学館
ち 4266 0000023259 ちきゅうにやさしいえほん 吉村はんな:作・絵 世界文化社
ち 4267 0000044172 地球のかたちを哲学する ギヨーム・デュプラ:文・絵 西村書店
ち 4268 0000177998 地球のくらしの絵本 3 四井真治:著 農山漁村文化協会
ち 4269 0000037531 地球の声に耳をすませて 地震の正体を知り、命を守る くもんジュニアサイエンス 大木聖子:著 くもん出版
ち 4270 0000035717 ちきゅうの子どもたち グードルン・パウゼヴァング:ぶん ほるぷ出版
ち 4271 0000050195 地球のこどもたちへ シム・シメール:絵と文 小学館
ち 4272 0000145052 ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎夏海:作 小峰書店
ち 4273 0000038331 地球のひみつ 学研まんがひみつシリーズ ６ 学研
ち 4274 0000048876 地球の歴史 １ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4275 0000151951 地球の歴史 2 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4276 0000048868 地球の歴史 ３ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4277 0000052704 地球はふしぎなベイビー農園 星のベイビーサーカス きのひなた:ぶん 星の環会
ち 4278 0000041855 地球をつつむ「愛のポシェット」 ノンフィクション・ワールド 柳瀬房子:著 大日本図書
ち 4279 0000184010 チキン! 文研じゅべにーる いとうみく:作 文研出版
ち 4280 0000055145 チキン・リトル 新編ディズニーアニメランド ２５ 斎藤妙子:構成 講談社
ち 4281 0000011262 チクチクさんともりのかいぶつ ＰＨＰにこにこえほん ＊すまいるママ＊:さく・え ＰＨＰ研究所
ち 4282 0000088070 ちくわのわーさん 岡田よしたか:さく ブロンズ新社
ち 4283 0000018861 ちこく姫 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしながこうたく:さく 長崎出版
ち 4284 0000188748 チコちゃんに叱られる 〔2〕 海老克哉:文 文溪堂
ち 4285 0000188755 チコちゃんに叱られる 〔3〕 海老克哉:文 文溪堂
ち 4286 0000188730 チコちゃんに叱られる なぜ、ひととわかれるときにてをふるの? 海老克哉:文 文溪堂
ち 4287 0000149054 チコのまあにいちゃん おはなしの部屋 １３ 北川チハル:作 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

ち 4288 0000050294 地図帳と遊ぼう! クイズで楽しく シグマベスト 西川秀智:著 文英堂
ち 4289 0000042093 地図にない島へ 武田英子:文 農山漁村文化協会
ち 4290 0000036301 父と娘の日本横断 ３００ｋｍ・自転車の旅 ポプラ元気ノンフィクション ７ 山口理:著 ポプラ社
ち 4291 0000127076 ちちんぷいぷいとんでいけ 原爆児童文学集 23 小野和子:作 汐文社
ち 4292 0000184150 ちっちゃなサリーはみていたよ ひとりでもゆうきをだせたなら ジャスティン・ロバーツ:ぶん 岩崎書店
ち 4293 0000034835 ちっちゃな魔女 ２ アンネッテ・ヘアツォーク:作 小峰書店
ち 4294 0000170084 ちっちゃなミッケ! ジーン・マルゾーロ:文 小学館
ち 4295 0000032284 ちのけがヒクヒクばけもの話 新・日本のおばけ話・わらい話 ３ 木暮正夫:文 岩崎書店
ち 4296 0000026559 ちのはなし かがくのとも傑作集 堀内誠一:ぶんとえ 福音館書店
ち 4297 0000008862 ちびうさクリスマス！ ハリー・ホース:作 光村教育図書
ち 4298 0000024885 ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン:文 瑞雲舎
ち 4299 0000026955 ちびくろ・さんぼ ２ ヘレン・バンナーマン:文 瑞雲舎
ち 4300 0000010421 チビクロ・パーティ わちふぃーるど物語 池田あきこ:さく ほるぷ出版
ち 4301 0000006437 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン:さく ほるぷ出版
ち 4302 0000026831 チビちゃんの桜 山崎香織:作 ハート出版
ち 4303 0000178566 ちびっこ大せんしゅ ゆかいなゆかいなおはなし シド・ホフ:ぶんとえ 大日本図書
ち 4304 0000038414 ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ:さく 福音館書店
ち 4305 0000009431 チビねずくんのあつーいいちにち ポプラせかいの絵本 ４ ダイアナ・ヘンドリー:作 ポプラ社
ち 4306 0000011197 チビねずくんのクリスマス ポプラせかいの絵本 １６ ダイアナ・ヘンドリー:作 ポプラ社
ち 4307 0000031344 ちびまる子ちゃん おじいちゃんまる子を甘やかすの巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4308 0000023887 ちびまる子ちゃん　教育実習の先生の巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4309 0000031336 ちびまる子ちゃん 小杉みんなによけいな心配をかけるの巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4310 0000033449 ちびまる子ちゃん　サッカー少年ケン太の巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4311 0000031328 ちびまる子ちゃん ヒロシの友情の巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4312 0000023580 ちびまる子ちゃん　腹話術をやろうの巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4313 0000021543 ちびまる子ちゃん　まる子子ねこをひろうの巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4314 0000031351 ちびまる子ちゃん まる子の貯金箱の巻 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4315 0000021220 ちびまる子ちゃん　わたしの好きな歌 アニメ版 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4316 0000044552 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん 〔１〕 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4317 0000044545 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん 〔２〕 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4318 0000044495 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん 〔３〕 さくらももこ:原作 金の星社
ち 4319 0000028472 ちびまる子ちゃんの学級日誌 1 さくらももこ:原作 学研
ち 4320 0000028456 ちびまる子ちゃんの学級日誌 ２ さくらももこ:原作 学研
ち 4321 0000029637 ちびまる子ちゃんの学級日誌 ３ さくらももこ:原作 学研
ち 4322 0000028464 ちびまる子ちゃんの学級日誌 4 さくらももこ:原作 学研
ち 4323 0000028605 ちびまる子ちゃんの学級日誌 ５ さくらももこ:原作 学研
ち 4324 0000051748 ちびまる子ちゃんのことわざ教室 ことば遊び新聞入り 満点ゲットシリーズ さくらももこ:キャラクター原作 集英社



児童書（書名による五十音リスト）

ち 4325 0000045542 ちびまる子ちゃんのなぞなぞ 1年生 満点ゲットシリーズ さくらももこ:キャラクター原作 集英社
ち 4326 0000046052 ちびまる子ちゃんの樋口一葉 満点人物伝 さくらももこ:キャラクター原作 集英社
ち 4327 0000044537 ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん ピーマンのまき さくらももこ:原作 金の星社
ち 4328 0000133876 チム、ジンジャーをたすける チムシリーズ 3 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4329 0000182055 チム、ジンジャーをたすける チムシリーズ 3 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4330 0000020909 チムききいっぱつ チムシリーズ　５ 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4331 0000182089 チムききいっぱつ チムシリーズ 5 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4332 0000134163 チムとシャーロット チムシリーズ 4 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4333 0000182071 チムとシャーロット チムシリーズ 4 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4334 0000181370 チムとゆうかんなせんちょうさん チムシリーズ 1 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4335 0000182022 チムとルーシーとかいぞく チムシリーズ 2 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4336 0000151100 チムひとりぼっち チムシリーズ 6 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4337 0000181974 チムひとりぼっち チムシリーズ 6 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ:さく 福音館書店
ち 4338 0000041731 地名のひみつ 名前のはじまり探検隊 2 国松俊英:文 岩崎書店
ち 4339 0000041715 地名のひみつ パート2 名前のはじまり探検隊 10 国松俊英:文 岩崎書店
ち 4340 0000011981 チャーリーのおてつだい えほんはともだち ４４ わたなべともこ:さく・え ポプラ社
ち 4341 0000132399 チャイコフスキー １９世紀ロシアの代表的作曲家 伝記世界の作曲家 ７ マイケル・ポラード:著 偕成社
ち 4342 0000136861 茶の絵本 つくってあそぼう 25 ますざわたけお:へん 農山漁村文化協会
ち 4343 0000178376 茶畑のジャヤ 鈴木出版の児童文学:この地球を生きる子どもたち 中川なをみ:作 鈴木出版
ち 4344 0000128413 チャングムの誓い ジュニア版 １ キムサンホン:原作 汐文社
ち 4345 0000128397 チャングムの誓い ジュニア版 ２ キムサンホン:原作 汐文社
ち 4346 0000045278 ちゃんとたべなさい 世界の絵本コレクション ケス・グレイ:文 小峰書店
ち 4347 0000042721 チャンプ 風になって走れ! スプラッシュ・ストーリーズ 4 マーシャ・ソーントン・ジョーンズ:作 あかね書房
ち 4348 0000000281 ちゅ ほっとたいむ １ ふくだすぐる:著 岩崎書店
ち 4349 0000052910 中学生理科の自由研究 実験観察工作のテーマがいっぱい! 山田ふしぎ:著 成美堂出版
ち 4350 0000049064 中国の歴史 １ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4351 0000048884 中国の歴史 ２ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4352 0000049098 中国の歴史 ３ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4353 0000148395 中国の歴史 4 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4354 0000049056 中国の歴史 ５ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4355 0000048900 中国の歴史 ６ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4356 0000048934 中国の歴史 ７ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4357 0000048892 中国の歴史 ８ 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4358 0000143628 中国の歴史 9 集英社版・学習漫画 集英社
ち 4359 0000026096 ちゅうしゃなんかこわくない えほんのぼうけん １０ 穂高順也:作 岩崎書店
ち 4360 0000004523 チューチューこいぬ 長新太:さく ＢＬ出版
ち 4361 0000050039 注文の多い料理店 宮沢賢治:作 福武書店
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ち 4362 0000125914 注文の多い料理店 かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治:原作 童心社
ち 4363 0000049981 注文の多い料理店 宮沢賢治どうわえほん 1 宮沢賢治:作 講談社
ち 4364 0000136614 注文の多い料理店 宮沢賢治どうわえほん 1 宮沢賢治:作 講談社
ち 4365 0000024091 チューリップのにわ ティモシーとサラの絵本 １ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
ち 4366 0000012377 ちゅっ、ちゅっ! 主婦の友はじめてブック マーガレット・ワイルド:ぶん 主婦の友社
ち 4367 0000019083 チュンチエ 中国のおしょうがつ ユイリーチョン:文 光村教育図書
ち 4368 0000158303 ちょう あげはの一生 こんちゅうの一生シリーズ 得田之久:ぶん・え 福音館書店
ち 4369 0000044974 超いじわる!!心理ゲーム 天国と地獄編 大人にはないしょだよ 40 小野寺ぴりり紳:作 ポプラ社
ち 4370 0000156513 ちょうちょの本 はじめての発見 18 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
ち 4371 0000187302 聴導犬こんちゃんがくれた勇気 難病のパートナーを支えて 高橋うらら:著 岩崎書店
ち 4372 0000058909 聴導犬捨て犬コータ あなたの「耳」になりたい! 桑原崇寿:作 ハート出版
ち 4373 0000058891 聴導犬ロッキー 犬の訓練ひとすじ、藤井多嘉史ものがたり 桑原崇寿:作 ハート出版
ち 4374 0000035279 超能力があばかれた 創作児童文学館 ３０ 中尾明:作 岩崎書店
ち 4375 0000045021 超バカウケ!!ダジャレ王の逆襲 大人にはないしょだよ 41 小野寺ぴりり紳:作 ポプラ社
ち 4376 0000058297 超ワクワク心理ゲーム 気になるあの子との相性は？ 橘クレア:著 成美堂出版
ち 4377 0000021105 チョコだるま ほるぷ創作絵本 真珠まりこ:作 ほるぷ出版
ち 4378 0000189365 チョコレート イチは、いのちのはじまり イチからつくる ＡＰＬＡ:編 農山漁村文化協会
ち 4379 0000181701 チョコレート戦争 新・名作の愛蔵版 大石真:作 理論社
ち 4380 0000143479 チョコレート戦争 理論社名作の愛蔵版 大石真:作 理論社
ち 4381 0000033688 チョコレートと青い空 ホップステップキッズ！ １８ 堀米薫:作 そうえん社
ち 4382 0000045708 チョコレートにはりぼんをかけて ポプラ社のなかよし童話 30 宮川ひろ:作 ポプラ社
ち 4383 0000132548 チョッちゃん物語 黒柳朝:作 金の星社
ち 4384 0000144071 チョッちゃん物語 アニメ版 黒柳朝:原作 金の星社
ち 4385 0000005983 ちょっとだけ こどものとも絵本 滝村有子:さく 福音館書店
ち 4386 0000012336 ちょっとまって 日本傑作絵本シリーズ 岸田今日子:さく 福音館書店
ち 4387 0000019315 ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー:作 光村教育図書
ち 4388 0000042978 ちょっと源さんお借りします 文研ブックランド 尾崎美紀:作 文研出版
ち 4389 0000045351 ちょっと難しい1000のことばスペシャルマンガで豆知識&クイズ うじなかずひこ:マンガ アーバン
ち 4390 0000013359 ちょろりんととっけー こどものとも傑作集 降矢なな:作 福音館書店
ち 4391 0000062745 ちらかしぼうや おやおやあかちゃん ジャン・オームロッド:文・絵 童話館出版
ち 4392 0000046904 ちらちらゆき 冬の詩 季節の詩の絵本 ５ 黒井健:絵 あすなろ書房
ち 4393 0000007344 チリとチリリ どいかや:作 アリス館
ち 4394 0000055640 チリンのすず フレーベルのえほん 27 やなせたかし:作・絵 フレーベル館
ち 4395 0000137158 チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー 4 河原潤子:作 あかね書房
ち 4396 0000013342 チロヌップのきつね たかはしひろゆき:文・絵 金の星社
ち 4397 0000032656 チロヌップのきつね アニメ版 高橋宏幸:原作 金の星社
ち 4398 0000041830 チロヌップのきつね アニメ版 高橋宏幸:原作 金の星社
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ち 4399 0000012013 チロルちゃんとプクプク ながれぼしにおねがいのまき 学研おはなし絵本 おざきえみ:〔作〕 学研教育出版
ち 4400 0000036921 地をはう風のように 福音館創作童話シリーズ 高橋秀雄:作 福音館書店
ち 4401 0000040626 血を呼ぶ絵 世界こわい話ふしぎな話傑作集 16 アメリカ編 ラブクラフト:ほか原作 金の星社
ち 4402 0000166561 ちんしもっこうなぞなぞこびとづかん 上田るみ子:さく ロクリン社
ち 4403 0000184630 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 動物の命に「まった」なし! ポプラ社ノンフィクション 28 田向健一:著 ポプラ社
つ 4404 0000177873 追跡!なぞの深海生物 藤原義弘:写真・文 あかね書房
つ 4405 0000182139 ついでにペロリ 愛蔵版おはなしのろうそく 3 東京子ども図書館:編 東京子ども図書館
つ 4406 0000041905 ツー・ステップス！ わくわく読み物コレクション １２ 梨屋アリエ:作 岩崎書店
つ 4407 0000049932 ツエねずみ 宮沢賢治どうわえほん 6 宮沢賢治:文 講談社
つ 4408 0000055939 月神の統べる森で たつみや章:作 講談社
つ 4409 0000013326 月からきたうさぎ fanfanファンタジー みなみらんぼう:作 学研
つ 4410 0000035568 月からきたラブレター おはなしプレゼント 早川真知子:作 小峰書店
つ 4411 0000044917 月からきたラブレター おはなしプレゼント 早川真知子:作 小峰書店
つ 4412 0000128280 月の青空 物語の王国 １２ 八束澄子:作 岩崎書店
つ 4413 0000045815 月のえくぼを見た男 麻田剛立 くもんの児童文学 鹿毛敏夫:著 くもん出版
つ 4414 0000009217 つきのぼうや 世界傑作絵本シリーズ イブ・スパング・オルセン:さく・え 福音館書店
つ 4415 0000008714 つきのゆうえんち 絵本の時間 ４ のぞえ咲:作・絵 ポプラ社
つ 4416 0000130724 月の輪熊は山へ帰った！ 人とクマ、共生への道 ノンフィクション・ワールド 米田一彦:著 大日本図書
つ 4417 0000184077 月はぼくらの宇宙港 佐伯和人:作 新日本出版社
つ 4418 0000004085 つぎはわたしのばん いもとようこ:作絵 金の星社
つ 4419 0000053066 月へいったうさぎ 行事むかしむかし 9月 十五夜のはなし 谷真介:文 佼成出版社
つ 4420 0000014449 月へミルクをとりにいったねこ 日本傑作絵本シリーズ アルフレッド・スメードベルイ:作 福音館書店
つ 4421 0000126250 つきみだんごとまほうのぼうし お月見 たべものの由来紙芝居 山本和子:作 教育画劇
つ 4422 0000034280 月夜にいらっしゃい キッズ童話館 竹下文子:作 金の星社
つ 4423 0000009282 つきよの森 ＰＨＰにこにこえほん 福永真由美:文 ＰＨＰ研究所
つ 4424 0000010124 つきよの森のおくりもの 旺文社創作童話 高村たかし:さく 旺文社
つ 4425 0000169326 月をめざしてしゅっぱつ! おひさまのほん 山本省三:作 小学館
つ 4426 0000184275 ツクツクボウシの鳴くころに 文研じゅべにーる 黒須高嶺:絵 文研出版
つ 4427 0000044222 作った！飛んだ！ペットボトルロケット 国土社
つ 4428 0000017400 作ってふしぎ！？トリックアート工作 トリックアート図鑑 北岡明佳:監修 あかね書房
つ 4429 0000046946 漬けものの絵本 １ つくってあそぼう ３１ 農山漁村文化協会
つ 4430 0000046938 漬けものの絵本 ２ つくってあそぼう ３２ 農山漁村文化協会
つ 4431 0000015180 ツチオーネのおんがえし もりたかず:文 アスラン書房
つ 4432 0000139337 土にすむ生き物の本 はじめての発見 30 パスカル・ド・ブルゴアン:原案・制作 岳陽舎
つ 4433 0000044107 土の絵本 1 そだててあそぼう 36 日本土壌肥料学会:へん 農山漁村文化協会
つ 4434 0000044065 土の絵本 2 そだててあそぼう 37 日本土壌肥料学会:へん 農山漁村文化協会
つ 4435 0000043935 土の絵本 3 そだててあそぼう 38 日本土壌肥料学会:へん 農山漁村文化協会
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つ 4436 0000043943 土の絵本 4 そだててあそぼう 39 日本土壌肥料学会:へん 農山漁村文化協会
つ 4437 0000043901 土の絵本 5 そだててあそぼう 40 日本土壌肥料学会:へん 農山漁村文化協会
つ 4438 0000004036 土のふえ えほん・ハートランド ２０ 今西祐行:作 岩崎書店
つ 4439 0000023291 つちらんど 近藤薫美子:著 アリス館
つ 4440 0000007211 ツトムとまほうのバス のりものえほん ５ にしかわおさむ:作絵 教育画劇
つ 4441 0000028019 つなみ おばあちゃんの紙しばい 田畑ヨシ:作 産経新聞出版
つ 4442 0000050831 津波は怖い! みんなで知ろう!津波の怖さ 港湾空港技術研究所:監修 丸善プラネット
つ 4443 0000100883 つのがきえたあかおに 節分 行事むかしばなし 高木あきこ:文 教育画劇
つ 4444 0000184218 つばさ 文研ブックランド 大島理惠:作絵 文研出版
つ 4445 0000022517 つばさにのったデイジー ブライアン・ワイルドスミス:作・絵 太平社
つ 4446 0000046482 ツバメ 田んぼの生きものたち 神山和夫:文 農山漁村文化協会
つ 4447 0000126755 ツバメ号とアマゾン号 下 岩波少年文庫 171 アーサー・ランサム:作 岩波書店
つ 4448 0000126730 ツバメ号とアマゾン号 上 岩波少年文庫 170 アーサー・ランサム:作 岩波書店
つ 4449 0000127571 ツバメの谷 下 岩波少年文庫 173 アーサー・ランサム:作 岩波書店
つ 4450 0000127589 ツバメの谷 上 岩波少年文庫 172 アーサー・ランサム:作 岩波書店
つ 4451 0000137653 つぶつぶうた まどさんの詩の本 まどみちお:著 理論社
つ 4452 0000025981 つぶつぶさんはまほうつかい？ どうわコレクション 野本淳一:作 小峰書店
つ 4453 0000190850 つみきでとんとん 竹下文子:文 金の星社
つ 4454 0000026393 つみきのいえ 加藤久仁生:絵 白泉社
つ 4455 0000145466 強い絆 ハートランド物語 ４ ローレン・ブルック:著 あすなろ書房
つ 4456 0000168419 つよいぞ!カブトムシジョニー 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
つ 4457 0000003178 つよいのだれだ? えほん・ハートランド 12 森野さかな:作・絵 岩崎書店
つ 4458 0000150060 強くてゴメンね スプラッシュ・ストーリーズ 2 令丈ヒロ子:作 あかね書房
つ 4459 0000138149 ツリーハウス ロナルド・トルマン:作 西村書店東京出版編集部
つ 4460 0000054197 つりに挑戦! 入門編 よくつれる!超カンタンつり入門 灰崎武浩:著 金の星社
つ 4461 0000135855 つりのひみつ 学研まんがひみつシリーズ 30 学研
つ 4462 0000030213 つりばしゆらゆら あかね幼年どうわ ３８ もりやまみやこ:作 あかね書房
つ 4463 0000012898 つりめいじんめだる 東君平:作絵 ひくまの出版
つ 4464 0000021501 つる サダコの願い 世界子ども平和図書館 ２ エリナー・コア:文 日本図書センター
つ 4465 0000145128 つるにのって とも子の冒険 ミホ・シボ:原案 金の星社
つ 4466 0000014548 つるにょうぼう 日本傑作絵本シリーズ 矢川澄子:再話 福音館書店
つ 4467 0000009829 つるにょうぼう 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー １７ 矢崎節夫:文 フレーベル館
つ 4468 0000015289 つるのおんがえし アニメむかしむかし絵本 ６ 谷真介:文 ポプラ社
つ 4469 0000125872 つるのおんがえし 紙芝居むかしばなし 第2集 岡上鈴江:文 教育画劇
つ 4470 0000117457 つるのおんがえし 紙しばい名作選 坪田譲治:脚本 童心社
つ 4471 0000026989 ツルのしかえし 読みきかせ・イソップ名作えほん イソップ:〔原作〕 教育画劇
つ 4472 0000150565 つるばら村の理容師さん わくわくライブラリー 茂市久美子:作 講談社
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つ 4473 0000013862 つんつくせんせいどうぶつえんにいく えほんあらかると １ たかどのほうこ:さく・え フレーベル館
て 4474 0000150698 ティアラちゃんのアン・ドゥ・トロワ 2 しめのゆき:作 新書館
て 4475 0000150680 ティアラちゃんのアン・ドゥ・トロワ 3 しめのゆき:作 新書館
て 4476 0000024349 ディー・グレイマンの秘密 Ｄ．Ｇｒａｙ‐ｍａｎ研究会:著 データハウス
て 4477 0000126227 でいだらぼっち 日本の妖怪ぞろ～り 津谷タズ子:脚本 童心社
て 4478 0000005744 ティッチ 世界傑作絵本シリーズ パット・ハッチンス:さく・え 福音館書店
て 4479 0000050609 デイノニクス 恐竜王国 6 ファビオ　マルコ　ダラ　ヴェッキア:文 ポプラ社
て 4480 0000137836 ティムール国のゾウ使い ジェラルディン・マコックラン:作 小学館
て 4481 0000016238 ティモシーとサラありがとうのおくりもの えほんとなかよし ６６ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
て 4482 0000009332 ティモシーとサラときのおうち えほんとなかよし ５２ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
て 4483 0000013375 ティモシーとサラのパーティー えほんとなかよし ３５ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
て 4484 0000013698 ティモシーとサラのピクニック えほんとなかよし ２３ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
て 4485 0000148130 ティモシーのたからもの ティモシーとサラの絵本 6 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
て 4486 0000017244 ティリーのクリスマス フェイス・ジェイクス:作 こぐま社
て 4487 0000017947 ティリーのねがい フェイス・ジェイクス:作 こぐま社
て 4488 0000028274 ディロン ずっとそばにいるよ 井上こみち:原作 教育画劇
て 4489 0000146183 手紙のなかの一学期 子どもの文学 18 高橋道子:〔著〕 偕成社
て 4490 0000134114 てがみをください あなたへ 11 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
て 4491 0000008540 てがみをください ぽっぽライブラリ やましたはるお:さく 文研出版
て 4492 0000038356 できる・できないのひみつ 学研まんがひみつシリーズ １９ 学研
て 4493 0000007427 できるかな？ あたまからつまさきまで エリック・カール:さく 偕成社
て 4494 0000012880 てくてくあるく 絵本の時間 ２０ 松原ゆうこ:作・絵 ポプラ社
て 4495 0000010736 デゴイチものがたり 絵本ノンフィクション １２ 萩坂昇:作 岩崎書店
て 4496 0000143420 デゴイチものがたり 絵本ノンフィクション 12 萩坂昇:作 岩崎書店
て 4497 0000019695 でこちゃん わたしのえほん つちだのぶこ:さく・え ＰＨＰ研究所
て 4498 0000019703 でこちゃんとらすたくん わたしのえほん つちだのぶこ:さく・え ＰＨＰ研究所
て 4499 0000206870 手品＆マジックワンダーランド 奥田靖二 いかだ社
て 4500 0000024984 でたぁーっわんつーぱんつくん らっきーくっきーおまつりだいすきーのまき わくわくキッズブック ５ ガモウひろし:さく・え 集英社
て 4501 0000024992 でたぁーっわんつーぱんつくん らっきーくっきーせんたっきーのききーのまき わくわくキッズブック １ ガモウひろし:さく・え 集英社
て 4502 0000044644 でたぞ！だじゃれ大かいじゅう なぞなぞおばけポヨン 原ゆたか:さく・え くもん出版
て 4503 0000051714 手塚治虫 21世紀をデザインしたまんが家 小学館版学習まんが人物館 手塚プロダクション:監修 小学館
て 4504 0000052035 手塚治虫 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 16 国松俊英:文 ポプラ社
て 4505 0000028886 手塚治虫アンソロジー犬傑作集 秋田文庫 手塚治虫:著 秋田書店
て 4506 0000028993 手塚治虫アンソロジー時代劇傑作集 手塚治虫アンソロジー・シリーズ 手塚治虫:著 秋田書店
て 4507 0000028969 手塚治虫アンソロジー猫傑作集 １ 秋田文庫 手塚治虫:著 秋田書店
て 4508 0000029033 手塚治虫アンソロジー猫傑作集 2 手塚治虫:著 秋田書店
て 4509 0000158279 手塚治虫アンソロジーロボット傑作集 1 手塚治虫:著 秋田書店
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て 4510 0000028928 手塚治虫アンソロジーロボット傑作集 ２ 秋田文庫 手塚治虫:著 秋田書店
て 4511 0000014142 手塚治虫のえほん館 １ 手塚治虫:著 河出書房新社
て 4512 0000014159 手塚治虫のえほん館 ２ 手塚治虫:著 河出書房新社
て 4513 0000036079 哲学する赤ちゃん なかえよしを:作 秋書房
て 4514 0000000745 手づくりおもちゃ55 ゆめと創造力を育てる 教育技術MOOK 芹沢義泰:著 小学館
て 4515 0000047225 手作りでプレゼント シリーズつくってあそんで 4 藤田勝治:著 一声社
て 4516 0000127530 鉄道きょうだい Ｅ．ネズビット:著 教文館
て 4517 0000010785 鉄のキリンの海わたり あさばみゆき:作 ＢＬ出版
て 4518 0000145821 テディ・ロビンソンとサンタクロース ジョーン・Ｇ・ロビンソン:作・絵 岩波書店
て 4519 0000151084 テディ・ロビンソンのたんじょう日 ジョーン・Ｇ・ロビンソン:作・絵 岩波書店
て 4520 0000019893 テディベアにそだてられたおとこのこ ジェニー・ウィリス:ぶん ほるぷ出版
て 4521 0000064055 でてこいでてこい ０．１．２．えほん はやしあきこ:さく 福音館書店
て 4522 0000095299 デデとひこうき えほんのもり 中川洋典:作 文研出版
て 4523 0000022327 てとてとてとて 浜田桂子:さく 福音館書店
て 4524 0000011874 手と手をこするとあつくなる 鈴木志郎康:詩 ひくまの出版
て 4525 0000131656 てのひらの味 食べ物の俳句 めくってびっくり俳句絵本 １ 村井康司:編 岩崎書店
て 4526 0000130773 てのひらの中の宇宙 川端裕人:著 角川書店
て 4527 0000022954 てぶくろ ウクライナ民話 世界傑作絵本シリーズ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ:え 福音館書店
て 4528 0000067769 てぶくろ ウクライナ民話 世界傑作絵本シリーズ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ:え 福音館書店
て 4529 0000181495 てぶくろ ウクライナ民話 世界傑作絵本シリーズ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ:え 福音館書店
て 4530 0000026757 てぶくろがいっぱい フローレンス・スロボドキン:文 偕成社
て 4531 0000044230 てぶくろ人形パーティー 手づくりであそぼ 長縄泰子:作 童心社
て 4532 0000049858 手ぶくろを買いに 日本の童話名作選 新美南吉:作 偕成社
て 4533 0000117283 てぶくろをかいに ほのぼの新美南吉ランド 新美南吉:原作 童心社
て 4534 0000000877 でべネコ ｗａｒｉｓｕ:作・絵 ブイツーソリューション
て 4535 0000148684 テムテムとなまえのないウサギ 坂本のこ:作 ブックローン出版
て 4536 0000022814 てるちゃんのかお 藤井輝明:文 金の星社
て 4537 0000009696 でるでるでるぞ クローバーえほんシリーズ 高谷まちこ:著 佼成出版社
て 4538 0000173567 デルトラ・クエスト ２ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4539 0000024141 デルトラ・クエスト ３ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4540 0000038034 デルトラ・クエスト ４ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4541 0000146324 デルトラ・クエスト 5 エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4542 0000179937 デルトラ・クエスト ７ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4543 0000036749 デルトラ・クエスト ８ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4544 0000193672 デルトラ･クエスト⑥魔物の洞窟 エミリー･ロッダ 岩崎書店
て 4545 0000038091 デルトラ・クエストオフィシャルガイドブック 石崎洋司:編・著 岩崎書店
て 4546 0000036772 デルトラ・クエストｹ~ １ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

て 4547 0000193680 デルトラ・クエストｹ~ ２ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4548 0000036756 デルトラ・クエストｹ~ ３ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4549 0000173393 デルトラ・クエストｹ� ３ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4550 0000024109 デルトラ・クエストｹ� ４ エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4551 0000036780 デルトラ王国探検記 デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4552 0000041681 デルトラの伝説 デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ:作 岩崎書店
て 4553 0000021519 テレビがなかったころ イワン・ポモー:文・絵 西村書店
て 4554 0000136069 手をつなげば…… 木村裕一:作 金の星社
て 4555 0000019489 てん ピーター・レイノルズ:作 あすなろ書房
て 4556 0000038646 天風（てんかぜ）の吹くとき 福明子:作 国土社
て 4557 0000166488 てんからどどん ノベルズ・エクスプレス 32 魚住直子:作 ポプラ社
て 4558 0000126052 天からのおくりもの 市川京子:文 教育画劇
て 4559 0000036244 天気あめノート 旺文社創作児童文学 真田麻垂美:作 旺文社
て 4560 0000024596 でんきおばけしんがた はれぶたぶんこ ９ 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
て 4561 0000053512 天気のしくみQ&A 観察と実験でもっとわかる!! 森田正光:監修 学研
て 4562 0000135947 電気のひみつ
て 4563 0000137661 天気予報はおもしろい まんがで攻略理科 清水潔:構成 実業之日本社
て 4564 0000184515 天気よほうはことわざで カバテツのことわざ研究 1 山下明生:作 あかね書房
て 4565 0000143909 てんぐちゃん おはなしパレード もりやまみやこ:作 理論社
て 4566 0000039040 天狗童子 本朝奇談 佐藤さとる:著 あかね書房
て 4567 0000125195 てんぐのはうちわ 日本の民話えほん 香山美子:文 教育画劇
て 4568 0000124651 でんぐりがえる 年少向けおひさまこんにちは ひろかわさえこ:脚本・絵 童心社
て 4569 0000020248 転校生は宇宙人？ 童話のすけっちぶっく ７ 阿部肇:作絵 ポプラ社
て 4570 0000040311 転校生は忍びのつかい 加部鈴子:作 岩崎書店
て 4571 0000033860 天国からの手紙 PHP創作シリーズ 名木田恵子:作 ＰＨＰ研究所
て 4572 0000003079 天国からやってきたねこ えほん・ハートランド 27 河原まり子:作・絵 岩崎書店
て 4573 0000023390 天国のいねむり男 メルヘンの森 遠藤周作:作 河出書房新社
て 4574 0000030627 点子ちゃん 野田道子:作 毎日新聞社
て 4575 0000027946 天才えりちゃん金魚を食べた いわさき創作童話 ７ 竹下竜之介:作・絵 岩崎書店
て 4576 0000030205 天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川ひろ:作 童心社
て 4577 0000187138 天使のにもつ いとうみく:著 童心社
て 4578 0000151019 でんしゃ 音としかけのえほん ミキハウスの絵本 たかいよしかず:絵 三起商行
て 4579 0000013482 でんしゃえほん 井上洋介:〔作〕 ビリケン出版
て 4580 0000012138 でんしゃえほん 井上洋介:〔作〕 ビリケン出版
て 4581 0000132456 でんしゃえほん 井上洋介:〔作〕 ビリケン出版
て 4582 0000144592 でんしゃがくるよ! シャーロット・ヴォーク:作 偕成社
て 4583 0000168161 電車でノリノリ 文研ブックランド 新井けいこ:作 文研出版
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て 4584 0000005140 でんしゃでぽっぽー こねこちゃんえほん いもとようこ:さく・え 金の星社
て 4585 0000188920 でんじろう先生のおもしろ科学実験室 1 米村でんじろう:監修 新日本出版社
て 4586 0000189621 でんじろう先生のおもしろ科学実験室 2 米村でんじろう:監修 新日本出版社
て 4587 0000189639 でんじろう先生のおもしろ科学実験室 3 米村でんじろう:監修 新日本出版社
て 4588 0000189647 でんじろう先生のおもしろ科学実験室 4 米村でんじろう:監修 新日本出版社
て 4589 0000189654 でんじろう先生のおもしろ科学実験室 5 米村でんじろう:監修 新日本出版社
て 4590 0000017111 でんせつのいきものをさがせ！ ネッシー・ツチノコ・カッパはどこだ？ 講談社の創作絵本 田中六大:作・絵 講談社
て 4591 0000022970 でんせつのきょだいあんまんをはこべ 講談社の創作絵本 サトシン:作 講談社
て 4592 0000151282 伝説の迷路 ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ 香川元太郎:作・絵 ＰＨＰ研究所
て 4593 0000127803 天地のはざま たつみや章:作 講談社
て 4594 0000187526 店長がバカすぎて 早見和真:〔著〕 角川春樹事務所
て 4595 0000032086 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋 ２ おのりえん:作 理論社
て 4596 0000005520 てんてんむし 絵本・ふしぎはたのしい あべ弘士:作 童心社
て 4597 0000031773 でんでんむしのかなしみ 新美南吉:作 大日本図書
て 4598 0000018366 天動説の絵本 てんがうごいていたころのはなし 安野光雅:著 福音館書店
て 4599 0000100909 てんとうむしのテム 紙芝居ベストセレクション 第1集 得田之久:脚本・画 童心社
て 4600 0000133041 天と地の守り人 第1部 偕成社ワンダーランド 32 上橋菜穂子:作 偕成社
て 4601 0000133173 天と地の守り人 第2部 偕成社ワンダーランド 33 上橋菜穂子:作 偕成社
て 4602 0000037424 天と地の守り人 第３部 偕成社ワンダーランド ３４ 上橋菜穂子:作 偕成社
て 4603 0000144915 天人にょうぼう 行事むかしむかし 7月 七夕のはなし 谷真介:文 佼成出版社
て 4604 0000124362 天人のはごろも 紙芝居ベストセレクション 第1集 堀尾青史:脚本 童心社
て 4605 0000014050 てんのおにまつり 宮崎優:作 ＢＬ出版
て 4606 0000031930 天の町やなぎ通り あかね・新えほんシリーズ ３６ あまんきみこ:作 あかね書房
て 4607 0000148478 天馬のように走れ 書聖・川村驥山物語 那須田稔:著 ひくまの出版
て 4608 0000018762 てんぷくちふく 日本みんわ絵本 渋谷勲:ぶん ほるぷ出版
と 4609 0000020503 トイ・ストーリー 新編ディズニーアニメランド 28 森はるな:文 講談社
と 4610 0000055129 トイ・ストーリー２ 新編ディズニーアニメランド ２９ 森はるな:文 講談社
と 4611 0000021675 トイ・ストーリー２ ディズニーアニメ小説版 ２９ レスリー・ゴールドマン:作 偕成社
と 4612 0000028704 トイ・ストーリー３ ウッディとなかまたちをさがせ！ ＬＯＯＫ　ＡＮＤ　ＦＩＮＤ　ＢＯＯＫ 赤坂行雄:訳・文 講談社
と 4613 0000055137 トイ・ストーリー３ 新編ディズニーアニメランド ４２ 森はるな:文 講談社
と 4614 0000147827 トイ・ストーリー3 ディズニーアニメ小説版 84 ジャスミン・ジョーンズ:作 偕成社
と 4615 0000003392 トイレいけるかな あかちゃんのための絵本 わらべきみか:作・絵 ひさかたチャイルド
と 4616 0000011221 トイレせんちょう わくわくメルヘンシリーズ 片平直樹:作 フレーベル館
と 4617 0000054684 トイレのなぞ48 日本トイレ協会:編 草土文化
と 4618 0000013672 トゥートとパドルきみがそばにいてくれたら ホリー・ホビー:作 ＢＬ出版
と 4619 0000167866 東京のでんしゃのいちにち こみねのりもの写真えほん 3 もちだあきとし:ぶん・しゃしん 小峰書店
と 4620 0000043414 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく １ ポプラ社
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と 4621 0000043794 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく 10 ポプラ社
と 4622 0000043372 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ２ ポプラ社
と 4623 0000043380 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ３ ポプラ社
と 4624 0000043398 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ４ ポプラ社
と 4625 0000043521 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ５ ポプラ社
と 4626 0000043513 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ６ ポプラ社
と 4627 0000043505 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ７ ポプラ社
と 4628 0000044362 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ８ ポプラ社
と 4629 0000043497 どうぐがじょうずにつかえる本 安全に・じょうずに・たのしく ９ ポプラ社
と 4630 0000038778 道具の名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 ５ 国松俊英:文 岩崎書店
と 4631 0000009613 東郷池のピョンタとケロッコ 須崎俊雄:文 農山漁村文化協会
と 4632 0000171827 父さんと、キャッチボール？ もう、ジョーイったら！ ２ ジャック・ギャントス:作 徳間書店
と 4633 0000018416 とうさんとうさんいかがなものか？ 穂高順也:作 あかね書房
と 4634 0000029132 父さんの小さかったとき 塩野米松:文 福音館書店
と 4635 0000018598 とうさんのまほう「えいっ」 三木卓:作 講談社
と 4636 0000015198 どうしたらいい、ブルーカンガルー？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 エマ・チチェスター・クラーク:さく 評論社
と 4637 0000043562 どうしておとうさんににているの Uボーのいのちのふしぎ絵本 藤子・Ｆ・不二雄:著 小学館
と 4638 0000043554 どうしておなかがすくのかな Uボーのいのちのふしぎ絵本 藤子・Ｆ・不二雄:著 小学館
と 4639 0000033571 どうしてぼくをいじめるの？ 文研ブックランド ルイス・サッカー:作 文研出版
と 4640 0000144923 どうしよう、どうしよう 文研の創作えどうわ 藤田千津:作 文研出版
と 4641 0000005850 どうすればいいのかな？ くまくんの絵本 わたなべしげお:ぶん 福音館書店
と 4642 0000062588 どうすればいいのかな? くまくんの絵本 わたなべしげお:ぶん 福音館書店
と 4643 0000024018 盗賊王の伝説 アラジン完結編 ディズニーアニメ小説版 ６ 橘高弓枝:文 偕成社
と 4644 0000007385 どうぞのいす ひさかた絵本傑作集 香山美子:作 ひさかたチャイルド
と 4645 0000181578 どうぞのいす ひさかた絵本傑作集 香山美子:作 ひさかたチャイルド
と 4646 0000053645 とうちゃんの凧 えほんはともだち 26 長崎源之助:作 ポプラ社
と 4647 0000023499 とうちゃんのトンネル 原田泰治:作・絵 ポプラ社
と 4648 0000011759 どうながのプレッツェル 世界傑作絵本シリーズ マーグレット・レイ:ぶん 福音館書店
と 4649 0000063263 どうぶつ １ あかちゃんのためのえほん １ いもとようこ:絵 講談社
と 4650 0000063032 どうぶつ １ あかちゃんのためのえほん １ いもとようこ:絵 講談社
と 4651 0000064386 どうぶつ １ ブルーナの０歳からの本 ５ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
と 4652 0000064444 どうぶつ ２ Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
と 4653 0000063248 どうぶつ ２ あかちゃんのためのえほん ２ いもとようこ:絵 講談社
と 4654 0000063081 どうぶつ ２ あかちゃんのためのえほん ２ いもとようこ:絵 講談社
と 4655 0000064436 どうぶつ ３ Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
と 4656 0000063255 どうぶつ ３ あかちゃんのためのえほん ３ いもとようこ:絵 講談社
と 4657 0000063271 どうぶつ ３ あかちゃんのためのえほん ３ いもとようこ:絵 講談社
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と 4658 0000064451 どうぶつ Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
と 4659 0000150987 どうぶつ こんにちは Ｆ・ヤールブソワ児島宏子
と 4660 0000050302 動物 哺乳類・鳥類・ハ虫類
と 4661 0000144311 動物・鳥・魚 自然ふしぎ観察シリーズ 2 浅井粂男:〔ほか〕著 旺文社
と 4662 0000033589 動物園出前しまーす 子どもドキュメント １ 川内松男:文・写真 国土社
と 4663 0000150821 動物園の暗号 現代ミステリー短編集 3 有栖川有栖:著 岩崎書店
と 4664 0000009639 どうぶつえんのピクニック 岩波の子どもの本 １０３ アーノルド・ロベル:文・絵 岩波書店
と 4665 0000020461 どうぶつえん物語 あべ弘士:作 絵本館
と 4666 0000134577 どうぶつかぞく さくらももこ:絵 小学館
と 4667 0000013433 どうぶつサーカスはじまるよ こどものとも絵本 西村敏雄:作 福音館書店
と 4668 0000049718 動物飼育図鑑 1 マーク・エバンズ:著 偕成社
と 4669 0000049114 動物飼育図鑑 2 マーク・エバンズ:著 偕成社
と 4670 0000049700 動物飼育図鑑 3 マーク・エバンズ:著 偕成社
と 4671 0000049692 動物飼育図鑑 4 マーク・エバンズ:著 偕成社
と 4672 0000049684 動物飼育図鑑 5 マーク・エバンズ:著 偕成社
と 4673 0000049676 動物飼育図鑑 6 マーク・エバンズ:著 偕成社
と 4674 0000049460 動物飼育図鑑 7 マーク・エバンズ:著 偕成社
と 4675 0000003624 どうぶつしりとりえほん 薮内正幸:作 岩崎書店
と 4676 0000186536 どうぶつどんどん たしろちさと:文・絵 大日本図書
と 4677 0000007930 どうぶつなんびき？ 絵本・いつでもいっしょ ２ はたこうしろう:作・絵 ポプラ社
と 4678 0000131680 どうぶつのおかあさん 福音館の幼児絵本 小森厚:ぶん 福音館書店
と 4679 0000064550 どうぶつのおやこ
と 4680 0000062802 どうぶつのおやこ 福音館の幼児絵本 2 薮内正幸:画 福音館書店
と 4681 0000003566 どうぶつのこどもたち 福音館の幼児絵本 小森厚:ぶん 福音館書店
と 4682 0000053496 動物の生態図鑑 大自然のふしぎ 学研
と 4683 0000038349 動物のひみつ 学研まんがひみつシリーズ ９ 学研
と 4684 0000046193 動物のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 9 学研
と 4685 0000117051 どうぶつむらのたなばたまつり 行事!いっしょにあてようどっちかな? 一條めぐみ:絵 教育画劇
と 4686 0000136713 とうふの絵本 つくってあそぼう 1 にとうひとし:へん 農山漁村文化協会
と 4687 0000190736 透明犬メイ おはなしガーデン 51 辻貴司:作 岩崎書店
と 4688 0000117341 とうめい人間 こわいぞ!世界のモンスター 桜井信夫:脚本 童心社
と 4689 0000125187 とうめい人間 こわいぞ!世界のモンスター 桜井信夫:脚本 童心社
と 4690 0000177790 とうめいのサイ えほんのもり くすはら順子:〔作〕 文研出版
と 4691 0000147488 トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ:作 文研出版
と 4692 0000094110 トウモロコシの絵本 そだててあそぼう 5 とざわひでお:へん 農山漁村文化協会
と 4693 0000177337 どうやって作るの? パンから電気まで オールドレン・ワトソン:作 偕成社
と 4694 0000149807 童話の花束 第41回JX童話賞作品集
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と 4695 0000039271 遠く不思議な夏 斉藤洋:著 偕成社
と 4696 0000136382 トーテンくんのオーケストラ ジミー大西:作 講談社
と 4697 0000180901 ドーナツやさんはじめました 関根知未:作・絵 教育画劇
と 4698 0000012310 トーナはごきげん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジェーン・シモンズ:さく 評論社
と 4699 0000184226 遠野物語 柳田國男:原作 偕成社
と 4700 0000167130 トーマスみ～つけた! きかんしゃトーマスとなかまたち ポプラ社
と 4701 0000170365 ドームがたり 未来への記憶 アーサー・ビナード:作 玉川大学出版部
と 4702 0000045575 トカゲが笑った日 ミステリーズ PHP創作シリーズ 中野幸隆:作 ＰＨＰ研究所
と 4703 0000006775 どかんねこ 矢玉四郎のあいうえほん １ 矢玉四郎:作絵 ポプラ社
と 4704 0000053793 ドキドキ!妖怪めぐり 吉川豊:作・画 理論社
と 4705 0000121459 ドキドキ★心理テスト ゆめをかなえる！？ハッピー☆うらないブック ２ 小泉茉莉花:著 ポプラ社
と 4706 0000183715 ドキドキおばけの百人一首!? ポプラ社の新・小さな童話 304 むらいかよ:著 ポプラ社
と 4707 0000127043 ときには風になって 郵便やさんの不思議なお話 おはなしフェスタ 4 堀内純子:作 あかね書房
と 4708 0000017731 時の迷路 続 香川元太郎:作・絵 ＰＨＰ研究所
と 4709 0000155366 トキメキ☆星うらない ゆめをかなえる!?ハッピー☆うらないブック 1 小泉茉莉花:著 ポプラ社
と 4710 0000068759 トキメキ★精霊の名前うらない ヒミツの手帳 7 なまためひろみ:作 ポプラ社
と 4711 0000135103 トキメキおまじない作戦 創作こどもクラブ 11 末吉暁子:さく 偕成社
と 4712 0000149591 ときめる森のおくりもの えほん・こどもとともに 本橋靖昭:絵 小峰書店
と 4713 0000130906 時を超えた記憶 ラスコーの夢 ときめき文学館 ４ Ｊ・フェリス:作 金の星社
と 4714 0000045617 時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ:作 あかね書房
と 4715 0000167015 どきん 谷川俊太郎少年詩集 詩の散歩道 谷川俊太郎:著 理論社
と 4716 0000143867 徳川家康 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 17 西本鶏介:文 ポプラ社
と 4717 0000019539 ドクター・ドッグ いぬのおいしゃさんはおおいそがし バベット・コール:さく ほるぷ出版
と 4718 0000045286 ドクター・トミーのからだの本 5 田沢梨枝子:絵 小峰書店
と 4719 0000043828 ドクター・トミーのからだの本 6 田沢梨枝子:絵 小峰書店
と 4720 0000124644 どくのはいったかめ ワッハッハ!ゆかいでおかしい日本の民話 多田ヒロシ:文画 教育画劇
と 4721 0000018937 とくべつないちにち 世界の絵本 イヴォンヌ・ヤハテンベルフ:作 講談社
と 4722 0000188797 とくべつなひ 山本りくお:著 文溪堂
と 4723 0000001495 とけいのほん １ 幼児絵本シリーズ まついのりこ:さく 福音館書店
と 4724 0000001487 とけいのほん ２ 幼児絵本シリーズ まついのりこ:さく 福音館書店
と 4725 0000029538 どこかいきのバス わくわくえどうわ 井上よう子:作 文研出版
と 4726 0000002980 とこちゃんうみへいく 幼児絵本シリーズ 織茂恭子:さく 福音館書店
と 4727 0000013227 とこちゃんはどこ こどものとも傑作集 ３ 松岡享子:さく 福音館書店
と 4728 0000008169 どこでおひるねしようかな 福音館の幼児絵本 きしだえりこ:さく 福音館書店
と 4729 0000156471 どこでおひるねしようかな 福音館の幼児絵本 きしだえりこ:さく 福音館書店
と 4730 0000029959 どこでもでんしゃ はれぶたぶんこ ３ 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
と 4731 0000017434 どこどこ？セブン ６ キッズレーベル
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と 4732 0000017426 どこどこ？セブン ９ キッズレーベル
と 4733 0000017137 どこどこどこ いってきまーす えさがしえほん １ 長谷川義史:作・絵 ひかりのくに
と 4734 0000132761 とこやへいこう たんぽぽえほんシリーズ 高部晴市:作・絵 鈴木出版
と 4735 0000013789 トコロウとテンジロウ わくわくたべものおはなしえほん １ 天野碧海:さく 農山漁村文化協会
と 4736 0000128504 トシオの船 創作こどもクラブ １５ 川崎洋:さく 偕成社
と 4737 0000117192 としがみさまとおもち お正月 たべものの由来紙芝居 小野和子:作 教育画劇
と 4738 0000014472 どしゃぶりのひに 大型版あらしのよるにシリーズ ５ きむらゆういち:作 講談社
と 4739 0000133488 どしゃぶりのひに りとる 26 木村裕一:作 講談社
と 4740 0000181644 としょかんライオン 海外秀作絵本 17 ミシェル・ヌードセン:さく 岩崎書店
と 4741 0000136903 図書室からはじまる愛 パドマ・ヴェンカトラマン:著 白水社
と 4742 0000150045 図書室のふしぎな出会い 文研じゅべにーる 小原麻由美:作 文研出版
と 4743 0000042929 盗神伝 1 メーガン・ウェイレン・ターナー:作 あかね書房
と 4744 0000042911 盗神伝 2 メーガン・ウェイレン・ターナー:作 あかね書房
と 4745 0000050328 トチの木の1年 ランドセルブックス 太田威:写真・文 福音館書店
と 4746 0000012005 どっからたべよう わくわくたべものおはなしえほん １４ 井上洋介:えとぶん 農山漁村文化協会
と 4747 0000150615 ドッグ・シェルター 犬と少年たちの再出航 ノンフィクション知られざる世界 今西乃子:著 金の星社
と 4748 0000134700 ドッグフードは大きらい めいたんていスーパーわん ２ メアリ・Ｂ・クリスチャン:作 大日本図書
と 4749 0000027250 とっておきの詩 とっておきのどうわ 村上しいこ:作 ＰＨＰ研究所
と 4750 0000019760 とってもだいすきドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄:原作 小学館
と 4751 0000063305 とっとことっとこ よんでよんでのえほん まついのりこ:さく 童心社
と 4752 0000155762 トップアスリートが教える子どものためのスポーツのすすめ スポーツがうまくなる!スポーツが好きになる! こどもライブラリー 子どもスポーツ編集委員会:編 講談社
と 4753 0000003574 とてもとてもあついひ 幼児絵本シリーズ こいでたん:ぶん 福音館書店
と 4754 0000003145 とてもとてもあついひ 幼児絵本シリーズ こいでたん:ぶん 福音館書店
と 4755 0000002758 とてもとてもあついひ 幼児絵本シリーズ こいでたん:ぶん 福音館書店
と 4756 0000031963 土手をかけおりよう！ 文研ブックランド あんずゆき:作 文研出版
と 4757 0000143727 とと と おっとっと ことばあそびえほん 谷川俊太郎:文 さ・え・ら書房
と 4758 0000031807 とどけ！夢へのストライク おはなしガーデン ２９ 桜井まどか:作 岩崎書店
と 4759 0000150995 ととけっこうよがあけた わらべうたえほん こばやしえみこ:案 こぐま社
と 4760 0000137794 となりのウチナーンチュ 早見裕司:著 理論社
と 4761 0000095356 となりの鉄子 田森庸介:さく 偕成社
と 4762 0000127969 となりのトトロ 徳間アニメ絵本 4 宮崎駿:原作 徳間書店
と 4763 0000144659 となりのまじょのマジョンナさん ノーマン・ブリッドウェル:さく 偕成社
と 4764 0000139139 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 いのちのえほん 6 ベティー・ボガホールド:作 岩崎書店
と 4765 0000001461 とにもかくにもすてきななかま 五味太郎:作 絵本館
と 4766 0000001321 とにもかくにもすてきななかま 五味太郎:作 絵本館
と 4767 0000063883 どのはな いちばん すきな はな? いしげまりこわきさかかつじ
と 4768 0000037366 トパーズの日記 日系アメリカ人強制収容所の子どもたち ノンフィクション知られざる世界 Ｍ・Ｏ・タンネル:著 金の星社
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と 4769 0000091694 土漠の花 月村了衛:著 幻冬舎
と 4770 0000127167 トビー・ロルネス 1 ティモテ・ド・フォンベル:作 岩崎書店
と 4771 0000016162 トビウオのぼうやはびょうきです いぬいとみこ:作 金の星社
と 4772 0000026807 とびきりのおくりもの おはなしドロップシリーズ 仁科幸子:さく・え 佼成出版社
と 4773 0000144485 とびっきりのごちそう ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ 海谷泰水:さく 長崎出版
と 4774 0000094680 ドビュッシー 印象主義音楽をつくりあげたフランスの作曲家 伝記世界の作曲家 8 ロデリック・ダネット:著 偕成社
と 4775 0000182931 飛ぶ教室 岩波少年文庫 141 エーリヒ・ケストナー:作 岩波書店
と 4776 0000137588 飛ぶ教室 ケストナー少年文学全集 4 ケストナー:作 岩波書店
と 4777 0000007658 とべ!ちいさいプロペラき こどものとも傑作集 小風さち:作 福音館書店
と 4778 0000011007 とべ！ちいさいプロペラき こどものとも傑作集 小風さち:作 福音館書店
と 4779 0000095364 飛べ!風のブーメラン スプラッシュ・ストーリーズ 17 山口理:作 あかね書房
と 4780 0000035691 とべ！わたしのチョウ 文研ブックランド 安田夏菜:作 文研出版
と 4781 0000043034 飛べ金色のハト とっておきの動物ものがたり 井上猛:作 理論社
と 4782 0000168401 とべとべブーン! 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
と 4783 0000019125 とべとべフワフワ 赤ちゃんペンギンのゆめ 旺文社創作童話 わしおとしこ:さく 旺文社
と 4784 0000029249 とべないホタル 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4785 0000040402 とべないホタル 10 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4786 0000029199 とべないホタル 11 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4787 0000029181 とべないホタル 12 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4788 0000029223 とべないホタル 3 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4789 0000029207 とべないホタル 4 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4790 0000027268 とべないホタル 5 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4791 0000027631 とべないホタル 6 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4792 0000027623 とべないホタル 7 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4793 0000040410 とべないホタル 8 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4794 0000040428 とべないホタル 9 小沢昭巳:作 ハート出版
と 4795 0000132407 ドボルザーク チェコが生んだ偉大な作曲家 伝記世界の作曲家 ９ ロデリック・ダネット:著 偕成社
と 4796 0000018119 トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ:ぶん さ・え・ら書房
と 4797 0000035410 とまと・ふぁーむ おはなしプレゼント 渡川浩美:作 小峰書店
と 4798 0000045716 とまと・ふぁーむ おはなしプレゼント 渡川浩美:作 小峰書店
と 4799 0000171900 トマトさん こどものとも傑作集 田中清代:さく 福音館書店
と 4800 0000050575 トマトとともに 野菜農家若梅健司 農家になろう 4 依田恭司郎:写真 農山漁村文化協会
と 4801 0000136697 トマトの絵本 そだててあそぼう 1 もりとしひと:へん 農山漁村文化協会
と 4802 0000138529 トム トミー・デ・パオラ:作 光村教育図書
と 4803 0000010645 トム・ソーヤーの冒険 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
と 4804 0000014787 トム・ティット・トット 世界みんわ絵本 イギリス 岩倉千春:文 ほるぷ出版
と 4805 0000036624 トムのたびだち ぼうけん絵ものがたり 伊東章夫:作・画 理論社
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と 4806 0000183038 トムは真夜中の庭で 岩波少年文庫 041 フィリパ・ピアス:作 岩波書店
と 4807 0000037200 とむらう女 ロレッタ・エルスワース:著 作品社
と 4808 0000003186 ともこちゃんのたんじょうび 吉村健二:作 ブックローン出版
と 4809 0000016899 ともだち 谷川俊太郎:文 玉川大学出版部
と 4810 0000010660 ともだち ヘルメ・ハイネ:さく ほるぷ出版
と 4811 0000165936 ともだち 谷川俊太郎:文 玉川大学出版部
と 4812 0000064741 ともだち あかちゃんのえほん ヘレン・オクセンバリー:作 文化出版局
と 4813 0000029777 ともだち あなたへ １ レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
と 4814 0000005603 ともだち　できたかな？ えほん・ドリームランド ２６ マーガレット・ワイズ・ブラウン:作 岩崎書店
と 4815 0000019828 ともだちおまじない おれたち、ともだち！ 内田麟太郎:作 偕成社
と 4816 0000014944 ともだちくるかな 内田麟太郎:作 偕成社
と 4817 0000008565 ともだちぐんぐん 絵本の時間 ２ 西内ミナミ:作 ポプラ社
と 4818 0000144584 ともだちごっこ えほんとなかよし 40 伊東美貴:作・絵 ポプラ社
と 4819 0000009779 ともだちごっこ おれたち、ともだち！ 内田麟太郎:作 偕成社
と 4820 0000023796 トモダチックリの守り人 希望をかなえる実 吉富多美:作 金の星社
と 4821 0000034264 友だちになれたら、きっと。 イスラエルとパレスチナの少女の文通 鈴木出版の海外児童文学－この地球を生きる子どもたち－ ガリト・フィンク:作 鈴木出版
と 4822 0000144469 ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ:作 岩崎書店
と 4823 0000033662 ともだちは、サティー！ Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 大塚篤子:作 小峰書店
と 4824 0000034017 友だちは１２ゆうれい みんなのワンダーランド １ 中田よう子:作 金の星社
と 4825 0000042168 ともだちは海のにおい きみとぼくの本 工藤直子:作 理論社
と 4826 0000151548 ともだちはおばけです ポプラ社の新・小さな童話 229 むらいかよ:著 ポプラ社
と 4827 0000015503 ともだちひきとりや 内田麟太郎:作 偕成社
と 4828 0000032300 ともだちビクビクこわーい話 新・日本のおばけ話・わらい話 ９ 木暮正夫:文 岩崎書店
と 4829 0000032292 ともだちビクビクこわーい話 新・日本のおばけ話・わらい話 ９ 木暮正夫:文 岩崎書店
と 4830 0000144303 ともだちほしい ママとパパとわたしの本 8 森山京:さく ポプラ社
と 4831 0000016774 ともだちや 内田麟太郎:作 偕成社
と 4832 0000187369 友だちをやめた二人 文研じゅべにーる 今井福子:作 文研出版
と 4833 0000134718 土曜日のオカリナ ぶんけい創作児童文学館 国松俊英:作 文渓堂
と 4834 0000051284 豊臣秀吉 足軽から知恵ひとつでかけ上がった天下人 小学館版学習まんが人物館 小和田哲男:監修 小学館
と 4835 0000051516 豊臣秀吉 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 3 吉本直志郎:文 ポプラ社
と 4836 0000013292 ドライブにいこう 間瀬なおかた:作・絵 ひさかたチャイルド
と 4837 0000048926 ドラえもんをさがせ！ かくれんぼ絵本 ２ 藤子・Ｆ・不二雄:原作 小学館
と 4838 0000124610 ドラキュラ こわいぞ!世界のモンスター 水谷章三:脚本 童心社
と 4839 0000037374 ドラキュラのひげをつけた魔女 はしだてえつこ:作・絵 銀の鈴社
と 4840 0000078451 ドラゴン・パール 上 シリン・パタノタイ:著 講談社
と 4841 0000030288 ドラゴンにごようじん 茂市久美子:作 国土社
と 4842 0000149732 ドラゴンはくいしんぼう 茂市久美子:作 国土社



児童書（書名による五十音リスト）

と 4843 0000024687 とらたとおおゆき 幼児絵本シリーズ なかがわりえこ:ぶん 福音館書店
と 4844 0000001909 とらっく　とらっく　とらっく こどものとも傑作集 ２３ 渡辺茂男:さく 福音館書店
と 4845 0000010926 トラのおんがえし 十二支むかしむかしシリーズ 寅 谷真介:文 佼成出版社
と 4846 0000015149 トラのじゅうたんになりたかったトラ 大型絵本 ジェラルド・ローズ:文・絵 岩波書店
と 4847 0000004358 とらのゆめ こどものとも傑作集 タイガー立石:さく・え 福音館書店
と 4848 0000039768 ドラマで生きる中学校劇３年 学年別・中学校劇脚本集 木村たかし:〔ほか〕編集 小峰書店
と 4849 0000039792 ドラマで楽しむ中学校劇１年 学年別・中学校劇脚本集 木村たかし:〔ほか〕編集 小峰書店
と 4850 0000039800 ドラマで創る中学校劇２年 学年別・中学校劇脚本集 木村たかし:〔ほか〕編集 小峰書店
と 4851 0000059089 トランプ＆サイコロ占い クラスの人気者めざせ！学校占いクイーン マーク・矢崎:著 金の星社
と 4852 0000171488 トランプを初めてやる人の本 楽しくてわかりやすい 青木光:著 土屋書店
と 4853 0000186502 とらんぽりんぽーん ふくだじゅんこ:文・絵 大日本図書
と 4854 0000132167 ドリームバスター 宮部みゆき:著 徳間書店
と 4855 0000126813 ドリームバスター 2 宮部みゆき:著 徳間書店
と 4856 0000149146 ドリームバスター ３ 宮部みゆき:著 徳間書店
と 4857 0000147751 ドリームバスター 4 宮部みゆき:著 徳間書店
と 4858 0000003095 とりかえっこ さとうわきこ:作 ポプラ社
と 4859 0000052845 トリケラトプス 恐竜博物館 3 ウィリアム・リンゼイ:さく フレーベル館
と 4860 0000189167 トリコ 超デカイぞう!リーガルマンモス 集英社みらい文庫 し-5-5 島袋光年:原作 集英社
と 4861 0000019349 とりちゃん えほんのもり 長谷川知子:〔作〕 文研出版
と 4862 0000177626 トリックアートクリスマス トリックアートアドベンチャー 4 北岡明佳:監修 あかね書房
と 4863 0000017392 トリックアート図鑑だまし絵 北岡明佳:監修 あかね書房
と 4864 0000017384 トリックアート図鑑ふしぎ絵 北岡明佳:監修 あかね書房
と 4865 0000177600 トリックアートたからさがし トリックアートアドベンチャー 2 北岡明佳:監修 あかね書房
と 4866 0000177618 トリックアートゆうえんち トリックアートアドベンチャー 3 北岡明佳:監修 あかね書房
と 4867 0000008680 とりどりのとり 佐々木マキ:〔作〕 クレヨンハウス
と 4868 0000128058 ドリトル先生航海記 ドリトル先生物語全集 ２ ロフティング:〔著〕 岩波書店
と 4869 0000144816 とりの王さまえらび 読みきかせ・イソップ名作えほん イソップ:〔原作〕 教育画劇
と 4870 0000188987 とりのすみーつけた! どうぶつこんにちは!:年少向けかみしばい ねもとまゆみ:脚本 童心社
と 4871 0000053488 鳥の生態図鑑 大自然のふしぎ 学研
と 4872 0000042796 鳥の本 はじめての発見 12 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
と 4873 0000134353 とりのみじさ 日本みんわ絵本 樋口淳:ぶん ほるぷ出版
と 4874 0000008920 トリフのすてきなけっこんしき アンナ・カリー:さく くもん出版
と 4875 0000048090 トリポカの謎 ダヤンのアドベンチャー・コミック Moe books 池田あきこ:著 白泉社
と 4876 0000126896 トリュフとトナカイ 現代ミステリー短編集 4 泡坂妻夫:著 岩崎書店
と 4877 0000128926 ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション １ 竹下文子:作 岩崎書店
と 4878 0000177063 トレジャー・プラネット ディズニーアニメ小説版 ４９ キキ・ソープ:作 偕成社
と 4879 0000134064 とれとれパンピ 1 おぐまこうじ:さく 小峰書店



児童書（書名による五十音リスト）

と 4880 0000145417 とれとれパンピ ３ おぐまこうじ:さく 小峰書店
と 4881 0000013045 どれにしようかな 学研おはなし絵本 つちだのぶこ:〔作〕 学研教育出版
と 4882 0000020834 トレバー、がんばって ロブ・ルイス:さく ほるぷ出版
と 4883 0000138453 ドレミファソラシ姉妹のくせたいじ 鈴の音童話 【ハシ】立悦子:作・絵 銀の鈴社
と 4884 0000188466 トロールズさがして!みつけて! 1001もあるアイテムをさがそう! 小学館
と 4885 0000053082 どろだらけのじぞうさん 行事むかしむかし 6月 田植えのはなし 谷真介:文 佼成出版社
と 4886 0000003541 どろだんご 福音館の幼児絵本 たなかよしゆき:ぶん 福音館書店
と 4887 0000044206 トロ日記 どこでもいっしょ ソニー・コンピュータエンタテインメント:監修 小学館
と 4888 0000016519 どろにんぎょう 北欧民話 内田莉莎子:文 福音館書店
と 4889 0000014563 どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん ４ かこさとし:絵と文 偕成社
と 4890 0000010595 どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん ４ かこさとし:絵と文 偕成社
と 4891 0000018226 どろぼうたちのよる 佐々木マキ:作 絵本館
と 4892 0000126045 ドロロンクリスマス 行事!いっしょにあてようどっちかな? いとうかな:絵 教育画劇
と 4893 0000005959 どろんこおそうじ こどものとも傑作集 ８３ さとうわきこ:さく・え 福音館書店
と 4894 0000002733 どろんこどろんこ! くまくんの絵本 わたなべしげお:ぶん 福音館書店
と 4895 0000008672 どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン:ぶん 福音館書店
と 4896 0000181503 どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン:ぶん 福音館書店
と 4897 0000171389 どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン:ぶん 福音館書店
と 4898 0000004101 とん　ことり こどものとも傑作集 ５３ 筒井頼子:さく 福音館書店
と 4899 0000041640 トン・チン・カンの科学教室 学研まんがひみつシリーズ 17 学研
と 4900 0000137638 トン・チン・カンの科学教室 学研まんがひみつシリーズ 17 学研
と 4901 0000003020 トンカチぼうや いとうひろし:〔作〕 クレヨンハウス
と 4902 0000050161 どんぐり かがくのとも傑作集 35 こうやすすむ:さく 福音館書店
と 4903 0000186478 どんぐり 語りかけ絵本 こがようこ:ぶん・え 大日本図書
と 4904 0000028514 どんぐり、あつまれ！ わくわく幼年どうわ １ 佐藤さとる:作 あかね書房
と 4905 0000147041 どんぐりかいぎ かがくのとも傑作集 こうやすすむ:文 福音館書店
と 4906 0000187385 どんぐりころころそのあとは… 志村まゆみ:作・絵 新日本出版社
と 4907 0000008755 どんぐりたろうのき 鶴見正夫:作 佼成出版社
と 4908 0000173013 どんぐりと山猫 宮沢賢治 偕成社
と 4909 0000125492 どんぐりとやまねこ 宮沢賢治かみしばいの森 宮沢賢治:原作 童心社
と 4910 0000049940 どんぐりと山ねこ 宮沢賢治どうわえほん 2 宮沢賢治:作 講談社
と 4911 0000095778 どんぐりむらのどんぐりえん なかやみわ:さく 学研教育出版
と 4912 0000146613 どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ:さく 学研教育出版
と 4913 0000001982 どんぐりむらのぼうしやさん なかやみわ:さく 学研教育出版
と 4914 0000149997 とんだ、とべた、またとべた! 本はともだち♪ 1 森山京:作 ポプラ社
と 4915 0000005512 とんだとんだ たんぽぽえほんシリーズ とりごえまり:さく・え 鈴木出版
と 4916 0000028191 とんちのとんすけとんちくらべ 学研アニメ絵ばなし ８ 横笛太郎:文 学研



児童書（書名による五十音リスト）

と 4917 0000014217 とんでいったおなべ ひさかたメルヘン １２ 神沢利子:作 ひさかたチャイルド
と 4918 0000013276 とんでけホルモ おまかせ天使 おひさまのほん エムナマエ:著 小学館
と 4919 0000131102 とんでろじいちゃん 旺文社創作児童文学 山中恒:作 旺文社
と 4920 0000125880 とんとこもりのやくそく 文化の日の紙芝居 祝日の由来かみしばい-あしたはなんのおやすみ?- 浅沼とおる:作絵 教育画劇
と 4921 0000063230 ドンドン！わっしょい！おまつりたいこえほん 音の出る絵本 金の星社
と 4922 0000169169 どんどん強くなるこども詰将棋1手詰め 中村太地:監修 池田書店
と 4923 0000004176 とんとんとめてくださいな 幼児絵本シリーズ こいでたん:ぶん 福音館書店
と 4924 0000018804 とんとんとん 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
と 4925 0000002717 とんとんどんどん わははは!ことばあそびブック 中川ひろたか:文 ＰＨＰ研究所
と 4926 0000183780 どんどんめくってはっけん!からだのふしぎ たのしいしかけが100いじょう! ロウイー・ストーウェル:文 学研教育出版
と 4927 0000022046 どんなかんじかなあ 中山千夏:ぶん 自由国民社
と 4928 0000022418 どんなかんじかなあ 中山千夏:ぶん 自由国民社
と 4929 0000167064 どんなときも名探偵 杉山亮:作 偕成社
と 4930 0000007914 どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ:ぶん 評論社
と 4931 0000024000 トンネル ２〔上〕 ロデリック・ゴードン:著 ゴマブックス
と 4932 0000023994 トンネル ２〔下〕 ロデリック・ゴードン:著 ゴマブックス
と 4933 0000023663 トンネル 下 ロデリック・ゴードン:著 ゴマブックス
と 4934 0000145458 トンネル 上 ロデリック・ゴードン:著 ゴマブックス
と 4935 0000016808 トンノのひみつのプレゼント 田中きんぎょ:作 ＢＬ出版
と 4936 0000156232 とんぼ ぎんやんまの一生 こんちゅうの一生シリーズ 得田之久:ぶん・え 福音館書店
と 4937 0000168443 トンボさんのぐるぐるレポート 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
と 4938 0000188979 とんまなおおかみとかしこいうま どうぶつこんにちは!:年少向けかみしばい やえがしなおこ:脚本 童心社
な 4939 0000139170 なあくんとちいさなヨット おはなしバスケット 1 神沢利子:作 ポプラ社
な 4940 0000186528 ナージャの5つのがっこう キリーロバ・ナージャ:ぶん 大日本図書
な 4941 0000002741 なーんだなんだ とことこえほん カズコ　Ｇ．ストーン:さく 童心社
な 4942 0000023358 ないしょ！ 後藤竜二:ぶん 新日本出版社
な 4943 0000148726 ないしょなんだけどね スオミセツコ:さく・え ブックローン出版
な 4944 0000009456 ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ:文 ほるぷ出版
な 4945 0000025403 ないしょのゆきだるま あかね創作えほん ３９ 角野栄子:作 あかね書房
な 4946 0000009274 ないた 中川ひろたか:作 金の星社
な 4947 0000016691 ないた赤おに 大人になっても忘れたくない名作絵本 浜田広介:作 白泉社
な 4948 0000016303 泣いた赤おに 日本の童話名作選 浜田広介:作 偕成社
な 4949 0000039651 泣いた木曽馬 加藤輝治:文 農山漁村文化協会
な 4950 0000149096 ナイチンゲール おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 １１ 早野美智代:文 ポプラ社
な 4951 0000124321 ないて百にん力 ワッハッハ!ゆかいでおかしい日本の民話 東川洋子:文 教育画劇
な 4952 0000042945 ナイトメアー・ビフォア・クリスマス ディズニーアニメ小説版 ３５ 橘高弓枝:文 偕成社
な 4953 0000187039 ながーい5ふんみじかい5ふん リズ・ガートン・スキャンロン:文 光村教育図書



児童書（書名による五十音リスト）

な 4954 0000188912 ながあめと2ひきのかえる 異常気象からいのちをまもる 千秋まみこ:さくえ 教育画劇
な 4955 0000014647 ながいかみのむすめ チャンファメイ
な 4956 0000127514 長い冬休み 下 岩波少年文庫 177 アーサー・ランサム:作 岩波書店
な 4957 0000127522 長い冬休み 上 岩波少年文庫 176 アーサー・ランサム:作 岩波書店
な 4958 0000150516 長くつ下のピッピ アニメ版 リンドグレーン:原作 金の星社
な 4959 0000127753 長くつしたのピッピ 講談社青い鳥文庫 49-4 アストリッド＝リンドグレーン:作 講談社
な 4960 0000182899 長くつ下のピッピ 世界一つよい女の子 リンドグレーン作品集 1 リンドグレーン:作 岩波書店
な 4961 0000127761 ナガサキに翔ぶ ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇あさ子:著 新日本出版社
な 4962 0000182030 ながすねふとはらがんりき 愛蔵版おはなしのろうそく 4 東京子ども図書館:編 東京子ども図書館
な 4963 0000059568 中田英寿物語 本郷　陽二 株式会社汐文社
な 4964 0000144980 なかまとであう きょうりゅうペペのぼうけん 3 ヒサクニヒコ:さく・え 草炎社
な 4965 0000035626 仲間はずれになった日 草炎社新ともだち文庫 １ 高井節子:作 草炎社
な 4966 0000000976 なかよしおばけとちびちびおばけ ジャック・デュケノワ:さく ほるぷ出版
な 4967 0000011486 なかよしおばけのびっくりおふろ ジャック・デュケノワ:さく ほるぷ出版
な 4968 0000027797 なかよしきょうだいトリケとトリプ いろいろなきょうりゅう きょうりゅうだいすき！ こわせたまみ:作 教育画劇
な 4969 0000008771 なかよしこぐままんなかに 絵本の時間 ２１ おのりえん:作 ポプラ社
な 4970 0000001263 なかよしだあれ にしまきかやこあかちゃんの本 にしまきかやこ:作 こぐま社
な 4971 0000188433 なかよしっぱな ぴっかぴかえほん 福徳秀介:文 小学館
な 4972 0000042143 流れ行く者 守り人短編集 軽装版偕成社ポッシュ 上橋菜穂子:作 偕成社
な 4973 0000021881 流れ星に願いを 秋１１月の星 チロの星空カレンダー １１ 藤井旭:著 ポプラ社
な 4974 0000037283 流れ星レース わくわく読み物コレクション ４ 竹下文子:作 岩崎書店
な 4975 0000011916 ながれぼしをひろいに こどものとも傑作集 筒井頼子:さく 福音館書店
な 4976 0000013847 なきむしえんはおおさわぎ わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
な 4977 0000146589 なきむしえんはおおさわぎ わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
な 4978 0000145631 なきむしおにごっこ おはなしバスケット 2 おのりえん:作 ポプラ社
な 4979 0000177543 なきむしオバケ5つのお話 ぞくぞくびっくり箱 3 日本児童文学者協会:編 文溪堂
な 4980 0000041871 泣き虫しょったんの奇跡 サラリーマンから将棋のプロへ 瀬川晶司:著 講談社
な 4981 0000036632 なくなプップくん ぼうけん絵ものがたり 伊東章夫:作・画 理論社
な 4982 0000169870 なずずこのっぺ? カーソン・エリス:さく フレーベル館
な 4983 0000094037 ナスの絵本 そだててあそぼう 2 やまだきよし:へん 農山漁村文化協会
な 4984 0000126243 なぜ、お月さまにおそなえをするの? なぜ?どうして?たのしい行事 お月見 渡辺享子:脚本・絵 童心社
な 4985 0000125369 なぜ、おひなさまをかざるの? なぜ?どうして?たのしい行事 ひなまつり 三谷亮子:脚本 童心社
な 4986 0000125054 なぜ、おふろにしょうぶをいれるの? なぜ?どうして?たのしい行事 常光徹:脚本 童心社
な 4987 0000117200 なぜ、かがみもちをかざるの? なぜ?どうして?たのしい行事 お正月 千世まゆ子:脚本 童心社
な 4988 0000124859 なぜ、クリスマスツリーをかざるの? なぜ?どうして?たのしい行事 岩倉千春:脚本 童心社
な 4989 0000117218 なぜ、せつぶんに豆をまくの? なぜ?どうして?たのしい行事 国松俊英:脚本 童心社
な 4990 0000100859 なぜ、七夕にささかざりをするの? なぜ?どうして?たのしい行事 たなばた 若山甲介:脚本 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

な 4991 0000207258 なぜ？どうして？行事のずかん 春夏 芳賀日出男 世界文化社
な 4992 0000207266 なぜ？どうして？行事のずかん秋･冬 芳賀日出男 世界文化社
な 4993 0000032565 なぜあらそうの? ニコライ・ポポフ:作 ＢＬ出版
な 4994 0000177410 なぜ戦争はよくないか アリス・ウォーカー:文 偕成社
な 4995 0000018341 なぞなぞ１００このほん 世界傑作絵本シリーズ Ｍ・ブラートフ:採集 福音館書店
な 4996 0000189597 なぞなぞ1年2年生大百科! おもしろたっぷり! 平目きらり:作 西東社
な 4997 0000169714 なぞなぞ3・4年生 本間正夫:著 高橋書店
な 4998 0000021535 なぞなぞあそび １ ぴょこたんのあたまのたいそう １ このみひかる:作・絵 あかね書房
な 4999 0000024075 なぞなぞあそび ２ ぴょこたんのあたまのたいそう ２ このみひかる:作・絵 あかね書房
な 5000 0000020487 なぞなぞあそび ３ ぴょこたんのあたまのたいそう ３ このみひかる:作・絵 あかね書房
な 5001 0000145938 なぞなぞあそび 5 ぴょこたんのあたまのたいそう 10 このみひかる:作・絵 あかね書房
な 5002 0000189589 なぞなぞ最強不思議な国2000問! なるほど!ワクワク! 平目きらり:作 西東社
な 5003 0000189605 なぞなぞ大冒険2000問! おもしろビックリ! 平目きらり:作 西東社
な 5004 0000029694 なぞなぞドラゴン島 だじゃれモン次郎 ３ 石崎洋司:作 講談社
な 5005 0000023218 なぞなぞのみせ なぞなぞえほん 石津ちひろ:なぞなぞ 偕成社
な 5006 0000044594 なぞなぞようちえん 本間正夫:作 西東社
な 5007 0000019265 なぞなぞライオン おはなしパレード ７ 佐々木マキ:作 理論社
な 5008 0000045658 なぞなぞわかるかな みんなであそぶ 1年生 たまごきかく:編 日東書院
な 5009 0000044750 なぞなぞわかるかな みんなであそぶ 2年生 たまごきかく:編 日東書院
な 5010 0000035378 謎のオーディション マジカル少女レイナ １ 石崎洋司:作 岩崎書店
な 5011 0000148445 なぞの教室怪事件 ミステリーがいっぱい 9 栗城しょうこ:画 偕成社
な 5012 0000029520 なぞのたから島 かいぞくポケット １ 寺村輝夫:作 あかね書房
な 5013 0000031799 なぞの電子メール ミステリーがいっぱい ５ 竹咲輝:画 偕成社
な 5014 0000001891 謎のメールレストラン 怪談レストラン 36 たかいよしかず:絵 童心社
な 5015 0000029934 なっちゃう 創作どうわライブラリー ８ 佐野美津男:作 フレーベル館
な 5016 0000041897 夏っ飛び！ 文研じゅべにーる 横山充男:作 文研出版
な 5017 0000019000 なつですよ 四季のえほん 柴田晋吾:さく 金の星社
な 5018 0000148940 なっとうの絵本 つくってあそぼう ２ わたなべすぎお:へん 農山漁村文化協会
な 5019 0000012914 なっとうぼうや 学研おはなし絵本 わたなべあや:〔作〕 学研
な 5020 0000095174 夏の朝 本田昌子:著 福音館書店
な 5021 0000002428 なつのいけ 塩野米松:文 ひかりのくに
な 5022 0000007534 なつのいちにち はたこうしろう:作 偕成社
な 5023 0000022384 なつのかいじゅう 絵本のおもちゃばこ ２０ いしいつとむ:作・絵 ポプラ社
な 5024 0000134676 夏の星座ものがたり たのしい星座ものがたり ２ 瀬川昌男:著 小峰書店
な 5025 0000036194 夏のとびら あかね・ブックライブラリー １３ 泉啓子:作 あかね書房
な 5026 0000181313 夏の庭-The Friends- 湯本香樹実:作 徳間書店
な 5027 0000188789 なつのもりのかぶとむし 谷本雄治:文 文溪堂



児童書（書名による五十音リスト）

な 5028 0000023242 夏のわすれもの 文研の創作えどうわ 福田岩緒:作・絵 文研出版
な 5029 0000047019 夏休みからくり自由工作 トモ・ヒコ:著 大和書房
な 5030 0000064949 なつやすみ虫ずかん かがくのとも傑作集 稲田務:え 福音館書店
な 5031 0000012609 なないろの花はどこ はまざきえり:ぶん・え 大日本図書
な 5032 0000038323 なないろ山のひみつ 福音館創作童話シリーズ 征矢かおる:作 福音館書店
な 5033 0000182832 七たび孟獲をとらえる 大型絵本 〔羅貫中:原作〕 岩波書店
な 5034 0000125534 ななつのほし 紙しばい名作選 トルストイ:原作 童心社
な 5035 0000150524 七頭の盲導犬と歩んできた道 日本初の女性盲導犬ユーザー戸井美智子物語 ヒューマンノンフィクション 沢田俊子:文 学研教育出版
な 5036 0000095307 ななとさきちゃんふたりはペア おはなしトントン 44 山本悦子:作 岩崎書店
な 5037 0000151522 ナナのたんぽぽカーニバル おはなしガーデン 23 あんびるやすこ:著 岩崎書店
な 5038 0000024232 七不思議レストラン 怪談レストラン １７ たかいよしかず:絵 童心社
な 5039 0000042606 七夜物語 下 川上弘美:著 朝日新聞出版
な 5040 0000037598 七夜物語 上 川上弘美:著 朝日新聞出版
な 5041 0000183947 なにがあってもずっといっしょ くさのたき:作 金の星社
な 5042 0000064600 なにかいってるよ てのひら絵本 ４ 五味太郎:〔絵〕 偕成社
な 5043 0000064618 なにかしら てのひら絵本 ３ 五味太郎:〔絵〕 偕成社
な 5044 0000144998 ナニカのたね おはなしドロップシリーズ 正道かほる:さく 佼成出版社
な 5045 0000002386 なにしているの? タツ年のひとの絵本 五味太郎の「干支セトラ絵本」 8 辰 五味太郎:作 クレヨンハウス
な 5046 0000030502 なにをたべたかわかる？ 長新太:作 絵本館
な 5047 0000046243 菜の子先生は大いそがし! 学校ふしぎ案内・あらしを呼ぶ二学期 福音館創作童話シリーズ 富安陽子:作 福音館書店
な 5048 0000012799 なのはなおつきさん 生源寺美子:作 ひくまの出版
な 5049 0000013201 なのはなおつきさん ひくまの出版幼年絵本シリーズ 生源寺美子:作 ひくまの出版
な 5050 0000128777 ナポレオン ベートーベン
な 5051 0000207969 なまえのないねこ 竹下文子:文 小峰書店
な 5052 0000182154 なまくらトック 愛蔵版おはなしのろうそく 2 東京子ども図書館:編 東京子ども図書館
な 5053 0000025221 生麦生米生卵 声にだすことばえほん 長谷川義史:作 ほるぷ出版
な 5054 0000032581 なみだがぴちょん いとうゆみこ:著 ホーム社
な 5055 0000016436 なみだでくずれた万里の長城 中国の民話 唐亜明:文 岩波書店
な 5056 0000150169 なみだの穴 Green Books まはら三桃:作 小峰書店
な 5057 0000029850 なみだひっこんでろ おはなしトントン ３３ 岩瀬成子:作 岩崎書店
な 5058 0000033670 なみだめネズミイグナートのぼうけん 乙一:さく 集英社
な 5059 0000171892 なみにきをつけて、シャーリー ジョン・バーニンガム:さく ほるぷ出版
な 5060 0000016022 なむチンカラトラヤーヤ 日本みんわ絵本 多田ちとせ:ぶん ほるぷ出版
な 5061 0000172999 なめとこ山の熊 宮沢賢治 偕成社
な 5062 0000050054 なめとこ山の熊 日本の童話名作選 宮沢賢治:作 偕成社
な 5063 0000126888 悩める刑事 現代ミステリー短編集 9 森博嗣:著 岩崎書店
な 5064 0000188250 なるほど!おもしろ漢字ルーツ図鑑 高井ジロル:著 合同出版



児童書（書名による五十音リスト）

な 5065 0000028357 なるほどかしこい世界のとんち話 特装版どきどきわくわくシリーズ ８ 牧杜子尾:文 学研
な 5066 0000145177 なるほどかしこい日本のとんち話 特装版どきどきわくわくシリーズ 7 富田博之:文 学研
な 5067 0000054411 なるほどナットク“自然現象” 4 渡部潤一:監修 学研
な 5068 0000187757 なるほどわかったコンピューターとプログラミング ロージー・ディキンズ:文 ひさかたチャイルド
な 5069 0000012021 なわとびしましょ 学研おはなし絵本 長谷川義史:〔作〕 学研
な 5070 0000031385 南極のペンギン王国 マジック・ツリーハウス ２６ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
な 5071 0000015230 なんげえはなしっこしかへがな 北彰介:文 銀河社
な 5072 0000190835 ナンシー探偵事務所 呪いの幽霊屋敷 小路すず:作 岩崎書店
な 5073 0000155929 南総里見八犬伝 1 滝沢馬琴:原作 偕成社
な 5074 0000133132 南総里見八犬伝 2 滝沢馬琴:原作 偕成社
な 5075 0000133157 南総里見八犬伝 3 滝沢馬琴:原作 偕成社
な 5076 0000133165 南総里見八犬伝 4 滝沢馬琴:原作 偕成社
な 5077 0000040485 南総里見八犬伝 八人の勇士とふしぎな玉 はじめてであう日本の古典 １５ 長崎源之助:編 小峰書店
な 5078 0000030775 なんだかんだ名探偵 杉山亮:作 偕成社
な 5079 0000063909 なんて よぶの? まつのまさこえのもとかなこ
な 5080 0000016568 ナンとジョー先生 若草物語 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
な 5081 0000067751 なんのぎょうれつ？ 絵本・いつでもいっしょ ３１ オームラトモコ:作 ポプラ社
な 5082 0000133025 なんやななちゃん なきべそしゅんちゃん 文研の創作えどうわ 12 灰谷健次郎:作 文研出版
に 5083 0000051979 新島八重 幕末、明治をかけぬけたハンサム・ウーマン 集英社版・学習漫画 柊ゆたか:漫画 集英社
に 5084 0000170902 新津春子。世界一のおそうじマイスター! ノンフィクション・生きるチカラ 22 若月としこ:著 岩崎書店
に 5085 0000005967 ニーナはおちびさん ジャック・ケント:さく 好学社
に 5086 0000125138 におうとどっこい 泉さち子:文 教育画劇
に 5087 0000016196 にぎりめしごろごろ こどものとも傑作集 ９８ 小林輝子:再話 福音館書店
に 5088 0000136440 肉牛の絵本 そだててあそぼう 64 うえだたかみち:へん 農山漁村文化協会
に 5089 0000009233 にぐるま　ひいて ドナルド・ホール:ぶん ほるぷ出版
に 5090 0000010439 にくをおとしたイヌ 読みきかせ・イソップ名作えほん イソップ:〔原作〕 教育画劇
に 5091 0000016428 にげだしたおにばんば 日本みんわ絵本 中村博:ぶん ほるぷ出版
に 5092 0000009902 にげだしたかたやきパン イギリスの昔話より 世界名作えほんライブラリー １３ 間所ひさこ:文 フレーベル館
に 5093 0000138263 にげだしたパンがし イギリス民話より ノッポさんのえほん 4 高見のっぽ:文 世界文化社
に 5094 0000149641 にげだせ!ジョニーあくまのけいむしょ わくわくキッズブック 22 小栗かずまた:さく・え 集英社
に 5095 0000025049 にげだせ！ジョニーちょうのうりょくけいむしょ わくわくキッズブック ２５ 小栗かずまた:さく・え 集英社
に 5096 0000006296 にこにこけんちゃん けんちゃんえほん ２ くろいけん:さく・え あかね書房
に 5097 0000003806 ニコラサウロのあしたはやるぞ えほん・ハートランド ９ グラツィアーノ・ヴィターレ:作・絵 岩崎書店
に 5098 0000147637 にこりん村のふしぎな郵便 童話のすけっちぶっく 13 茂市久美子:作 ポプラ社
に 5099 0000170126 虹色のコーラス リュイス・プラッツ:著 西村書店東京出版編集部
に 5100 0000014423 にじいろのさかな 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社
に 5101 0000014431 にじいろのさかな 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社



児童書（書名による五十音リスト）

に 5102 0000014415 にじいろのさかなしましまをたすける！ 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社
に 5103 0000014464 にじいろのさかなとおおくじら 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社
に 5104 0000006494 にじいろのしまうま こやま峰子:作 金の星社
に 5105 0000041996 二十年前のサンマの化石 新選・子どもの文学 １４ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
に 5106 0000030106 にせもののかぎばあさん あたらしい創作童話 ２１ 手島悠介:作 岩崎書店
に 5107 0000038539 二代目魔女のハーブティー ポプラ物語館 ９ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
に 5108 0000168849 日曜日の小さな大ぼうけん 愛川美也:作 ＢＬ出版
に 5109 0000039578 日曜日のやくそく 新選・子どもの文学 １ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
に 5110 0000055202 にっこりおいしい大作戦 おはなしガーデン ２６ あんびるやすこ:著 岩崎書店
に 5111 0000172783 日食・月食のひみつ おいしいお月見 もっとたのしく夜空の話 関口シュン:絵・文 子どもの未来社
に 5112 0000135897 にっぽんちず絵本 こどもがはじめてであう とだこうしろう:作・絵 戸田デザイン研究室
に 5113 0000124578 二度と 平和かみしばい 松井エイコ:脚本・絵 童心社
に 5114 0000178384 二日月 ホップステップキッズ! 28 いとうみく:作 そうえん社
に 5115 0000037671 荷抜け 岡崎ひでたか:著 新日本出版社
に 5116 0000098244 煮干しの解剖教室 オリジナル入門シリーズ 6 小林眞理子:文 仮説社
に 5117 0000171249 日本一のかんのんさま 酒井祥二
に 5118 0000053686 日本恐竜図鑑 絵本図鑑シリーズ 9 ヒサクニヒコ:文・絵 岩崎書店
に 5119 0000130914 にほんごにこにこ まどさんの詩の本 まどみちお:著 理論社
に 5120 0000047639 日本人いのちと健康の歴史 2 農山漁村文化協会
に 5121 0000047761 日本人いのちと健康の歴史 3 農山漁村文化協会
に 5122 0000177493 日本全国鉄道めいろ 地図をおぼえよう! 1 恵知仁:作 汐文社
に 5123 0000177501 日本全国鉄道めいろ 地図をおぼえよう! 2 恵知仁:作 汐文社
に 5124 0000177519 日本全国鉄道めいろ 地図をおぼえよう! 3 恵知仁:作 汐文社
に 5125 0000017830 日本地図めいろ 横山験也:著 ほるぷ出版
に 5126 0000165647 日本の恐ろしい話 民話と伝説呪いの巻物 １１ 須知徳平:編著 偕成社
に 5127 0000013805 二ほんのかきのき 《こどものとも》傑作集 １６ 熊谷元一:さく・え 福音館書店
に 5128 0000008128 日本の神話 松谷みよ子:文 のら書店
に 5129 0000045534 日本の神話 講談社青い鳥文庫 165-1 与田凖一:編・訳 講談社
に 5130 0000182766 日本の神話 第1巻 赤羽末吉:絵 あかね書房
に 5131 0000182774 日本の神話 第2巻 赤羽末吉:絵 あかね書房
に 5132 0000182782 日本の神話 第3巻 赤羽末吉:絵 あかね書房
に 5133 0000182790 日本の神話 第4巻 赤羽末吉:絵 あかね書房
に 5134 0000182808 日本の神話 第5巻 赤羽末吉:絵 あかね書房
に 5135 0000182816 日本の神話 第6巻 赤羽末吉:絵 あかね書房
に 5136 0000185124 日本の神話 第6巻 赤羽末吉:絵 あかね書房
に 5137 0000043463 日本の生活道具百科 イラストで見るモノのうつりかわり １ 中林啓治:イラストレーション 河出書房新社
に 5138 0000043471 日本の生活道具百科 イラストで見るモノのうつりかわり ２ 中林啓治:イラストレーション 河出書房新社



児童書（書名による五十音リスト）

に 5139 0000052449 日本の生活道具百科 イラストで見るモノのうつりかわり 3 中林啓治:イラストレーション 河出書房新社
に 5140 0000048363 日本の生活道具百科 イラストで見るモノのうつりかわり ４ 中林啓治:イラストレーション 河出書房新社
に 5141 0000046839 日本の生活道具百科 イラストで見るモノのうつりかわり ５ 中林啓治:イラストレーション 河出書房新社
に 5142 0000044073 日本の年中行事百科 民具で見る日本人のくらしＱ＆Ａ １ 河出書房新社
に 5143 0000044040 日本の年中行事百科 民具で見る日本人のくらしＱ＆Ａ ２ 河出書房新社
に 5144 0000043620 日本の年中行事百科 民具で見る日本人のくらしQ&A 3 岩井宏実:監修 河出書房新社
に 5145 0000044032 日本の年中行事百科 民具で見る日本人のくらしＱ＆Ａ ４ 河出書房新社
に 5146 0000043604 日本の年中行事百科 民具で見る日本人のくらしQ&A 5 岩井宏実:監修 河出書房新社
に 5147 0000009654 日本のむかしばなし 瀬田貞二:文 のら書店
に 5148 0000051425 日本の昔話 1 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5149 0000182410 日本の昔話 1 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5150 0000051433 日本の昔話 2 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5151 0000182428 日本の昔話 2 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5152 0000051383 日本の昔話 3 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5153 0000182436 日本の昔話 3 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5154 0000135111 日本のむかし話 3年生 学年別おはなし文庫 大木雄二:編著 偕成社
に 5155 0000051375 日本の昔話 4 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5156 0000182444 日本の昔話 4 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5157 0000051334 日本の昔話 5 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5158 0000182451 日本の昔話 5 おざわとしお:再話 福音館書店
に 5159 0000148643 日本の昔話 読みきかせお話集 1 一日一話 西本鶏介:著 小学館
に 5160 0000015396 日本の昔話 読みきかせお話集 ２ 一日一話 西本鶏介:著 小学館
に 5161 0000135269 日本のゆかいな話 日本むかし話・ふしぎシリーズ 5 小学館
に 5162 0000186817 日本の妖怪をさがせ! びっくり迷宮博物館 グループ・コロンブス:編 WAVE出版
に 5163 0000053959 日本の歴史 見る・読む・わかる 5 朝日新聞社
に 5164 0000048975 日本の歴史人物事典 小学館版・学習まんが 小学館
に 5165 0000094714 日本の歴史年表事典 小学館版・学習まんが 小学館
に 5166 0000187658 日本文学全集 05 池澤夏樹:個人編集 河出書房新社
に 5167 0000014761 日本むかしばなし １ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
に 5168 0000014845 日本むかしばなし ２ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
に 5169 0000014852 日本むかしばなし ３ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
に 5170 0000016295 日本むかしばなし 上 ２１世紀幼稚園百科 ２４ 西本鶏介:文 小学館
に 5171 0000006809 にゃんこおうじ いもとようこ:作絵 金の星社
に 5172 0000035618 にゃんにゃん探偵団 杉山亮:作 偕成社
に 5173 0000050567 乳牛とともに 酪農家三友盛行 農家になろう 1 みやこうせい:写真 農山漁村文化協会
に 5174 0000045609 ニューヨークのネズミ10万ドル大作戦 新・文学の扉 6 Ｔ・シードラー:作 金の星社
に 5175 0000188409 にょっ! ぴっかぴかえほん ザ・キャビンカンパニー:作 小学館



児童書（書名による五十音リスト）

に 5176 0000024976 にょろへびやのへびんくん えほんのぼうけん ４ すとうあさえ:作 岩崎書店
に 5177 0000177949 ニレの木広場のモモモ館 ノベルズ・エクスプレス 30 高楼方子:作 ポプラ社
に 5178 0000013458 にわとりちゃんとこぎつねくん ブリギッテの愛のおはなし ブリギッテ・シジャンスキー:文 瑞雲舎
に 5179 0000000018 にわとりとたまご イエラ・マリ:さく ほるぷ出版
に 5180 0000188540 庭に咲く花えほん 前田まゆみ:作 あすなろ書房
に 5181 0000137695 にんきもののねがい にんきものの本 2 森絵都:文 童心社
に 5182 0000145425 にんきもののひけつ にんきものの本 １ 森絵都:文 童心社
に 5183 0000015156 人魚姫 ハンス・クリスチャン・アンデルセン:げんさく ほるぷ出版
に 5184 0000038877 にんぎょひめ アンデルセン:作 偕成社
に 5185 0000023804 にんぎょひめ 学研・ひとりよみ名作 ７ アンデルセン:さく 学研
に 5186 0000186577 人間 いのちの歴史 小学館の図鑑NEO 13 松村譲児:〔ほか〕指導・執筆 小学館
に 5187 0000045237 人間が地雷をすてる日 ノンフィクション・ワールド 柳瀬房子:著 大日本図書
に 5188 0000167544 にんげんごみばこ のぶみ:作 えほんの杜
に 5189 0000021477 にんげんになったニクマンジュウ 長新太:作 絵本館
に 5190 0000000109 にんじゃごろべえ うみへいくぱっ！ げんきわくわくえほん ２９ 矢崎節夫:作 フレーベル館
に 5191 0000019794 忍者サノスケじいさん ２ なすだみのる:作 ひくまの出版
に 5192 0000024968 忍者サノスケじいさん 忍法秘伝の書 ひくまの出版幼年どうわ なすだみのる:作 ひくまの出版
に 5193 0000020255 忍者サノスケじいさん・モンゴルへいく なすだみのる:作 ひくまの出版
に 5194 0000024950 忍者サノスケじいさん病院へいく 忍者サノスケじいさん　４ ひくまの出版幼年どうわ なすだみのる:作 ひくまの出版
に 5195 0000014969 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 ２ なすだみのる:作 ひくまの出版
に 5196 0000095539 にんじゃざむらいガムチョコバナナ エビフライてんぐのまき 原ゆたか:さく・え ＫＡＤＯＫＡＷＡ
に 5197 0000133074 忍術・手品のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 7 学研
に 5198 0000051078 にんじん アイドルブックス 30 ジュール・ルナール:作 ポプラ社
に 5199 0000014605 にんじんとごぼうとだいこん 日本民話 たんぽぽえほんシリーズ 和歌山静子:絵 鈴木出版
に 5200 0000014985 にんじんばたけのパピプペポ かこさとしおはなしのほん ８ かこさとし:絵と文 偕成社
に 5201 0000019661 忍たま乱太郎 あたらしいいいんの段 ポプラ社の新・小さな童話 ２１３ 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5202 0000155770 忍たま乱太郎 あひるさんをとりかえせ!の段 ポプラ社の新・小さな童話 136 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5203 0000019638 忍たま乱太郎 きけんなアルバイトの段 ポプラ社の新・小さな童話 ２３２ 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5204 0000019646 忍たま乱太郎 こわーいだんごやの段 ポプラ社の新・小さな童話 １２２ 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5205 0000019620 忍たま乱太郎 ざっとこんなもんの段 ポプラ社の新・小さな童話 ２４２ 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5206 0000019653 忍たま乱太郎 にんじゅつ学園となぞの女の段 ポプラ社の新・小さな童話 ２８５ 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5207 0000169466 忍たま乱太郎 にんじゅつ学園にゅうがくの段 ポプラ社の新・小さな童話 87 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5208 0000025544 忍たま乱太郎 へんなドクたまの段 ポプラ社の新・小さな童話 ２３９ 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5209 0000019612 忍たま乱太郎 豆をうつすならいの段 ポプラ社の新・小さな童話 ２８１ 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5210 0000158212 忍たま乱太郎めいろ・えさがし ひみつのおつかいのまき 尼子騒兵衛:原作 ポプラ社
に 5211 0000091793 ニンニンジャーかぞく 講談社の創作絵本 のぶみ:さく 講談社
ぬ 5212 0000012112 ぬ～くぬく わくわくたべものおはなしえほん ２ 飯野和好:さく 農山漁村文化協会



児童書（書名による五十音リスト）

ぬ 5213 0000144006 ぬい針だんなとまち針おくさん 福音館創作童話シリーズ 土橋悦子:さく 福音館書店
ぬ 5214 0000125120 ぬすびととこひつじ ほのぼの新美南吉ランド 新美南吉:原作 童心社
ぬ 5215 0000137877 盗まれたあした ミステリー・BOOKS たからしげる:作 小峰書店
ぬ 5216 0000042689 盗まれた記憶の博物館 下 ラルフ・イーザウ:著 あすなろ書房
ぬ 5217 0000042671 盗まれた記憶の博物館 上 ラルフ・イーザウ:著 あすなろ書房
ぬ 5218 0000136390 ぬすまれた月 レインボーえほん 3 和田誠:作・絵 岩崎書店
ぬ 5219 0000124529 ぬまのぬしからのてがみ 日本の妖怪ぞろ～り 望月新三郎:脚本 童心社
ね 5220 0000010298 ね,うし,とら……十二支のはなし 中国民話より ドロシー・バン・ウォアコム:ぶん ほるぷ出版
ね 5221 0000128033 ネイチュア・フィーリング からだの不自由な人たちとの自然観察 フィールドガイドシリーズ ４ 日本自然保護協会:編集・監修 平凡社
ね 5222 0000008235 ねえ、どれがいい？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジョン・バーニンガム:さく 評論社
ね 5223 0000001503 ねぇ、わたしのことすき？ カール・ノラック:ぶん ほるぷ出版
ね 5224 0000188524 ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ:文 あすなろ書房
ね 5225 0000006379 ねえだっこして 竹下文子:文 金の星社
ね 5226 0000016659 ねえとうさん 佐野洋子:作 小学館
ね 5227 0000055830 願いがかなう！ドリームキャッチ占い ヤングセレクション マイバースデイ編集部:編 実業之日本社
ね 5228 0000136853 ネギの絵本 そだててあそぼう 57 こじまあきお:へん 農山漁村文化協会
ね 5229 0000018093 ねぎぼうずのあさたろう その１ 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好:作 福音館書店
ね 5230 0000018085 ねぎぼうずのあさたろう その２ 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好:作 福音館書店
ね 5231 0000138057 ねぎぼうずのあさたろう その4 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好:作 福音館書店
ね 5232 0000019919 ねぎぼうずのあさたろう その６ 日本傑作絵本シリーズ 飯野和好:作 福音館書店
ね 5233 0000063636 ねこがいっぱい 福音館　あかちゃんの絵本 グレース・スカール:さく 福音館書店
ね 5234 0000207407 猫君 畠中恵:著 集英社
ね 5235 0000011510 ねこくんとあかいひこうき のりものえほん ３ 渡辺有一:作絵 教育画劇
ね 5236 0000012088 ねこざかな わたなべゆういち:作・絵 フレーベル館
ね 5237 0000029710 ネコジャラシはらっぱのモグラより くもんの幼年童話シリーズ ２０ 吉田道子:作 くもん出版
ね 5238 0000072520 ねこたち町 おはなしさいた ５ わしおとしこ:文 アリス館
ね 5239 0000003137 ねこちゃんのしゃっくり ぴょんぴょんえほん 3 角野栄子:ぶん ポプラ社
ね 5240 0000001958 ねこちゃんのしゃっくり ぴょんぴょんえほん 3 角野栄子:ぶん ポプラ社
ね 5241 0000187054 ねこと王さま ニック・シャラット:作・絵 徳間書店
ね 5242 0000030239 ねこと友だち いとうひろし:さく 徳間書店
ね 5243 0000022673 ねこのオーランドー農場をかう キャスリーン・ヘイル:作・画 童話館出版
ね 5244 0000018796 ねこのゴンサ 絵本・いつでもいっしょ ２５ 石倉欣二:作・絵 ポプラ社
ね 5245 0000007690 ねこのジョン なかえよしを:作 金の星社
ね 5246 0000045682 ネコのタクシー 福音館創作童話シリーズ 南部和也:さく 福音館書店
ね 5247 0000006247 ねこのティンカ ピエール・コラン:文 ひくまの出版
ね 5248 0000025122 ねこのなまえ いとうひろし:作 徳間書店
ね 5249 0000054254 ねこの本 はじめての発見 17 パスカル・ド・ブルゴアン:原案・制作 岳陽舎



児童書（書名による五十音リスト）

ね 5250 0000188227 ねこの町のホテルプチモンド ハロウィンとかぼちゃの馬車 わくわくライブラリー 小手鞠るい:作 講談社
ね 5251 0000188177 ねこの町の本屋さん ゆうやけ図書館のなぞ わくわくライブラリー 小手鞠るい:作 講談社
ね 5252 0000207951 ねこはるすばん 町田尚子:作 ほるぷ出版
ね 5253 0000035915 ネコひげアンテナ 屋島みどり:作 ＢＬ出版
ね 5254 0000187807 ネコ魔女見習いミルク 1 ポーラ・ハリソン:作 小学館
ね 5255 0000187815 ネコ魔女見習いミルク 2 ポーラ・ハリソン:作 小学館
ね 5256 0000187823 ネコ魔女見習いミルク 3 ポーラ・ハリソン:作 小学館
ね 5257 0000184234 ねこまつりのしょうたいじょう いとうみく:作 金の星社
ね 5258 0000136291 ねこまの月船 PHP創作シリーズ 横山充男:作 ＰＨＰ研究所
ね 5259 0000124198 ねずみきょう 日本民話かみしばい選 武士田忠:脚本 童心社
ね 5260 0000005918 ねずみくんとシーソー ねずみくんの絵本 ２３ なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5261 0000008185 ねずみくんとブランコ ねずみくんの絵本 １１ なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5262 0000012955 ねずみくんとゆきだるま ねずみくんの絵本 １５ なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5263 0000029702 ねずみくんとゆきだるま ねずみくんの絵本 １５ なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5264 0000002220 ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 １ なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5265 0000008201 ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 １ なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5266 0000181347 ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 1 なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5267 0000002212 ねずみくんのプレゼント ねずみくんの絵本 20 なかえよしを:作 ポプラ社
ね 5268 0000088062 ねずみさんのおかいもの 多田ヒロシ:作 こぐま社
ね 5269 0000002261 ねずみさんのながいパン 多田ヒロシ:作 こぐま社
ね 5270 0000012526 ねずみじょうど こどものとも傑作集 ６ 瀬田貞二:再話 福音館書店
ね 5271 0000008870 ねずみちゃんとりすちゃん おしゃべりの巻 学研おはなし絵本 どいかや:〔作〕 学研
ね 5272 0000012625 ねずみちゃんとりすちゃん なかよしの巻 学研おはなし絵本 どいかや:〔作〕 学研
ね 5273 0000010488 ねずみのいもほり 山下明生:作 ひさかたチャイルド
ね 5274 0000004465 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本四郎:作・絵 ひさかたチャイルド
ね 5275 0000007476 ねずみのおいしゃさま こどものとも傑作集 50 なかがわまさふみ:さく 福音館書店
ね 5276 0000005124 ねずみのさかなつり 山下明生:作 ひさかたチャイルド
ね 5277 0000012229 ねずみのすもう アニメむかしむかし絵本 １０ 谷真介:文 ポプラ社
ね 5278 0000010603 ねずみのすもう 子どもがはじめてであう民話 ５ 大川悦生:作 ポプラ社
ね 5279 0000014530 ねずみのすもう 日本みんわ絵本 樋口淳:ぶん ほるぷ出版
ね 5280 0000003590 ねずみのでんしゃ 山下明生:作 ひさかたチャイルド
ね 5281 0000015537 ねずみのフィリップサーカスのゆめをみる ハビー・ファン・エメリフ:文・絵 西村書店
ね 5282 0000005652 ねずみのマーリック ピエール・コラン:文 ひくまの出版
ね 5283 0000146563 ねずみのよめいり 福島のり子:文 教育画劇
ね 5284 0000015685 ねずみのよめいり 学研・ひとりよみ名作 ９ ふじもとしろう:ぶん・え 学研
ね 5285 0000010967 ネズミのよめいり 十二支むかしむかしシリーズ 子 谷真介:文 佼成出版社
ね 5286 0000025718 ネッシーのおむこさん 新・創作えぶんこ 角野栄子:著 金の星社



児童書（書名による五十音リスト）

ね 5287 0000145409 ねているときがいちばんしあわせ! ナマケモノネムタのたび ママとパパとわたしの本 7 井上ヒサト:さく・え ポプラ社
ね 5288 0000009225 ねないこだれだ いやだいやだの絵本 4 せなけいこ:さく・え 福音館書店
ね 5289 0000042101 ねぼすけ時計 新選・子どもの文学 5 日本児童文学者協会:編 小峰書店
ね 5290 0000013680 ねむいねむいおはなし ユリ・シュルヴィッツ:さく あすなろ書房
ね 5291 0000005371 ねむいねむいねずみ ＰＨＰおはなしプレゼント ささきまき:作・絵 ＰＨＰ研究所
ね 5292 0000049429 ねむいねむいねずみとおばけたち わたしのえほん 佐々木マキ:〔作〕 ＰＨＰ研究所
ね 5293 0000005363 ねむいねむいねずみとなきむしぼうや わたしのえほん ７ 佐々木マキ:作・絵 ＰＨＰ研究所
ね 5294 0000186049 ねむいねむいねずみのあまやどり 佐々木マキ
ね 5295 0000186031 ねむいねむいねずみのクリスマス 佐々木マキ
ね 5296 0000004291 ねむいねむいねずみは おなかがすいた わたしのえほん 1 ささきまき:作・絵 ＰＨＰ研究所
ね 5297 0000003798 ねむっちゃだめだよかえるくん わたしのえほん １５ 塩田守男:え ＰＨＰ研究所
ね 5298 0000012187 ねむっちゃだめだよかえるくん わたしのえほん 15 塩田守男:え ＰＨＰ研究所
ね 5299 0000013193 ねむれないしろくまくん デビ・グリオリ:作 ほるぷ出版
ね 5300 0000038653 ねむれない夜 事件ハンターマリモ きむらゆういち:作 金の星社
ね 5301 0000036137 眠れる森の美女 ディズニーアニメ小説版 ８ 〔シャルル・ペロー:原作〕 偕成社
ね 5302 0000013177 ねんころりん ジョン・バーニンガム:さく ほるぷ出版
ね 5303 0000163550 年中行事記念日365日のひみつ 学研プラス
ね 5304 0000002634 ねんどろん 講談社の創作絵本 荒井良二:著 講談社
ね 5305 0000063768 ねんね ねんね ひろの　たかこ
の 5306 0000027680 のいちごケーキのたんじょうび おはなしボンボン ２２ ほりなおこ:作 ポプラ社
の 5307 0000137893 ノウサギの選択 児童図書館・文学の部屋 デニス・ハムリー:作 評論社
の 5308 0000135681 脳とからだを育てる運動 1 正木健雄:監修 童心社
の 5309 0000131821 農は過去と未来をつなぐ 田んぼから考えたこと 岩波ジュニア新書 ６６２ 宇根豊:著 岩波書店
の 5310 0000053298 ノーダリニッチ島K・スギャーマ博士の植物図鑑 Ｋ・スギャーマ:作 絵本館
の 5311 0000131227 ノートルダムの鐘 ディズニーアニメ小説版 ２ 〔ユーゴー:原作〕 偕成社
の 5312 0000148718 ノガモのうた 世界みんわ絵本 アメリカ 木島始:文 ほるぷ出版
の 5313 0000051235 野菊の墓 アイドルブックス 8 伊藤左千夫:〔著〕 ポプラ社
の 5314 0000051128 野菊の墓 アイドルブックス 8 伊藤左千夫:〔著〕 ポプラ社
の 5315 0000051698 野菊の墓 アニメ日本の名作 2 伊藤左千夫:原作 金の星社
の 5316 0000051706 野口英世 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 １ 浜野卓也:文 ポプラ社
の 5317 0000018143 野口英世 歴史春秋社児童文庫 大石邦子:文 歴史春秋社
の 5318 0000062562 のせてのせて 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
の 5319 0000062414 のせてのせて 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
の 5320 0000124347 のっぺらぼう 日本民話かみしばい選 渋谷勲:脚本 童心社
の 5321 0000003848 のでのでので こどものとも傑作集 ９５ 五味太郎:〔作〕 福音館書店
の 5322 0000099911 のにっき 野日記 近藤薫美子:著 アリス館
の 5323 0000125112 のねずみチッポのクリスマス 四季の行事シリーズ 宮西いづみ:作 教育画劇



児童書（書名による五十音リスト）

の 5324 0000138503 野の草花 福音館のかがくのほん 古矢一穂:ぶん 福音館書店
の 5325 0000161877 ののちゃんのママごっこ ひがしあきこ:作・絵 くもん出版
の 5326 0000124636 のばら 紙しばい名作選 小川未明:原作 童心社
の 5327 0000125328 のばら 平和かみしばい 小川未明:原作 童心社
の 5328 0000007096 のはらの　ひなまつり えほん・こどもの四季 神沢利子:作 金の星社
の 5329 0000047589 野焼きでつくるやきもの シリーズ子どもとつくる 11 大河内信雄:著 大月書店
の 5330 0000049445 野や山にすむ動物たち 日本の哺乳類 絵本図鑑シリーズ 10 藪内正幸:作 岩崎書店
の 5331 0000058172 のら犬ティナと4匹の子ども 覚えていますか?耳を切られた子犬たちの事件 関朝之:作 ハート出版
の 5332 0000029835 のらカメさんた おはなしだいすき のむらかずあき:作 小峰書店
の 5333 0000058230 のら犬物語 戸川幸夫:作 金の星社
の 5334 0000148387 野良猫アカトラ かねたかずえ 歴史春秋出版株式会社
の 5335 0000151407 野良猫アカトラ かねたかずえ:文 歴史春秋出版
の 5336 0000030437 のらねこソクラテス おはなしの部屋 ５ 山口タオ:作 岩崎書店
の 5337 0000064097 のりたいな みやまつともみ
の 5338 0000064469 のりもの Ｂａｂｙ　ｂｏｏｋｓ たしろたく:作 偕成社
の 5339 0000188656 のりもの アラン・グレのABCえほん 4 アラン・グレ:作 あすなろ書房
の 5340 0000186635 乗りもの 鉄道・自動車・飛行機・船 小学館の図鑑NEO 14 レイルウェイ・ピクチャーズ:監修・指導 小学館
の 5341 0000149567 乗り物の迷路 車、電車から船、飛行機まで 香川元太郎:作・絵 ＰＨＰ研究所
の 5342 0000019380 のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 「生きてます、１５歳。」より 井上美由紀:文 ポプラ社
の 5343 0000044842 呪いのファッション マジカル少女レイナ 2 石崎洋司:作 岩崎書店
の 5344 0000040683 呪いの魔法人形 世界こわい話ふしぎな話傑作集 3 イギリス編 ブラックウッド:ほか原作 金の星社
の 5345 0000009084 呪いのレストラン 怪談レストラン １２ かとうくみこ:絵 童心社
の 5346 0000151134 呪いのレストラン 怪談レストラン 12 かとうくみこ:絵 童心社
の 5347 0000012484 のろまなローラー こどものとも傑作集 34 小出正吾:さく 福音館書店
の 5348 0000148254 のろわれた携帯メール 平成うわさの怪談 3 木暮正夫:編 岩崎書店
の 5349 0000049387 のろわれたコインゲーム 平成うわさの怪談 13 木暮正夫:編 岩崎書店
の 5350 0000006270 のんきなかりゅうど マザー・グースのうた スーザン・ジェファース:さく アリス館
の 5351 0000001529 ノンタン！サンタクロースだよ ノンタンあそぼうよ ７ キヨノサチコ:作絵 偕成社
の 5352 0000016873 ノンタン・タータンあそび図鑑 キヨノサチコ:作絵 偕成社
の 5353 0000000380 ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう ノンタンあそぼうよ ８ キヨノサチコ:作絵 偕成社
の 5354 0000000265 ノンタンいもうといいな ノンタンあそぼうよ １６ キヨノサチコ:作・絵 偕成社
の 5355 0000000398 ノンタンおねしょでしょん ノンタンあそぼうよ ６ キヨノサチコ:作絵 偕成社
の 5356 0000001560 ノンタンおばけむらめいろ ノンタンあそぼうよ １４ キヨノサチコ:作絵 偕成社
の 5357 0000004044 ノンタンおやすみなさい ノンタンあそぼうよ ２ キヨノサチコ:作絵 偕成社
の 5358 0000144030 ノンタンほわほわほわわ ノンタンあそぼうよ 5 おおともやすおみ:作絵 偕成社
の 5359 0000019521 のんちゃん えほん・こどもとともに ただのゆみこ:さく 小峰書店
の 5360 0000134205 ノンちゃん雲に乗る 創作童話シリーズ 石井桃子:著 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

の 5361 0000004457 のんびり森のぞうさん えほん・ハートランド １３ かわきたりょうじ:作 岩崎書店
の 5362 0000182691 野に出た小人たち 岩波少年文庫 063 メアリー・ノートン:作 岩波書店
は 5363 0000016998 ば,い,お,り,ん 横田明子:作 ＢＬ出版
は 5364 0000062695 は～い タッチ
は 5365 0000127050 バアちゃんと、とびっきりの三日間 スプラッシュ・ストーリーズ 5 三輪裕子:作 あかね書房
は 5366 0000066100 ばあちゃんの笑顔をわすれない 介護を仕事にえらんだ青年 イワサキ・ノンフィクション 2 今西乃子:著 岩崎書店
は 5367 0000025254 ばあちゃんのおなか かさいまり:文 教育画劇
は 5368 0000183939 ばあばは、だいじょうぶ 絵本・ちいさななかまたち 楠章子:作 童心社
は 5369 0000020602 バーバパパのＡＢＣ バーバパパ・知識のえほん １ アネット＝チゾン:さく 講談社
は 5370 0000026336 バーバパパのかずのほん バーバパパ・知識のえほん ３ アネット＝チゾン:さく 講談社
は 5371 0000172163 ハーブ魔女とふしぎなかぎ ポプラ物語館 77 あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
は 5372 0000034801 ハーブ魔女のふしぎなレシピ ポプラ物語館 ３ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
は 5373 0000136994 ハーメルンのふえふきおとこ ドイツの伝説より 世界名作えほんライブラリー 15 末吉暁子:文 フレーベル館
は 5374 0000048686 バーンスタイン 「ウエストサイド物語」の作曲者 伝記世界の作曲家 １１ デイビッド・ウィルキンズ:著 偕成社
は 5375 0000005553 はい、このひとがママです! ダイアン・グッド:作 文化出版局
は 5376 0000011775 はいいろこくのはいいろひめさま ささきまき:作 絵本館
は 5377 0000037697 灰色の地平線のかなたに ルータ・セペティス:作 岩波書店
は 5378 0000012716 はいいろひめさまかぞえうた 佐々木マキ:作 絵本館
は 5379 0000186007 バイオロギングで新発見! 動物たちの謎を追え 中野富美子:構成・文 あかね書房
は 5380 0000131748 バイキングのハーコン
は 5381 0000014258 はいけい、たべちゃうぞ 福島サトル:作 ＢＬ出版
は 5382 0000138297 ハイジ 下 岩波少年文庫 107 ヨハンナ・シュピリ:作 岩波書店
は 5383 0000138339 ハイジ 上 岩波少年文庫 106 ヨハンナ・シュピリ:作 岩波書店
は 5384 0000182600 ハイジ 福音館古典童話シリーズ 13 Ｊ・シュピーリ:作 福音館書店
は 5385 0000009035 はいっちゃだめ！ 大型絵本 マイケル・ローゼン:文 岩波書店
は 5386 0000036582 ハイテクで解く縄文の謎 ノンフィクション・ワールド 岩田一平:著 大日本図書
は 5387 0000064634 ばいばい まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ:作・絵 偕成社
は 5388 0000005546 ばいばいようちゃん やましたはるお:ぶん 童心社
は 5389 0000145813 ばいばいようちゃん やましたはるお:ぶん 童心社
は 5390 0000032391 パイレーツスクール 1 ブライアン・ジェームズ:作 ポプラ社
は 5391 0000148510 パイレーツスクール 3 ブライアン・ジェームズ:作 ポプラ社
は 5392 0000183327 パイレーツスクール 4 ブライアン・ジェームズ:作 ポプラ社
は 5393 0000158246 ハエが夜をねらう! 海外SFミステリー傑作選 15 Ｊ・ブリュース:原作 国土社
は 5394 0000095109 パオズになったおひなさま 佐和みずえ:著 くもん出版
は 5395 0000000844 パオちゃんのでんしゃごっこ なかがわみちこ:さく・え ＰＨＰ研究所
は 5396 0000125286 ばかされギツネ ギャハハ!おなかがよじれる爆笑民話 菊地ただし:文 教育画劇
は 5397 0000188581 はがぬけた に～ フィリケえつこ:作 あすなろ書房



児童書（書名による五十音リスト）

は 5398 0000025486 歯がぬけた わたしのえほん 中川ひろたか:作 ＰＨＰ研究所
は 5399 0000124206 はかばへいくむすめ ブルっとふるえる!こわい日本の民話 にへいたもつ:文 教育画劇
は 5400 0000055574 墓場レストラン 怪談レストラン ９ かとうくみこ:絵 童心社
は 5401 0000156372 墓場レストラン 怪談レストラン 9 かとうくみこ:絵 童心社
は 5402 0000016246 はかまだれ ひくまの出版幼年絵本シリーズ 舟崎克彦:作 ひくまの出版
は 5403 0000029314 ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ 薫くみこ:さく 佼成出版社
は 5404 0000001230 ばく・くくく 五味太郎:作 絵本館
は 5405 0000008490 ハグくまさん 人生を希望に変えるニコラスの絵本 ニコラス・オールドランド:作 クレヨンハウス
は 5406 0000158188 ハグしてぎゅっ! ナンシー・カールソン:さく 瑞雲舎
は 5407 0000037556 白磁の人 江宮隆之:著 河出書房新社
は 5408 0000177170 バグズ・ライフ ディズニーアニメ小説版 ２８ Ｊ・コーマン:作 偕成社
は 5409 0000138289 白鳥 世界傑作童話シリーズ ハンス・クリスチャン・アンデルセン:作 福音館書店
は 5410 0000137687 白鳥の帰る湖 人間と動物 愛のシリーズ 竹野栄:作 旺文社
は 5411 0000058701 ハクチョウ水べに生きる つながってるよいのちのＷＡ！ 嶋田哲郎:文 小峰書店
は 5412 0000025478 ぱくっ おひさまのほん せきゆうこ:作 小学館
は 5413 0000075929 幕末御用盗 津本陽:著 講談社
は 5414 0000188599 はぐれくん、おおきなマルにであう シェル・シルヴァスタイン:作 あすなろ書房
は 5415 0000012971 はけたよはけたよ 創作えほん 3 かんざわとしこ:ぶん 偕成社
は 5416 0000003822 ばけっこばけっこ 木村裕一・しかけ絵本 １０ 木村裕一:作絵 偕成社
は 5417 0000184622 化けて貸します!レンタルショップ八文字屋 物語の王国 2-10 泉田もと:作 岩崎書店
は 5418 0000131730 ばけねことおしょう 日本むかしばなし 20 民話の研究会:編 ポプラ社
は 5419 0000125385 ばけねこやま ブルっとふるえる!こわい日本の民話 山崎杉夫:文絵 教育画劇
は 5420 0000021394 化け猫レストラン 怪談レストラン ２ かとうくみこ:絵 童心社
は 5421 0000021667 化け猫レストラン 怪談レストラン ２ かとうくみこ:絵 童心社
は 5422 0000151779 化け猫レストラン 怪談レストラン 2 かとうくみこ:絵 童心社
は 5423 0000168377 ばけばけばけばけばけたくん かくれんぼの巻 岩田明子:ぶん・え 大日本図書
は 5424 0000134924 ばけものたいじ 日本むかしばなし 10 民話の研究会:編 ポプラ社
は 5425 0000146456 ばけものでら 日本民話かみしばい選 水谷章三:脚本 童心社
は 5426 0000095083 はこぶ 鎌田歩:作・絵 教育画劇
は 5427 0000170118 はじまりのとき 鈴木出版の海外児童文学:この地球を生きる子どもたち タィン＝ハ・ライ:作 鈴木出版
は 5428 0000135178 はじまりはシンバルパンチ ひくまの出版創作童話 依田逸夫:作 ひくまの出版
は 5429 0000030486 はじめてかくてがみ てがみのほん １ 笠原秀:ぶん ポプラ社
は 5430 0000180927 はじめてであう すうがくの絵本 1 安野光雅:〔著〕 福音館書店
は 5431 0000143453 はじめてであう すうがくの絵本 2 安野光雅:〔著〕 福音館書店
は 5432 0000138198 はじめてであう すうがくの絵本 3 安野光雅:〔著〕 福音館書店
は 5433 0000100685 はじめてであうかみしばい クーペおじさんとセダンくん やなせたかし
は 5434 0000124180 はじめてであうかみしばい ちびぞうくんのおてつだい やなせたかし」 フレーベル館



児童書（書名による五十音リスト）

は 5435 0000100552 はじめてであうかみしばい ピーマンとニンジンさん やなせたかし フレーベル館
は 5436 0000064493 はじめての赤ちゃんえほん
は 5437 0000169334 はじめてのオーケストラ 佐渡裕:原作 小学館
は 5438 0000005454 はじめてのおつかい こどものとも 筒井頼子:さく 福音館書店
は 5439 0000004804 はじめてのおつかい こどものとも傑作集 ５６ 筒井頼子:さく 福音館書店
は 5440 0000006478 はじめてのおつかい こどものとも傑作集 ５６ 筒井頼子:さく 福音館書店
は 5441 0000181388 はじめてのおつかい こどものとも傑作集 56 筒井頼子:さく 福音館書店
は 5442 0000149583 はじめてのキャンプ 福音館創作童話シリーズ 林明子:さく・え 福音館書店
は 5443 0000014910 はじめての古事記 日本の神話 竹中淑子:文 徳間書店
は 5444 0000172346 はじめての水泳 夏までにぜったい泳げる!! 集英社版学習まんが 阿部高明:まんが 集英社
は 5445 0000013987 はじめてのふゆ ロブ・ルイス:さく ほるぷ出版
は 5446 0000156315 はじめてのミニチュアクラフト ねん土や身近な素材で作る 及川久美:作 学研
は 5447 0000148973 はじめてのゆうき おはなしだいすき そうまこうへい:作 小峰書店
は 5448 0000011858 はじめてのゆき こどものとも傑作集 ６２ なかがわりえこ:さく 福音館書店
は 5449 0000180711 はじめの一歩あみもの&ぬいものできた! はじめて、かんたん、できちゃった! のむらまりあ:著 日本ヴォーグ社
は 5450 0000004390 はじめはりんごのみがいっこ いとうひろしの本 ２ いとうひろし:作 ポプラ社
は 5451 0000008847 はじめましてねこのジンジャー シャーロット・ヴォーク:作 偕成社
は 5452 0000022780 パジャマどろぼうパン大作戦！ 星のベイビーサーカス きのひなた:ぶん 星の環会
は 5453 0000025114 はしれ！ショウガパンうさぎ ランダル・ジャレル:作 岩波書店
は 5454 0000035725 走れ！ソーラーカー 光と夢の３０００キロレース ノンフィクション・ワールド 中部博:著 大日本図書
は 5455 0000001685 はしれ!チビ電 絵本・ちいさななかまたち もろはしせいこう:作 童心社
は 5456 0000006197 はしれ！とうほくしんかんせん のりものえほん １１ 関根栄一:ぶん 小峰書店
は 5457 0000028076 走れ！飛べ！小てんぐ三郎 あかね・新読み物シリーズ ８ 広瀬寿子:作 あかね書房
は 5458 0000038612 走れ！ひまわり号 岸川悦子:作 ひくまの出版
は 5459 0000034405 走れ！マスワラ グザヴィエ＝ローラン・プティ:作 ＰＨＰ研究所
は 5460 0000041368 走れ!やすほ にっぽん縦断地雷教室 上泰歩:文 国土社
は 5461 0000028480 はしれおてつだいねこ 竹下文子:作 金の星社
は 5462 0000008730 はしれこうま ノッポさんのえほん １ 高見ノッポ:作 世界文化社
は 5463 0000004697 はしれはしれ きむらよしお:作 絵本館
は 5464 0000182980 走れメロス 偕成社文庫 3161 太宰治:作 偕成社
は 5465 0000150839 橋を渡るとき 現代ミステリー短編集 8 光原百合:著 岩崎書店
は 5466 0000026823 バスがくるまで にじいろえほん 森山京:さく 小峰書店
は 5467 0000042358 パスタでたどるイタリア史 岩波ジュニア新書 699 池上俊一:著 岩波書店
は 5468 0000128827 パスツール ノーベル
は 5469 0000011619 バスでおでかけ 間瀬なおかた:作・絵 ひさかたチャイルド
は 5470 0000132274 パステル魔女とオニたいじ 鈴の音童話 橋立悦子:作・絵 銀の鈴社
は 5471 0000030254 バスとロケット おはなしドロップシリーズ 魚住直子:さく 佼成出版社



児童書（書名による五十音リスト）

は 5472 0000055657 バスにのって 荒井良二:作・絵 偕成社
は 5473 0000027557 バスをおりたら… 絵本のおもちゃばこ ２ 小泉るみ子:作・絵 ポプラ社
は 5474 0000026070 はだかの王さま アンデルセン童話 ハンス・クリスチャン・アンデルセン:作 太平社
は 5475 0000009787 はだかのおうさま アンデルセン童話より 世界名作えほんライブラリー ８ アンデルセン:〔原作〕 フレーベル館
は 5476 0000167627 はだかのおうさま 世界の名作 第1集 アンデルセン:原作 童心社
は 5477 0000012666 はたけうた こどものとも傑作集 田島征三:作 福音館書店
は 5478 0000042762 はだしのゲン 児童文学版 下巻 中沢啓治:原作 汐文社
は 5479 0000042705 はだしのゲン 児童文学版 上巻 中沢啓治:原作 汐文社
は 5480 0000042697 はだしのゲン 児童文学版 中巻 中沢啓治:原作 汐文社
は 5481 0000030346 はだしのゲン 第10巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5482 0000030833 はだしのゲン 第1巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5483 0000179333 はだしのゲン 第2巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5484 0000030866 はだしのゲン 第3巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5485 0000030825 はだしのゲン 第4巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5486 0000030858 はだしのゲン 第5巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5487 0000030817 はだしのゲン 第6巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5488 0000030320 はだしのゲン 第7巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5489 0000030361 はだしのゲン 第8巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5490 0000030353 はだしのゲン 第9巻 中沢啓治:著 汐文社
は 5491 0000117424 はたらいているみなさんありがとう! きんろうかんしゃの日由来紙芝居 祝日の由来かみしばい-あしたはなんのおやすみ?- にへいたもつ:作 教育画劇
は 5492 0000013771 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル:さく 評論社
は 5493 0000032524 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー 世界傑作絵本シリーズ ばーじにあ・りー・ばーとん:ぶんとえ 福音館書店
は 5494 0000058719 はたらく犬 第１巻 日本補助犬協会:監修 学研
は 5495 0000058677 はたらく犬 第２巻 日本補助犬協会:監修 学研
は 5496 0000058636 はたらく犬 第３巻 日本補助犬協会:監修 学研
は 5497 0000058727 はたらく犬 第４巻 日本補助犬協会:監修 学研
は 5498 0000168518 はたらくくるまだいかつやく 教育画劇のかみしばい オームラトモコ:作絵 教育画劇
は 5499 0000064675 はたらくじどうしゃ
は 5500 0000188664 はたらく鉄道 1 鉄太郎:監修 あすなろ書房
は 5501 0000188672 はたらく鉄道 2 鉄太郎:監修 あすなろ書房
は 5502 0000188680 はたらく鉄道 3 鉄太郎:監修 あすなろ書房
は 5503 0000046896 はたらくロボット 世界のロボット デイビッド・ジェフリス:著 ほるぷ出版
は 5504 0000144824 はち ふたもんあしながばちの一生 こんちゅうの一生シリーズ 得田之久:ぶん・え 福音館書店
は 5505 0000038380 八月の光 朽木祥:作 偕成社
は 5506 0000187567 八月のひかり 中島信子:著 汐文社
は 5507 0000053587 爬虫類・両生類 ニューワイド学研の図鑑 学研
は 5508 0000015743 はっきよい畑場所 講談社の創作絵本 かがくいひろし:作 講談社



児童書（書名による五十音リスト）

は 5509 0000092254 はっくしょんしてよかばくん にじいろえほん 矢崎節夫:さく 小峰書店
は 5510 0000044347 発見！体験！日本の食事 ３ 次山信男:監修 ポプラ社
は 5511 0000050484 バッタのひなたぼっこ 地球にやさしくするえほん 3 太田英博:さく 大日本図書
は 5512 0000038448 バッテリー ２ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ:作 教育画劇
は 5513 0000038430 バッテリー ３ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ:作 教育画劇
は 5514 0000038588 バッテリー ４ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ:作 教育画劇
は 5515 0000038406 バッテリー ５ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ:作 教育画劇
は 5516 0000038596 バッテリー ６ 教育画劇の創作文学 あさのあつこ:作 教育画劇
は 5517 0000038455 バッテリー 教育画劇の創作文学 あさのあつこ:作 教育画劇
は 5518 0000151985 発電所のねむるまち マイケル・モーパーゴ:作 あかね書房
は 5519 0000137729 バッハ バロック音楽を集大成した近代音楽の父 伝記世界の作曲家 2 シャーロット・グレイ:著 偕成社
は 5520 0000029405 はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば １ 姉崎一馬:文・写真 アリス館
は 5521 0000004028 はっぱのおうち 幼児絵本シリーズ 征矢清:さく 福音館書店
は 5522 0000019182 葉っぱのフレディ いのちの旅 レオ・バスカーリア:作 童話屋
は 5523 0000049353 ハッピー!トランプうらない ゆめをかなえる!?ハッピー☆うらないブック 5 小泉茉莉花:著 ポプラ社
は 5524 0000173419 ハッピー☆おばけうらない！ ポプラ社の新・小さな童話 １９９ むらいかよ:著 ポプラ社
は 5525 0000007856 はっぴぃさん 荒井良二:〔作〕 偕成社
は 5526 0000167353 ハッピーになれる心理テスト 森　冬生 雲母書房
は 5527 0000032623 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木和雄:原作 金の星社
は 5528 0000086074 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木和雄:原作 金の星社
は 5529 0000131276 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 ときめき文学館 ７ 青木和雄:作 金の星社
は 5530 0000185421 ハッピーハロウィン! 講談社の幼児えほん 新井洋行:作・絵 講談社
は 5531 0000028134 バッファローのむすめ ポール・ゴーブル:さく ほるぷ出版
は 5532 0000013367 八方にらみねこ 講談社の創作絵本 武田英子:文 講談社
は 5533 0000053140 はつゆめはひみつ 行事むかしむかし 1月 初夢のはなし 谷真介:文 佼成出版社
は 5534 0000064022 ハティちゃんのあ・い・う・え・お あかちゃんとおかあさんの絵本 ４ わらべきみか:さく・え 金の星社
は 5535 0000006486 ハティちゃんのまる・さんかく・しかく あかちゃんとおかあさんの絵本 ６ わらべきみか:さく・え 金の星社
は 5536 0000170134 ハティのはてしない空 鈴木出版の海外児童文学-この地球を生きる子どもたち- カービー・ラーソン:作 鈴木出版
は 5537 0000012773 パディントンのいろのほん マイケル・ボンド:さく ほるぷ出版
は 5538 0000037440 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ:作 岩波書店
は 5539 0000183194 はてしない物語 下 岩波少年文庫 502 ミヒャエル・エンデ:作 岩波書店
は 5540 0000183186 はてしない物語 上 岩波少年文庫 501 ミヒャエル・エンデ:作 岩波書店
は 5541 0000039594 はてしなき追跡 くもんの海外児童文学シリーズ ３ ゲイリー・ポールセン:作 くもん出版
は 5542 0000037929 波照間からの旅立ち 文学の森 赤座憲久:作 小峰書店
は 5543 0000063925 はと 菊池日出夫
は 5544 0000009167 パトカーのパトロくん のりものえほん １ 山末やすえ:作 教育画劇
は 5545 0000018903 パトカーのピーすけ 日本傑作絵本シリーズ さがらあつこ:さく 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

は 5546 0000034199 ハトのピジョーとぼく とっておきの動物ものがたり 小林紀美子:作 理論社
は 5547 0000019976 花いっぱいになあれ 大日本ようねん文庫 松谷みよ子:さく 大日本図書
は 5548 0000018473 はなかっぱ あきやまただし:著 メディアファクトリー
は 5549 0000028662 はなかっぱとエゴロウ あきやまただし:さく・え メディアファクトリー
は 5550 0000020735 はなかっぱとももかっぱ あきやまただし:さく・え メディアファクトリー
は 5551 0000017699 はなかっぱをさがせ！ わくわくみつけっこえほん 小学館
は 5552 0000025528 はなさかうさぎのポッポ ポッポのえほん １ はまちゆりこ:作・絵 ポプラ社
は 5553 0000165837 はなさかじい 日本むかし話 1 瀬川康男:絵 フレーベル館
は 5554 0000016956 はなさかじいさん 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー １８ 武鹿悦子:文 フレーベル館
は 5555 0000126003 はなさかじじい 紙芝居むかしばなし 第1集 浜田広介:文 教育画劇
は 5556 0000145094 花さき山 ものがたり絵本 ２０ 斎藤隆介:作 岩崎書店
は 5557 0000035220 放し飼い昆虫記 渡辺実穂:文 農山漁村文化協会
は 5558 0000019323 はなす つくばシリーズ 大越和孝:作 太平出版社
は 5559 0000125310 はなたれこぞうさま 安田浩:文 教育画劇
は 5560 0000092247 はなちゃんとぷーのおみせやさん にじいろえほん ねこしおり:さく 小峰書店
は 5561 0000035709 花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル:作 福音館書店
は 5562 0000018101 はなのあなのはなし かがくのとも傑作集 やぎゅうげんいちろう:さく 福音館書店
は 5563 0000050518 花の色でさがそう春の野の花 しぜんたんけんずかん 1 松原巌樹:絵・文 小峰書店
は 5564 0000011304 花のうた 木島始:詩 佑学社
は 5565 0000031765 花のき村と盗人たち 新美南吉童話選集 新美南吉:著 大日本図書
は 5566 0000124222 花のき村とぬすびとたち 後編 新美南吉:原作 童心社
は 5567 0000100875 花のき村とぬすびとたち 前編 新美南吉:原作 童心社
は 5568 0000124495 はなのすきなおじいさん 紙芝居ベストセレクション 第1集 小林純一:脚本 童心社
は 5569 0000132365 花のズッコケ児童会長 こども文学館 ５５ 那須正幹:作 ポプラ社
は 5570 0000136796 花の童話集 宮沢賢治:作 童心社
は 5571 0000136788 花の童話集 宮沢賢治:作 童心社
は 5572 0000098186 花の本 はじめての発見 13 ルネ・メトレ:原案・制作 岳陽舎
は 5573 0000004481 はなのみち えほん・ハートランド １９ 岡信子:作 岩崎書店
は 5574 0000000083 花の妖精たち 秋 シシリー・メアリー・バーカー:作 ほるぷ出版
は 5575 0000000067 花の妖精たち 夏 シシリー・メアリー・バーカー:作 ほるぷ出版
は 5576 0000034256 華花さんのあたらしい家 新・童話の海 ４ 田中良子:作 ポプラ社
は 5577 0000148494 花火師リーラと火の魔王 ポプラ・ウイング・ブックス 18 フィリップ・プルマン:作 ポプラ社
は 5578 0000139022 花火とおはじき ポプラ物語館 11 川島えつこ:作 ポプラ社
は 5579 0000027763 花火になったたこくん 旺文社創作童話 西本鶏介:さく 旺文社
は 5580 0000008581 はなぶさやまの　パンやさん 日本のえほん １６ 佐々木利明:ぶん 小峰書店
は 5581 0000080267 はなをくんくん 世界傑作絵本シリーズ ルース・クラウス:ぶん 福音館書店
は 5582 0000146597 はなをくんくん 世界傑作絵本シリーズ ルース・クラウス:ぶん 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

は 5583 0000177386 はなをほじほじいいきもち ダニエラ・クロート‐フリッシュ:さく 偕成社
は 5584 0000063602 はねはねはねちゃん ０．１．２．えほん なかがわりえこ:ぶん 福音館書店
は 5585 0000013995 パパ、お月さまとって！ エリック＝カール:さく 偕成社
は 5586 0000014571 パパ、かばになる 安江リエ:作 偕成社
は 5587 0000013904 ババールとサンタクロース 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジャン・ド・ブリュノフ:さく 評論社
は 5588 0000007260 ババールとサンタクロース 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジャン・ド・ブリュノフ:さく 評論社
は 5589 0000015073 ババールのしんこんりょこう 児童図書館・絵本の部屋 ジャン・ド・ブリュノフ:さく 評論社
は 5590 0000042903 母親 あなたの知らないアンデルセン ハンス・クリスチャン・アンデルセン:作 評論社
は 5591 0000003855 パパがおしごとはやいひはママがおしごとはやいひは えほん・ハートランド １６ 宇治勲:作・絵 岩崎書店
は 5592 0000007310 パパがおしごとはやいひはママがおしごとはやいひは えほん・ハートランド １６ 宇治勲:作・絵 岩崎書店
は 5593 0000004564 パパだいすきママだいすき えほん・ドリームランド １６ やすいすえこ:作 岩崎書店
は 5594 0000003434 パパだいすきママだいすき えほん・ドリームランド １６ やすいすえこ:作 岩崎書店
は 5595 0000008706 はばたけ　はとさん 創作絵本 ２３ 手島悠介:作 岩崎書店
は 5596 0000001594 パパとあなたの影ぼうし こんのひとみ:作詞・文 金の星社
は 5597 0000046102 母と子でみる 第五福竜丸 第五福竜丸平和協会:編 草土文化
は 5598 0000132035 母と子でみる ひめゆりの乙女たち 朝日新聞企画部:編 草土文化
は 5599 0000053876 母と子でみる広島・長崎 朝日新聞企画部:編 草土文化
は 5600 0000006619 パパとぼく あおきひろえ:作 絵本館
は 5601 0000005785 パパとママのたからもの 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ:ぶん 評論社
は 5602 0000008300 パパのくれたおくりもの えほんとなかよし １１ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
は 5603 0000013656 パパのくれたおくりもの えほんとなかよし １１ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
は 5604 0000022640 パパのしごとはわるものです えほんのぼうけん ２７ 板橋雅弘:作 岩崎書店
は 5605 0000050757 母の肖像 アイドルブックス 32 パール・バック:〔著〕 ポプラ社
は 5606 0000050708 母のない子と子のない母と アイドルブックス 40 壷井栄:〔著〕 ポプラ社
は 5607 0000037655 パパのメールはラブレター！？ メアリー・アマート:作 徳間書店
は 5608 0000019026 ばばばあちゃんのアイス・パーティ かがくのとも傑作集 さとうわきこ:作 福音館書店
は 5609 0000019406 ばばばあちゃんのおもちつき かがくのとも傑作集 さとうわきこ:作 福音館書店
は 5610 0000013417 ばばばあちゃんのマフラー 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ:文・絵 福音館書店
は 5611 0000008524 ばばばあちゃんのマフラー 日本傑作絵本シリーズ さとうわきこ:文・絵 福音館書店
は 5612 0000137000 ばばばあちゃんのやきいもたいかい かがくのとも傑作集 さとうわきこ:作 福音館書店
は 5613 0000137018 ばばばあちゃんのやきいもたいかい かがくのとも傑作集 さとうわきこ:作 福音館書店
は 5614 0000007989 パパはウルトラセブン みやにしたつや:作・絵 学研
は 5615 0000008649 パパはウルトラセブン・ママだってウルトラセブン Ｔｈａｎｋｓ　ｍａｍａ みやにしたつや:作・絵 学研
は 5616 0000012872 パパはウルトラセブン・みんなのおうち Ｈｏｍｅ　ｓｗｅｅｔ　ｈｏｍｅ みやにしたつや:作・絵 学研
は 5617 0000020065 パパはジョニーっていうんだ ボー・Ｒ．ホルムベルイ:作 ＢＬ出版
は 5618 0000020792 母をたずねて三千里 徳間アニメ絵本 １８ エドモンド・デ・アミーチス:原作 徳間書店
は 5619 0000030791 ハピハピバースディ 岡本真夜:うた 学研



児童書（書名による五十音リスト）

は 5620 0000063917 ぱぴぷぺぽ 石津ちひろたしろちさと
は 5621 0000029561 パピロちゃんとにゅうどうぐも ポプラちいさなおはなし ７ 片山令子:作 ポプラ社
は 5622 0000027227 パピロちゃんとはるのおみせ ポプラちいさなおはなし ３ 片山令子:作 ポプラ社
は 5623 0000127068 羽生善治の将棋入門 ジュニア版 第2巻 羽生善治:著 河出書房新社
は 5624 0000143826 羽生善治の将棋入門 ジュニア版 第3巻 羽生善治:著 河出書房新社
は 5625 0000128256 羽生善治の将棋入門 ジュニア版 第５巻 羽生善治:著 河出書房新社
は 5626 0000028761 羽生流で強くなるはじめての将棋 羽生善治:監修 成美堂出版
は 5627 0000138172 はまうり こどものとも傑作集 石垣幸代:文 福音館書店
は 5628 0000062943 はみがきあそび あかちゃんのあそびえほん ９ きむらゆういち:さく 偕成社
は 5629 0000192922 はみがきしないとどうなるの? ウルトラかいじゅう絵本 ごとうまさる:ぶん あいうえお館
は 5630 0000137950 歯みがきつくって億万長者 やさしくわかる経済の話 チア・ブックス 4 ジーン・メリル:作 偕成社
は 5631 0000098228 ハムスター・ウサギ・リスなどの飼い方 ジュニアライブラリー 霍野晋吉:著 成美堂出版
は 5632 0000180950 ハムスターのすてきなお仕事 おはなしガーデン 53 あんびるやすこ:著 岩崎書店
は 5633 0000008219 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか:作絵 文渓堂
は 5634 0000008029 バムとケロのそらのたび 島田ゆか:作絵 文渓堂
は 5635 0000004556 バムとケロのにちようび 島田ゆか:作絵 文渓堂
は 5636 0000008011 バムとケロのにちようび 島田ゆか:作絵 文渓堂
は 5637 0000049437 バムとケロのもりのこや 島田ゆか:作絵 文溪堂
は 5638 0000003905 はやく　かぜ　なおってね くりのきえんのおともだち ３ 寺村輝夫:さく あかね書房
は 5639 0000025700 はやくちこぶた ことばあそびえほん はやかわじゅんこ:著 瑞雲舎
は 5640 0000004762 はやくねてよ えほん・ハートランド ６ あきやまただし:作・絵 岩崎書店
は 5641 0000135509 はやくねてよ えほん・ハートランド 6 あきやまただし:作・絵 岩崎書店
は 5642 0000045310 はやくはやく わくわくえどうわ 飯野由希代:作 文研出版
は 5643 0000043869 早ね早おき朝ごはん 1 はらだゆうこ:絵と文 汐文社
は 5644 0000043893 早ね早おき朝ごはん 2 はらだゆうこ:絵と文 汐文社
は 5645 0000043851 早ね早おき朝ごはん 3 はらだゆうこ:絵と文 汐文社
は 5646 0000138867 はやぶさ君の冒険日誌 小野瀬直美:著 毎日新聞社
は 5647 0000022293 はらっぱハウス 近藤薫美子:著 アリス館
は 5648 0000007450 ぱらぴたぽん ラウラ・スタニョ:さく ＰＨＰ研究所
は 5649 0000004689 はらぺこあおむし エリック＝カール:さく 偕成社
は 5650 0000181511 はらぺこあおむし エリック＝カール:さく 偕成社
は 5651 0000137083 はらぺこがはらのメエメエさん こどものくに傑作絵本 ささやすゆき:作・絵 金の星社
は 5652 0000011312 はらぺこがはらのメエメエさん フォア文庫 Ａ０７７ ささやすゆき:作画 金の星社
は 5653 0000172148 はらぺこゾウのうんち 藤原幸一:写真・文 偕成社
は 5654 0000019927 はらぺことのさま つきおかゆみこ:作 あかね書房
は 5655 0000014084 ハリーのセーター 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン:ぶん 福音館書店
は 5656 0000052555 ハリセンボンがふくらんだ 絵本・海の生きもの 鈴木克美:作 あかね書房



児童書（書名による五十音リスト）

は 5657 0000151555 パリと四人の魔術師 マジック・ツリーハウス 21 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
は 5658 0000001024 ハリネズミのくるりん とりごえまり:文・絵 文渓堂
は 5659 0000150631 はるかなるアフガニスタン 講談社文学の扉 アンドリュー・クレメンツ:著 講談社
は 5660 0000149369 春さんのスケッチブック 依田逸夫:作 汐文社
は 5661 0000002600 はるだはるだよ！１０ぴきのかえる ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
は 5662 0000002907 はるだはるだよ!10ぴきのかえる PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
は 5663 0000158717 バルタンとてぶくろ てぶくろをかいにより ウルトラかいじゅう絵本 えいじゅうたかのり:ぶん あいうえお館
は 5664 0000004234 はるですはるのおおそうじ 幼児絵本シリーズ こいでたん:ぶん 福音館書店
は 5665 0000005991 はるですよふくろうおばさん 講談社の創作絵本 長新太:作・絵 講談社
は 5666 0000148866 ハルとカミナリ ちばみなこ:さく・え ＢＬ出版
は 5667 0000028001 はるにあえたよ 絵本のおもちゃばこ ２４ 原京子:文 ポプラ社
は 5668 0000068734 春になったらあけてください 増井邦恵:作 ＢＬ出版
は 5669 0000023093 春の足音 絵本の時間 １０ 那須正幹:作 ポプラ社
は 5670 0000050393 春の妖精たち スプリング・エフェメラル たくさんのふしぎ傑作集 奥山多恵子:文・絵 福音館書店
は 5671 0000025171 春はあけぼの 声にだすことばえほん 清少納言:文 ほるぷ出版
は 5672 0000006452 はるまでまってごらん ジョイス・デュンバー:文 ほるぷ出版
は 5673 0000063792 バルンくん ０．１．２．えほん こもりまこと:さく 福音館書店
は 5674 0000033936 バレエ・アカデミア １ ベアトリーチェ・マジーニ:作 ポプラ社
は 5675 0000033928 バレエ・アカデミア ２ ベアトリーチェ・マジーニ:作 ポプラ社
は 5676 0000035097 バレエ・アカデミア ３ ベアトリーチェ・マジーニ:作 ポプラ社
は 5677 0000023952 バレエ・アカデミア ５ ベアトリーチェ・マジーニ:作 ポプラ社
は 5678 0000033910 バレエ・アカデミア ６ ベアトリーチェ・マジーニ:作 ポプラ社
は 5679 0000144105 はれぎをきた１２ひきのちびねずみ 学研ｆａｎｆａｎファンタジー 白井三香子:作 学研
は 5680 0000135970 晴れた日は図書館へいこう 2 文学の散歩道 緑川聖司:作 小峰書店
は 5681 0000029686 はれときどきあまのじゃく 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
は 5682 0000030221 はれときどきたこ いわさき創作童話 ４０ 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
は 5683 0000027177 はれときどきぶた あたらしい創作童話 13 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
は 5684 0000161950 ハロウィーンの星めぐり 夜に飛ぶものたち ウォルター・デ・ラ・メア:詩 岩崎書店
は 5685 0000039602 ハロウィーンの魔法 チア・ブックス ６ ルーマ・ゴッデン:作 偕成社
は 5686 0000010314 ハローこんにちは 尾崎美紀:作 ひさかたチャイルド
は 5687 0000052852 バロサウルス 恐竜博物館 1 ウィリアム・リンゼイ:さく フレーベル館
は 5688 0000018218 パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ:ぶん ＢＬ出版
は 5689 0000022772 バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫 ２３ 太田京子:作 草炎社
は 5690 0000063727 ぱんだいすき ０．１．２．えほん 征矢清:ぶん 福音館書店
は 5691 0000189027 パンダくんのごちそうなにかな? どうぶつの生態かみしばい 河村誠:作絵 教育画劇
は 5692 0000091736 ぱんだぱんだ しばはらち:さくえ 新日本出版社
は 5693 0000147959 パンちゃんのおさんぽ どいかや:作・絵 ブックローン出版



児童書（書名による五十音リスト）

は 5694 0000145524 ぱんつもいいな 講談社の幼児えほん いとうひろし:作・絵 講談社
は 5695 0000184283 バンドガール! 偕成社ノベルフリーク 濱野京子:作 偕成社
は 5696 0000047209 ハンドゲーム専科 遊戯双書 No.8 東正樹:著 遊戯社
は 5697 0000042176 パンとバラ ローザとジェイクの物語 キャサリン・パターソン:作 偕成社
は 5698 0000145029 ハンナの学校 文研ブックランド グロリア・ウィーラン:作 文研出版
は 5699 0000036558 ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン:著 ポプラ社
は 5700 0000016576 半日村 創作絵本 ３６ 斎藤隆介:作 岩崎書店
は 5701 0000033183 犯人はだれだ？ ミステリーがいっぱい ４ 佐藤由惟:画 偕成社
は 5702 0000033829 番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー:さく 福音館書店
は 5703 0000181438 番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー:さく 福音館書店
は 5704 0000022475 パンのかけらとちいさなあくま リトアニア民話 こどものとも傑作集 内田莉莎子:再話 福音館書店
は 5705 0000117234 はんぶんこのひ 祝日の由来かみしばい-あしたはなんのおやすみ?- 塩田守男:作絵 教育画劇
は 5706 0000037275 半分のふるさと 私が日本にいたときのこと イサンクム:著 福音館書店
は 5707 0000000182 パンやさんでいただきます ごちそうえほん つちだよしはる:さく 小峰書店
は 5708 0000027490 パンやのくまちゃん おはなしフェスタ １５ 森山京:作 あかね書房
は 5709 0000034132 パンやのくまちゃん おはなしフェスタ １５ 森山京:作 あかね書房
は 5710 0000022541 パンやのろくちゃん おひさまのほん 長谷川義史:作 小学館
は 5711 0000025189 パンやのろくちゃん　でんしゃにのって おひさまのほん 長谷川義史:作 小学館
ひ 5712 0000028332 ひ・み・つ たばたせいいちの絵本 たばたせいいち:〔作〕 童心社
ひ 5713 0000036285 ピアチェーレ 風の歌声 にしがきようこ:作 小峰書店
ひ 5714 0000037523 ピアノはともだち 奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密 世の中への扉 こうやまのりお:著 講談社
ひ 5715 0000023440 ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え！ ディズニーアニメ小説版 ４５ 橘高弓枝:文 偕成社
ひ 5716 0000147892 ビアンカの大冒険 ディズニーアニメ小説版 37 〔マージェリー・シャープ:原作〕 偕成社
ひ 5717 0000042135 ヒース咲く丘のホスピスから レナーテ・ヴェルシュ:作 さ・え・ら書房
ひ 5718 0000017202 ビーズのてんとうむし 最上一平:作 童心社
ひ 5719 0000055087 ピーター＝パン 新編ディズニーアニメランド ８ 佐藤悦夫:〔ほか〕構成 講談社
ひ 5720 0000173476 ピーター・パン ディズニーアニメ小説版 １６ 〔ジェームズ・マシュー・バリー:原作〕 偕成社
ひ 5721 0000084871 ピーター・パン２ ネバーランドの秘密 ディズニーアニメ小説版 ４７ 橘高弓枝:文 偕成社
ひ 5722 0000177378 ピーターのいす キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ:作・画 偕成社
ひ 5723 0000128942 ピーターラビットの絵本 １ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5724 0000129189 ピーターラビットの絵本 １ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5725 0000128595 ピーターラビットの絵本 １０ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5726 0000129197 ピーターラビットの絵本 １０ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5727 0000129221 ピーターラビットの絵本 １１ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5728 0000129296 ピーターラビットの絵本 １１ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5729 0000129346 ピーターラビットの絵本 １２ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5730 0000148239 ピーターラビットの絵本 12 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

ひ 5731 0000128652 ピーターラビットの絵本 １３ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5732 0000129098 ピーターラビットの絵本 １４ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5733 0000129171 ピーターラビットの絵本 １５ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5734 0000128934 ピーターラビットの絵本 １６ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5735 0000147991 ピーターラビットの絵本 16 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5736 0000128629 ピーターラビットの絵本 １７ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5737 0000129015 ピーターラビットの絵本 １７ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5738 0000129080 ピーターラビットの絵本 １７ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5739 0000148213 ピーターラビットの絵本 18 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5740 0000183335 ピーターラビットの絵本 18 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5741 0000128645 ピーターラビットの絵本 １９ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5742 0000129072 ピーターラビットの絵本 １９ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5743 0000129254 ピーターラビットの絵本 １９ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5744 0000129114 ピーターラビットの絵本 ２ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5745 0000130781 ピーターラビットの絵本 ２ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5746 0000128611 ピーターラビットの絵本 ２０ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5747 0000148569 ピーターラビットの絵本 20 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5748 0000000901 ピーターラビットの絵本 ２１ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5749 0000129338 ピーターラビットの絵本 ２１ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5750 0000129023 ピーターラビットの絵本 ２１ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5751 0000129007 ピーターラビットの絵本 ２１ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5752 0000147314 ピーターラビットの絵本 22 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5753 0000147306 ピーターラビットの絵本 22 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5754 0000147264 ピーターラビットの絵本 22 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5755 0000128678 ピーターラビットの絵本 ２３ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5756 0000147249 ピーターラビットの絵本 23 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5757 0000129122 ピーターラビットの絵本 ２４ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5758 0000129130 ピーターラビットの絵本 ２４ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5759 0000129064 ピーターラビットの絵本 ４ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5760 0000129106 ピーターラビットの絵本 ４ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5761 0000000919 ピーターラビットの絵本 ５ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5762 0000129213 ピーターラビットの絵本 ５ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5763 0000129148 ピーターラビットの絵本 ５ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5764 0000000794 ピーターラビットの絵本 ６ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5765 0000128975 ピーターラビットの絵本 ６ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5766 0000144428 ピーターラビットの絵本 8 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5767 0000144436 ピーターラビットの絵本 8 ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

ひ 5768 0000129049 ピーターラビットの絵本 ９ ビアトリクス・ポター:さく・え 福音館書店
ひ 5769 0000044271 ピーターラビットの自然観察 ビアトリクス・ポター:画 福音館書店
ひ 5770 0000046615 ピーターラビットのたのしい料理 ビアトリクス・ポター:画 福音館書店
ひ 5771 0000053231 ヒートアイランドの虫たち 藤原幸一:写真・文 あかね書房
ひ 5772 0000005884 ピートとポロのぶくぶくうみのぼうけん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 エイドリアン・レイノルズ:さく 評論社
ひ 5773 0000040600 ビーナスの殺人 世界こわい話ふしぎな話傑作集 9 フランス編 メリメ:ほか原作 金の星社
ひ 5774 0000037333 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア:著 あすなろ書房
ひ 5775 0000018168 ピーポポ・パトロール 柏葉幸子:作 童心社
ひ 5776 0000005207 ピーマンマンとかぜひきキン えほん・ハートランド ５ さくらともこ:作 岩崎書店
ひ 5777 0000025239 ピーマンマンとかぜひきキン えほん・ハートランド ５ さくらともこ:作 岩崎書店
ひ 5778 0000002667 ピーマンマンとドクター・ダマカス えほん・ハートランド 24 さくらともこ:作 岩崎書店
ひ 5779 0000002683 ピーマンマンとよふかし大まおう えほん・ハートランド 22 さくらともこ:作 岩崎書店
ひ 5780 0000006874 ピーマンマンとよふかし大まおう えほん・ハートランド 22 さくらともこ:作 岩崎書店
ひ 5781 0000064337 ぴーんちゃんとふぃーんちゃん ブルーナのゆかいななかま ３ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
ひ 5782 0000041699 火うちばこ アンデルセンの絵本 Ｈ．Ｃ．アンデルセン:原作 小学館
ひ 5783 0000148379 ピエロおじさんとあ・そ・ぼ 宮川ひろの学校シリーズ 2 宮川ひろ:作 ポプラ社
ひ 5784 0000052894 ビオトープみんなでつくる 1 塩瀬治:著 星の環会
ひ 5785 0000050443 ビオトープみんなでつくる 2 塩瀬治:著 星の環会
ひ 5786 0000012815 ぴかくん　めをまわす こどものとも傑作集 １１ 松居直:さく 福音館書店
ひ 5787 0000015065 ピカソの絵本 あっちむいてホイッ！ 小学館あーとぶっく ３ ピカソ:〔画〕 小学館
ひ 5788 0000020552 ぴかぴかドキドキ 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
ひ 5789 0000003004 ぴかぴかのウーフ くまの子ウーフの絵本 10 神沢利子:作 ポプラ社
ひ 5790 0000040477 ひきさかれた過去 海外ＳＦミステリー傑作選 １９ Ｈ・ペンティコースト:原作 国土社
ひ 5791 0000037432 引き出しの中の家 ノベルズ・エクスプレス ７ 朽木祥:作 ポプラ社
ひ 5792 0000134619 樋口一葉ものがたり ジュニア・ノンフィクション 15 日野多香子:作 教育出版センター
ひ 5793 0000138180 ひぐまのあき 北の森から 手島圭三郎:絵・文 リブリオ出版
ひ 5794 0000158709 ピグモンのおつかい ウルトラかいじゅう絵本 ひらいたろう:ぶん あいうえお館
ひ 5795 0000046573 ひこうきのしくみ 分解ずかん ２ しもだのぶお:ぶん・え 岩崎書店
ひ 5796 0000011544 ひこうきブルルーン！ えほん、よんで！ １０ すえよしあきこ:作 あかね書房
ひ 5797 0000053330 被災者からまなぶ自然災害 第1巻 横田崇:監修 あかね書房
ひ 5798 0000053363 被災者からまなぶ自然災害 第2巻 横田崇:監修 あかね書房
ひ 5799 0000053322 被災者からまなぶ自然災害 第3巻 横田崇:監修 あかね書房
ひ 5800 0000032334 ひざがガクガクばけもの話 新・日本のおばけ話・わらい話 ２ 木暮正夫:文 岩崎書店
ひ 5801 0000024034 美女と野獣 ディズニーアニメ小説版 １２ 〔ルプランス・ド・ボーモン夫人:原作〕 偕成社
ひ 5802 0000005066 びしょびしょねこ 間所ひさこ:文 ひさかたチャイルド
ひ 5803 0000172239 ビター・ステップ ノベルズ・エクスプレス 42 高田由紀子:作 ポプラ社
ひ 5804 0000189563 ひっかけ&10回クイズ222連発! いじわる超MAX!! 土門トキオ:作 西東社



児童書（書名による五十音リスト）

ひ 5805 0000066076 ひっかけクイズ最強スペシャル １０回クイズてんこもり 大人にはないしょだよ ４２ 小野寺ぴりり紳:作 ポプラ社
ひ 5806 0000006627 ピッキーとポッキー 幼児絵本シリーズ あらしやまこうざぶろう:ぶん 福音館書店
ひ 5807 0000006338 ピッキーとポッキー 幼児絵本シリーズ あらしやまこうざぶろう:ぶん 福音館書店
ひ 5808 0000038216 ヒックとドラゴン １ ヒック・ホレンダス・ハドック三世:作 小峰書店
ひ 5809 0000038257 ヒックとドラゴン ３ ヒック・ホレンダス・ハドック三世:作 小峰書店
ひ 5810 0000038232 ヒックとドラゴン ４ ヒック・ホレンダス・ハドック三世:作 小峰書店
ひ 5811 0000151738 びっくり世界一自然のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研
ひ 5812 0000131599 びっくり箱が住みついた！ 事件屋ミノル　パート２ 旺文社創作児童文学 井口直子:作 旺文社
ひ 5813 0000016840 びっくりまつぼっくり 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 多田多恵子:ぶん 福音館書店
ひ 5814 0000028175 ヒッコスでひっこす いわさき創作童話 ２６ 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
ひ 5815 0000010983 ヒツジのおやこのおくりもの 十二支むかしむかしシリーズ 未 谷真介:文 佼成出版社
ひ 5816 0000026278 ひつじぱん たんぽぽえほんシリーズ あきやまただし:作・絵 鈴木出版
ひ 5817 0000170837 ひつじ郵便局長のひみつ 小手鞠るい:作 金の星社
ひ 5818 0000013979 ぴっちとりた　まよなかのサーカス ながおたくま:作 ＢＬ出版
ひ 5819 0000000869 ぴっちゃんぽっちゃん こねこのプチュ絵本 ａｃｃｏｔｏｔｏ:さく・え 大日本図書
ひ 5820 0000148262 人食い花レストラン 怪談レストラン 37 かとうくみこ:絵 童心社
ひ 5821 0000134536 ひとくち童話 1 東君平:著 フレーベル館
ひ 5822 0000134528 ひとくち童話 2 東君平:著 フレーベル館
ひ 5823 0000134544 ひとくち童話 3 東君平:著 フレーベル館
ひ 5824 0000134551 ひとくち童話 4 東君平:著 フレーベル館
ひ 5825 0000086058 ひとくち童話 ５ 東君平:著 フレーベル館
ひ 5826 0000134221 ひとくち童話 6 東君平:著 フレーベル館
ひ 5827 0000134015 一つの花 おはなし名作絵本 21 今西祐行:文 ポプラ社
ひ 5828 0000016683 ひとつめのくに せなけいこ・おばけえほん せなけいこ:・さく 童心社
ひ 5829 0000058263 人の生き方を変えた猫ひふみ 片側２本足だけで生きる恩返し 三津谷美也子:著 ハート出版
ひ 5830 0000046730 ひとのからだ 知識の絵本 ３ 毛利子来:〔著〕 岩崎書店
ひ 5831 0000146290 人はクマと友だちになれるか? イワサキ・ライブラリー 14 太田京子:著 岩崎書店
ひ 5832 0000030643 ひとまねこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
ひ 5833 0000181818 ひとまねこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
ひ 5834 0000033084 ひとまねこざるときいろいぼうし 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
ひ 5835 0000181792 ひとまねこざるときいろいぼうし 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
ひ 5836 0000134130 ひとまねこざるのABC 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
ひ 5837 0000182204 ひとまねこざるのABC 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
ひ 5838 0000025130 ひとまねこざるびょういんへいく 岩波の子どもの本 25 マーガレット・レイ:文 岩波書店
ひ 5839 0000032987 ひとまねこざるびょういんへいく 大型絵本 マーガレット・レイ:文 岩波書店
ひ 5840 0000181800 ひとまねこざるびょういんへいく 大型絵本 マーガレット・レイ:文 岩波書店
ひ 5841 0000127787 ヒトミ物語 今輝く歌姫たち 本郷陽二:編 汐文社



児童書（書名による五十音リスト）

ひ 5842 0000134866 ひとりだけのコンサート ペーター＝ヘルトリング:作 偕成社
ひ 5843 0000063354 ひとりでうんちできるかな あかちゃんのあそびえほん ４ きむらゆういち:さく 偕成社
ひ 5844 0000155853 ひとりでお弁当を作ろう 多賀正子:著 共同通信社
ひ 5845 0000047431 ひとりでできるもん！ １０ 金の星社
ひ 5846 0000047365 ひとりでできるもん! 3 金の星社
ひ 5847 0000021022 ひとりでできるもん！ ６ 金の星社
ひ 5848 0000020982 ひとりでできるもん！ ７ 金の星社
ひ 5849 0000047449 ひとりでできるもん! 8 金の星社
ひ 5850 0000047407 ひとりでできるもん！ ９ 金の星社
ひ 5851 0000044693 一人で学べる！小学生のための囲碁入門 盤上は自由！基本の考え方を身につけて、楽しく打とう！！ 依田紀基:著 日本文芸社
ひ 5852 0000134080 ひとりぼっち あなたへ 2 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
ひ 5853 0000185553 ひとりぼっちのつる えほん・椋鳩十 椋鳩十:作 理論社
ひ 5854 0000139196 ひとりぼっちのりんごのき 「こどものとも」人気作家のかくれた名作10選 三原佐知子:さく 福音館書店
ひ 5855 0000002477 ひなたぼっこのすきなチュウ えほん・こどもとともに 長野博一:ぶん・え 小峰書店
ひ 5856 0000126037 ひなにんぎょうのむかし 四季の行事シリーズ 小野和子:作 教育画劇
ひ 5857 0000148825 ひなまつりこびとのおはなし 行事こびとのえほん まついのりこ:さく 童心社
ひ 5858 0000028845 ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 行事の由来えほん 瀬尾七重:作 教育画劇
ひ 5859 0000124479 ひなまつりのおともだち 行事!いっしょにあてようどっちかな? かとうようこ:作・絵 教育画劇
ひ 5860 0000031872 火の雨がふる 長編アニメーション映画「火の雨がふる」より 金の星社
ひ 5861 0000055061 ピノキオ 新編ディズニーアニメランド １４ 西岡たかし:〔ほか〕構成 講談社
ひ 5862 0000173120 ひのきとひなげし 宮沢賢治 福武書店
ひ 5863 0000181883 火のくつと風のサンダル 子どもの文学・青い海シリーズ 8 ウルズラ・ウェルフェル:作 童話館出版
ひ 5864 0000024729 火の玉レストラン 怪談レストラン １１ たかいよしかず:絵 童心社
ひ 5865 0000147801 火の玉レストラン 怪談レストラン 11 たかいよしかず:絵 童心社
ひ 5866 0000149336 火の玉レストラン 怪談レストラン １１ たかいよしかず:絵 童心社
ひ 5867 0000028878 火の鳥 Ｎｏ．１ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5868 0000136937 火の鳥 No.10 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5869 0000136945 火の鳥 No.11 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5870 0000028894 火の鳥 Ｎｏ．１２ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5871 0000028860 火の鳥 Ｎｏ．２ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5872 0000028951 火の鳥 Ｎｏ．３ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5873 0000028910 火の鳥 Ｎｏ．４ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5874 0000028902 火の鳥 Ｎｏ．５ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5875 0000029025 火の鳥 Ｎｏ．６ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5876 0000028985 火の鳥 Ｎｏ．７ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5877 0000028944 火の鳥 Ｎｏ．８ 手塚治虫:著 角川書店
ひ 5878 0000028852 火の鳥 No.9 手塚治虫:著 角川書店



児童書（書名による五十音リスト）

ひ 5879 0000053777 火の昔 少年少女のための文化の話 柳田国男児童読み物集 柳田国男:〔著〕 海鳴社
ひ 5880 0000011999 ビバリーとしょかんへいく アレクサンダー・スタッドラー:作 文化出版局
ひ 5881 0000132266 ビバルディ バロック音楽を代表するイタリアの作曲家 伝記世界の作曲家 １ パム・ブラウン:著 偕成社
ひ 5882 0000039784 響き合うドラマ中学校劇演劇部 学年別・中学校劇脚本集 木村たかし:〔ほか〕編集 小峰書店
ひ 5883 0000022160 ピピとべないホタル 映画「Pipiピピとべないホタル」より ハート・アニメ絵本 1 小沢昭巳:原作 ハート出版
ひ 5884 0000006262 ビビビビビ 五味太郎:作 偕成社
ひ 5885 0000184614 ビブリオバトルへ、ようこそ! スプラッシュ・ストーリーズ 30 濱野京子:作 あかね書房
ひ 5886 0000185801 ヒマラヤに学校をつくる カネなしコネなしの僕と、見捨てられた子どもたちの挑戦 吉岡大祐:著 旬報社
ひ 5887 0000177956 ひまり2.3ミリの夏 文研じゅべにーる 大野圭子:作 文研出版
ひ 5888 0000020636 ひまわに わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ひ 5889 0000135558 ひまわにとこらら わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ひ 5890 0000145136 ひまわり 荒井真紀:文・絵 金の星社
ひ 5891 0000049833 ヒマワリ 自然たんけん 1 佐藤有恒:指導 国土社
ひ 5892 0000169441 ひまわりが咲くたびに“ふくしま”が輝いた! チームふくしま:著 ごま書房新社
ひ 5893 0000128389 ひまわりと魔法 沢木屋雛子:著 新風舎
ひ 5894 0000005306 ひまわりばたけ 石村知愛:作・絵 ひさかたチャイルド
ひ 5895 0000002469 ひまわりばたけ 石村知愛:作・絵 ひさかたチャイルド
ひ 5896 0000035352 秘密のアイドル マジカル少女レイナ ７ 石崎洋司:作 岩崎書店
ひ 5897 0000056382 ひみつのおばけえほん ポプラ社の新・小さな童話 ２４１ むらいかよ:著 ポプラ社
ひ 5898 0000188441 ヒミツのかいだん ぴっかぴかえほん 田島征三:作 小学館
ひ 5899 0000170779 ひみつのきもちぎんこうかぞくつうちょうできました ふじもとみさと:作 金の星社
ひ 5900 0000035394 ひみつのケイタイ 事件ハンターマリモ きむらゆういち:作 金の星社
ひ 5901 0000145805 秘密の島 いま読もう!韓国ベスト読みもの 3 ぺソウン:作 汐文社
ひ 5902 0000037705 秘密のスイーツ ノベルズ・エクスプレス １１ はやしまりこ:作 ポプラ社
ひ 5903 0000024422 ひみつのちかみちおしえます！ ママとパパとわたしの本 ２ ごとうりゅうじ:さく ポプラ社
ひ 5904 0000020958 秘密のとびらレストラン 怪談レストラン ３９ かとうくみこ:絵 童心社
ひ 5905 0000173492 秘密のとびらレストラン 怪談レストラン ３９ かとうくみこ:絵 童心社
ひ 5906 0000128157 秘密の花園 完訳版 フランシス＝ホジソン＝バーネット:作 学研
ひ 5907 0000182915 秘密の花園 福音館文庫 C-7 Ｆ．Ｈ．バーネット:作 福音館書店
ひ 5908 0000021709 ひみつのやくそく ママとパパとわたしの本 ２０ 古田足日:さく ポプラ社
ひ 5909 0000007542 ひめりんごの木の下で おはなし広場 安房直子:文 クレヨンハウス
ひ 5910 0000146209 百年の蝶 深月ともみ:作 岩崎書店
ひ 5911 0000138370 百まいのドレス エレナー・エスティス:作 岩波書店
ひ 5912 0000124677 ひゃくまんびきのねこ 童心社のベスト紙芝居 ガァグ:原作 童心社
ひ 5913 0000124800 ひゃくものがたりとゆうれい ブルっとふるえる!こわい日本の民話 平田昌広:文 教育画劇
ひ 5914 0000095315 ひゅーどろどろかべにゅうどう おばけとなかよし 角野栄子:作 小峰書店
ひ 5915 0000148676 びゅんびゅんごまがまわったら 絵本・ちいさななかまたち 宮川ひろ:作 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

ひ 5916 0000016204 ひょうとくさま 日本みんわ絵本 岩崎京子:ぶん ほるぷ出版
ひ 5917 0000188342 ヒョウのハチ ぴっかぴかえほん 門田隆将:ぶん 小学館
ひ 5918 0000006130 ぴょーん はじめてのぼうけん １ まつおかたつひで:作・絵 ポプラ社
ひ 5919 0000192948 ひよこ 語りかけ絵本 こがようこ:ぶん・え 大日本図書
ひ 5920 0000018408 ぴょこたんのあなあきワープめいろ ぴょこたんのゲームえほん このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5921 0000026302 ぴょこたんのおばけめいろ １ ぴょこたんのあたまのたいそう ２５ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5922 0000017798 ぴょこたんのきょうりゅうワープめいろ ぴょこたんのゲームえほん ３ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5923 0000167049 ぴょこたんのなぞなぞ一ねんせい ぴょこたんのあたまのたいそう 23 このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5924 0000183442 ぴょこたんのなぞなぞめいろ500 このみひかる:作 あかね書房
ひ 5925 0000020446 ぴょこたんのまちがいえさがし １ ぴょこたんのあたまのたいそう ２４ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5926 0000020404 ぴょこたんのまちがいえさがし ２ ぴょこたんのあたまのたいそう ２９ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5927 0000167072 ぴょこたんのまちがいえさがし 3 ぴょこたんのあたまのたいそう 31 このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5928 0000021436 ぴょこたんのまちがいえさがし一ねんせい ぴょこたんのあたまのたいそう ３３ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5929 0000020529 ぴょこたんのめいろあそび １ ぴょこたんのあたまのたいそう １２ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5930 0000067736 ぴょこたんのめいろあそび ２ ぴょこたんのあたまのたいそう １３ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5931 0000167098 ぴょこたんのめいろあそび 2 ぴょこたんのあたまのたいそう 13 このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5932 0000163634 ぴょこたんのめいろあそび ３ ぴょこたんのあたまのたいそう １４ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5933 0000021527 ぴょこたんのめいろあそび ５ ぴょこたんのあたまのたいそう １９ このみひかる:作・絵 あかね書房
ひ 5934 0000100818 ひよこちゃん 童心社のベスト紙芝居 チュコフスキー:原作 童心社
ひ 5935 0000131300 ひよこのアーサーがきえた！ ナサニエル・ベンチリー:文 文化学園文化出版局
ひ 5936 0000010405 ぴよちゃんとはりねずみ いりやまさとし:さく・え 学研
ひ 5937 0000000166 ぴよぴよぴよ 福音館 あかちゃんの絵本 平野剛:さく 福音館書店
ひ 5938 0000011429 ひょろのっぽくん わくわくたべものおはなしえほん ８ かとうまふみ:さく・え 農山漁村文化協会
ひ 5939 0000151175 ぴょんぴょんぼたもち 日本のユーモア民話 高木あきこ:脚色 教育画劇
ひ 5940 0000006890 ひらがなどうぶつえん えほん・こどもとともに 関根栄一:詩 小峰書店
ひ 5941 0000188938 ひらひらホッホロ どうぶつこんにちは!:年少向けかみしばい 津田真一:脚本 童心社
ひ 5942 0000020172 ヒラベッタイ・ザウルスうまれるよ？！ えほんのもり ささきたかし:文 文研出版
ひ 5943 0000189555 ひらめき!おもしろ!なぞなぞ大百科 なぞなぞ研究所:編著 西東社
ひ 5944 0000044578 ひらめき！たんていクイズ ようちえん なぞなぞ＆ゲーム王国 ３４ 小野寺ぴりり紳:作 ポプラ社
ひ 5945 0000172155 びりっかすの神さま 偕成社文庫 2096 岡田淳:作 偕成社
ひ 5946 0000165894 びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田淳:作・絵 偕成社
ひ 5947 0000023010 びりのきもち 阪田寛夫:詩 童話館出版
ひ 5948 0000063800 ピリンポリン 西巻かな
ひ 5949 0000124826 ひるとよるがはんぶんずつの日 あたらしい行事紙芝居 第3集 小春久一郎:作 教育画劇
ひ 5950 0000051169 ビルマの竪琴 アイドルブックス 7 竹山道雄:著 ポプラ社
ひ 5951 0000094722 ビルマの竪琴 アニメ日本の名作 7 竹山道雄:原作 金の星社
ひ 5952 0000187120 ヒロシマ消えたかぞく ポプラ社の絵本 67 指田和:著 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

ひ 5953 0000035113 ヒロシマのいのちの水 えほんのもり 指田和:文 文研出版
ひ 5954 0000039495 ヒロシマのうた 新選・子どもの文学 ２１ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
ひ 5955 0000015248 ひろしまのエノキ 長崎源之助:作 童心社
ひ 5956 0000138412 ひろしまのエノキ 長崎源之助:作 童心社
ひ 5957 0000014126 ひろしまのピカ 記録のえほん １ 丸木俊:え・文 小峰書店
ひ 5958 0000185983 ビワイチ! 自転車で琵琶湖一周 文研じゅべにーる 横山充男:作 文研出版
ひ 5959 0000018556 ピンクのぞうをしらないか 佐々木マキ:作 絵本館
ひ 5960 0000168476 ピンポーン!おとどけものでーす! 教育画劇のかみしばい 藤巻吏絵:作 教育画劇
ひ 5961 0000028597 光とともに… 1 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5962 0000030916 光とともに… １０ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5963 0000028506 光とともに… １１ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5964 0000028498 光とともに… １２ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5965 0000030924 光とともに… １３ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5966 0000030841 光とともに… １５ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5967 0000028589 光とともに… 2 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5968 0000028548 光とともに… 3 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5969 0000028571 光とともに… ４ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5970 0000028530 光とともに… ５ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5971 0000028613 光とともに… ６ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5972 0000028563 光とともに… ７ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5973 0000030882 光とともに… ８ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5974 0000030908 光とともに… ９ 戸部けいこ:著 秋田書店
ひ 5975 0000139303 光の子がおりてきた ポーラ・フォックス:作 金の星社
ひ 5976 0000136119 光をかかげた人たち ひとり読みと読みきかせのための心を育てる偉人のお話 1 西本鶏介:編・著 ポプラ社
ひ 5977 0000031237 光をかかげた人たち ひとり読みと読みきかせのための心を育てる偉人のお話 ３ 西本鶏介:編・著 ポプラ社
ひ 5978 0000184572 光をくれた犬たち盲導犬の一生 ノンフィクション知られざる世界 今西乃子:著 金の星社
ふ 5979 0000147983 ファーガス・クレインと空飛ぶ鉄の馬 ファニー・アドベンチャー ポール・スチュワート:作 ポプラ社
ふ 5980 0000040170 ファースト・ラヴ ヤング・アダルト文庫 １３ 越水利江子:著 岩崎書店
ふ 5981 0000026047 ファーディのはる ジュリア・ローリンソン:さく 理論社
ふ 5982 0000128710 ファーブル おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 １９ 砂田弘:文 ポプラ社
ふ 5983 0000052043 ファーブル 虫のことばを聞いた詩人 小学館版学習まんが人物館 三木卓:監修 小学館
ふ 5984 0000024695 ファインディング・ニモ 新編ディズニーアニメランド ２２ 斎藤妙子:構成 講談社
ふ 5985 0000041723 フィギュア☆ドリーム 1 リア・チェリ:著 メディアファクトリー
ふ 5986 0000125203 ブーくんのおいもほり 行事!いっしょにあてようどっちかな? 田中伸介:作・絵 教育画劇
ふ 5987 0000131896 ブーゲンビリアの咲く町で 現代・創作児童文学 山田もと:著 金の星社
ふ 5988 0000015040 ふうことどんどやき 創作えほん 17 いぬいとみこ:・さく 偕成社
ふ 5989 0000020545 プーさんと大あらし 新編ディズニーアニメランド １１ 三石宏文:〔ほか〕構成 講談社



児童書（書名による五十音リスト）

ふ 5990 0000007682 ふうせんクジラ わたなべゆういち:作・絵 佼成出版社
ふ 5991 0000026526 ふうせんくまくん 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
ふ 5992 0000030262 ふうせんのはか さだまさし:作 くもん出版
ふ 5993 0000020123 ふうたのかぜまつり 新あかね幼年どうわ ２０ あまんきみこ:作 あかね書房
ふ 5994 0000025155 ふうたのはなまつり あまんきみこ:作 あかね書房
ふ 5995 0000131805 ふうたのほしまつり 新あかね幼年どうわ １４ あまんきみこ:作 あかね書房
ふ 5996 0000131847 ふうたのほしまつり 新あかね幼年どうわ １４ あまんきみこ:作 あかね書房
ふ 5997 0000036715 ブータンの朝日に夢をのせて ヒマラヤの王国で真の国際協力をとげた西岡京治の物語 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ ２５ 木暮正夫:作 くもん出版
ふ 5998 0000001545 ぶーちゃんとおにいちゃん 島田ゆか:著 白泉社
ふ 5999 0000117168 ふうちゃんのそり 紙芝居ベストセレクション 第1集 神沢利子:脚本 童心社
ふ 6000 0000030510 ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野綾子:作 ひくまの出版
ふ 6001 0000137570 ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野綾子:作 ひくまの出版
ふ 6002 0000063859 ぶーぶー じどうしゃ 山本忠敬
ふ 6003 0000062810 ぶーぶーじどうしゃ ０．１．２．えほん 山本忠敬:さく 福音館書店
ふ 6004 0000185660 ぶぅぶぅママ 小路智子:作 ＢＬ出版
ふ 6005 0000026211 ぷーらりさんと１ねんせい ぴかぴか童話 １８ 角野栄子:さく ポプラ社
ふ 6006 0000036210 プールにすむ河童の謎 緑川事件簿 ミステリー・ＢＯＯＫＳ 緑川聖司:作 小峰書店
ふ 6007 0000035436 フェアリーたちの魔法の夜 ポプラ物語館 ３６ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
ふ 6008 0000138545 フェドーラばあさんおおよわり コルネイ・チュコフスキーの絵本 Ｋ．チュコフスキー:作 偕成社
ふ 6009 0000059790 部活動レベルアップガイドサッカー部 山田雅一:監修 汐文社
ふ 6010 0000046789 部活動レベルアップガイド吹奏楽部 中野智美:文・イラスト 汐文社
ふ 6011 0000151977 部活動レベルアップガイドバスケットボール部 竹田哲:文 汐文社
ふ 6012 0000059774 部活動レベルアップガイドバレーボール部 秋山浩子:文 汐文社
ふ 6013 0000059782 部活動レベルアップガイド野球部 松田正:文 汐文社
ふ 6014 0000168302 不可能とは、可能性だ パラリンピック金メダリスト新田佳浩の挑戦 ノンフィクション知られざる世界 笹井恵里子:著 金の星社
ふ 6015 0000015222 ぷかぷか 石井聖岳:作 ゴブリン書房
ふ 6016 0000172833 深谷式はじめての名作辞書引きドリル 小学1・2年生 脳育チャレンジ 深谷圭助:著 幻冬舎エデュケーション
ふ 6017 0000005082 ふき えほん・ハートランド ２３ 斎藤隆介:作 岩崎書店
ふ 6018 0000035345 不吉なアニメーション マジカル少女レイナ 6 石崎洋司:作 岩崎書店
ふ 6019 0000021063 ぶきみな音レストラン 怪談レストラン ３８ たかいよしかず:絵 童心社
ふ 6020 0000073155 ぶきみな音レストラン 怪談レストラン ３８ たかいよしかず:絵 童心社
ふ 6021 0000036822 武器より一冊の本をください 少女マララ・ユスフザイの祈り ヴィヴィアナ・マッツァ:著 金の星社
ふ 6022 0000053926 福沢諭吉 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 15 浜野卓也:文 ポプラ社
ふ 6023 0000047191 福祉にかかわる仕事 理学療法士 社会福祉士 介護福祉士 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版
ふ 6024 0000171553 福島県の民話 安達ヶ原のおにばばほか 県別ふるさとの民話 10 福島県 日本児童文学者協会:編 偕成社
ふ 6025 0000171546 福島県の民話 安達ヶ原のおにばばほか 県別ふるさとの民話 10 福島県 日本児童文学者協会:編 偕成社
ふ 6026 0000169698 ふくしまの子ども 酒井祥二



児童書（書名による五十音リスト）

ふ 6027 0000169433 福島ひまわり里親プロジェクト物語 チームふくしまの軌跡 田原　実 株式会社しまや出版
ふ 6028 0000030619 福の神になった少年 仙台四郎の物語 丘修三:作 佼成出版社
ふ 6029 0000125146 ふくはうちおにはうち いしばししずこ:作 教育画劇
ふ 6030 0000125096 ふくはうちおにもうち 紙芝居ベストセレクション 第1集 藤田勝治:脚本・画 童心社
ふ 6031 0000133181 福原愛物語 スポーツのニューヒロイン 2 本郷陽二:編 汐文社
ふ 6032 0000039925 フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ:著 あすなろ書房
ふ 6033 0000054510 ふしぎ!なぜ?大図鑑 宇宙編
ふ 6034 0000009209 ふしぎなあおいバケツ 絵本の時間 ５ なりたまさこ:作・絵 ポプラ社
ふ 6035 0000132787 ふしぎな青いボタン ひくまの出版幼年絵本シリーズ 安房直子:作 ひくまの出版
ふ 6036 0000190660 ふしぎないどうどうぶつえん くさのたき:作 金の星社
ふ 6037 0000187682 ふしぎなえ 安野光雅:さく 福音館書店
ふ 6038 0000027565 ふしぎなエレベーター パウル・マール:文 ほるぷ出版
ふ 6039 0000029991 ふしぎなかぎばあさん あたらしい創作童話 ６ 手島悠介:作 岩崎書店
ふ 6040 0000168112 ふしぎなカサやさん 新しいえほん みやにしたつや:作絵 金の星社
ふ 6041 0000038752 ふしぎな木の実の料理法 こそあどの森の物語 岡田淳:作 理論社
ふ 6042 0000023424 ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん みやにしたつや:作絵 金の星社
ふ 6043 0000028027 ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん みやにしたつや:作絵 金の星社
ふ 6044 0000187260 ふしぎなコウモリガサ なのだのノダちゃん 如月かずさ:作 小峰書店
ふ 6045 0000018200 ふしぎなさーかす 安野光雅:さく・え 福音館書店
ふ 6046 0000187435 フシギなさかな ヒメタツのひみつ 尾﨑たまき:写真・文 新日本出版社
ふ 6047 0000016360 ふしぎな島のフローネ 家族ロビンソン漂流記 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
ふ 6048 0000018481 ふしぎなたいこ にほんむかしばなし 岩波の子どもの本 石井桃子:ぶん 岩波書店
ふ 6049 0000148528 ふしぎなたけのこ こどものとも絵本 松野正子:さく 福音館書店
ふ 6050 0000028043 ふしぎなタネやさん 新しいえほん みやにしたつや:作絵 金の星社
ふ 6051 0000145367 ふしぎなたまご 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
ふ 6052 0000010835 ふしぎなでまえ 講談社の創作絵本 かがくいひろし:作 講談社
ふ 6053 0000022525 ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サイモン・ジェームズ:さく 評論社
ふ 6054 0000003194 ふしぎなナイフ 中村牧江林健造福田隆義
ふ 6055 0000151142 ふしぎなのらネコ くさのたき:作 金の星社
ふ 6056 0000021295 ふしぎなぼうしやさん うさぎのおみせやさん １ 岡野薫子:作 ポプラ社
ふ 6057 0000034843 ふしぎなぼうしやさん うさぎのおみせやさん １ 岡野薫子:作 ポプラ社
ふ 6058 0000158261 ふしぎなやまびこしゃしんかん 中島和子:作 金の星社
ふ 6059 0000009530 ふしぎの海のナディア 下 徳間アニメ絵本 ８ 徳間書店
ふ 6060 0000009548 ふしぎの海のナディア 上 徳間アニメ絵本 ７ 徳間書店
ふ 6061 0000018382 ふしぎのおうちはドキドキなのだ えほんとなかよし ８ 武田美穂:作・絵 ポプラ社
ふ 6062 0000048942 ふしぎのおうちはドキドキなのだ えほんとなかよし ８ 武田美穂:作・絵 ポプラ社
ふ 6063 0000038802 不思議の風ふく島 飯田さんの運転日誌 文学の森 竹内もと代:作 小峰書店



児童書（書名による五十音リスト）

ふ 6064 0000021683 ふしぎの国のアリス ディズニーアニメ小説版 １５ 〔ルイス・キャロル:原作〕 偕成社
ふ 6065 0000088054 ふしぎの国の誘拐事件 マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン:著

ふ 6066 0000035642 ふしぎの国のレイチェル エミリー・ロッダ:著 あすなろ書房
ふ 6067 0000146175 ふしぎの時間割 偕成社おたのしみクラブ 岡田淳:作絵 偕成社
ふ 6068 0000165852 ふしぎの時間割 偕成社おたのしみクラブ 岡田淳:作絵 偕成社
ふ 6069 0000035956 ふしぎの森のヤーヤー思い出のたんじょう日 内田麟太郎:作 金の星社
ふ 6070 0000137745 ふしぎの森のヤーヤーなみだのひみつ 内田麟太郎:作 金の星社
ふ 6071 0000131060 ふしぎふにゃふにゃフランケン いのちのえほん １ 立花尚之介:作・絵 岩崎書店
ふ 6072 0000003632 ふしぎもりのようふくやさん 絵本のぼうけん ２ ささきようこ:作・絵 ポプラ社
ふ 6073 0000143602 ふじさんファミリー 新しいえほん みやにしたつや:作絵 金の星社
ふ 6074 0000017665 ぶたイヌくんってなんてなく? とびだししかけえほんシリーズ キース・モアビーク:さく 大日本絵画
ふ 6075 0000043018 ふたごのがちょうグーとスー ハンナのすてきなホテル １ マーク・バージェス:作 金の星社
ふ 6076 0000020917 ふたごのクマクマ 岡林ちひろ:文 長崎出版
ふ 6077 0000172403 ふたごのたこたこウィンナー 林木林:作 ひさかたチャイルド
ふ 6078 0000117184 ふたごのねずみネズくん!ミーちゃん! 年少版はじめての行事かみしばい 冬野いちこ:作画 教育画劇
ふ 6079 0000013565 ふたごのひよちゃんぴよちゃんはじめてのすべりだい バレリー・ゴルバチョフ:作・絵 徳間書店
ふ 6080 0000009381 ふたごのひよちゃんぴよちゃんはじめてのようちえん バレリー・ゴルバチョフ:作・絵 徳間書店
ふ 6081 0000136986 双子の星 日本の童話名作選 宮沢賢治:作 偕成社
ふ 6082 0000144840 ふたごの魔法つかいガラスの城 川北亮司:作 童心社
ふ 6083 0000034942 ふたごの魔法つかい月光の森 川北亮司:作 童心社
ふ 6084 0000034967 ふたごの魔法つかい空のウサギ 川北亮司:作 童心社
ふ 6085 0000163683 ふたごの魔法つかい虹色の花 川北亮司:作 童心社
ふ 6086 0000034926 ふたごの魔法つかい人魚のうた 川北亮司:作 童心社
ふ 6087 0000145516 ふたごの魔法つかい光る船 川北亮司:作 童心社
ふ 6088 0000045443 ふたごの魔法つかい魔法のかがみ 川北亮司:作 童心社
ふ 6089 0000035071 ふたごの魔法つかい魔法のタネ 川北亮司:作 童心社
ふ 6090 0000151191 ふたごの魔法つかい女神の星 川北亮司:作 童心社
ふ 6091 0000045476 ふたごの魔法つかい夢じかん 川北亮司:作 童心社
ふ 6092 0000003038 ぶたたことんだ えほん・ハートランド 4 つるみまさお:作 岩崎書店
ふ 6093 0000148189 ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる:著 こぐま社
ふ 6094 0000177816 ふたつのゆびきりげんまん おはなしだいすき そうまこうへい:作 小峰書店
ふ 6095 0000021857 ぶたのたね 佐々木マキ:作・絵 絵本館
ふ 6096 0000008292 ぶたぶたくんのおかいもの こどものとも傑作集 ８１ 土方久功:さく　え 福音館書店
ふ 6097 0000023465 ブタヤマさんたらブタヤマさん えほんのもり 長新太:さく 文研出版
ふ 6098 0000024455 ふたり 福田隆浩:著 講談社
ふ 6099 0000149427 ふたり ミーナ、中国へ アンナ・ヘグルンド:作 ほるぷ出版
ふ 6100 0000041988 ふたりだけの雪合戦 新選・子どもの文学 ８ 日本児童文学者協会:編 小峰書店



児童書（書名による五十音リスト）

ふ 6101 0000168229 ふたりのカミサウルス スプラッシュ・ストーリーズ 28 平田昌広:作 あかね書房
ふ 6102 0000145334 ふたりのさっちゃん 文研の創作えどうわ 福田岩緒:作・絵 文研出版
ふ 6103 0000130690 二人の小さな家 世界傑作童話シリーズ シーリア・ウィルキンズ:作 福音館書店
ふ 6104 0000014365 ふたりのにんじゅつつかい 学研カラー絵ばなし 前川康男:ぶん 学研
ふ 6105 0000027342 ふたりはいっしょ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6106 0000181693 ふたりはいっしょ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6107 0000027326 ふたりはいつも アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6108 0000181685 ふたりはいつも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6109 0000013599 ふたりはいつもともだち 絵本のおくりもの もいちくみこ:作 金の星社
ふ 6110 0000092460 ふたりはおばけのふたご!? ポプラ社の新・小さな童話 295 むらいかよ:著 ポプラ社
ふ 6111 0000027359 ふたりはきょうも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6112 0000181669 ふたりはきょうも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6113 0000187211 ふたりはとっても本がすき! おはなしだいすき 如月かずさ:作 小峰書店
ふ 6114 0000027334 ふたりはともだち アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6115 0000181677 ふたりはともだち アーノルド・ローベル:作 文化出版局
ふ 6116 0000014753 ふたりはふたご 田島征彦:作 くもん出版
ふ 6117 0000168492 ふつうでんしゃのでんしゃくん 教育画劇のかみしばい ｔｈｅ　ｒｏｃｋｅｔ　ｇｏｌｄ　ｓｔａｒ:文 教育画劇
ふ 6118 0000026922 ブッダ 1 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 6119 0000026948 ブッダ 2 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 6120 0000026914 ブッダ 3 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 6121 0000026906 ブッダ 4 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 6122 0000026880 ブッダ 7 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 6123 0000026872 ブッダ 8 潮ライブラリー 手塚治虫:著 潮出版社
ふ 6124 0000068775 ふってきました 講談社の創作絵本 もとしたいづみ:文 講談社
ふ 6125 0000003681 ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 ３ 神沢利子:作 ポプラ社
ふ 6126 0000148924 プッポコとペッポコ 「こどものとも」人気作家のかくれた名作１０選 岸田衿子:さく 福音館書店
ふ 6127 0000003442 ふとりすぎですよサンタさん えほん・ドリームランド ２７ さくらともこ:作 岩崎書店
ふ 6128 0000027573 ふなっしーのおはなっしー ふなっしーの絵本 ふなっしー:さく パルコエンタテインメント事業部

ふ 6129 0000149781 ぶなぶなもりであまやどり わくわく幼年どうわ 11 高橋たまき:作 あかね書房
ふ 6130 0000030296 ぶなぶなもりのくまばあば わくわく幼年どうわ ４ 高橋たまき:作 あかね書房
ふ 6131 0000039438 吹雪のあとで ハートランド物語 ５ ローレン・ブルック:著 あすなろ書房
ふ 6132 0000018895 ふぶきのあとに 小泉るみ子四季のえほん ２ 小泉るみ子:作・絵 ポプラ社
ふ 6133 0000019455 プフとユピーのクリスマス カロリーヌプチえほん ピエール・プロブスト:さく ＢＬ出版
ふ 6134 0000135046 ふふふんへへへんぽん！ もっといいこときっとある モーリス・センダック:さく 富山房
ふ 6135 0000178004 ふまんがあります わたしのえほん ヨシタケシンスケ:作・絵 ＰＨＰ研究所
ふ 6136 0000009357 ふゆじたくのおみせ 日本傑作絵本シリーズ ふくざわゆみこ:さく 福音館書店
ふ 6137 0000063941 ふゆのき ふりや　なな



児童書（書名による五十音リスト）

ふ 6138 0000134932 冬の星座ものがたり たのしい星座ものがたり ４ 瀬川昌男:著 小峰書店
ふ 6139 0000181198 ふゆのむしとり?! ほるぷ創作絵本 はたこうしろう:作 ほるぷ出版
ふ 6140 0000013961 ふゆのよるのおくりもの えほんとなかよし ６ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
ふ 6141 0000124586 冬のわらたば こわいこわーいおはなし 津谷タズ子:脚本 童心社
ふ 6142 0000148155 ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集 富成忠夫:写真 福音館書店
ふ 6143 0000053702 ぷよぷよたまごをつくろう はじめての・じっけん・あそび 1 左巻健男:著 汐文社
ふ 6144 0000054403 ブラキオサウルス 恐竜王国 2 ファビオ　マルコ　ダラ　ヴェッキア:文 ポプラ社
ふ 6145 0000187328 プラスチック惑星・地球 シリーズ自然いのちひと 20 藤原幸一:写真と文 ポプラ社
ふ 6146 0000027060 ブラック・ジャック 1 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6147 0000027003 ブラック・ジャック 10 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6148 0000027144 ブラック・ジャック 11 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6149 0000027136 ブラック・ジャック 12 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6150 0000027128 ブラック・ジャック 13 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6151 0000027110 ブラック・ジャック 14 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6152 0000027102 ブラック・ジャック 15 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6153 0000027094 ブラック・ジャック 16 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6154 0000027052 ブラック・ジャック 17 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6155 0000027078 ブラック・ジャック 2 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6156 0000027086 ブラック・ジャック 3 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6157 0000088211 ブラック・ジャック 7 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6158 0000027037 ブラック・ジャック 8 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6159 0000027045 ブラック・ジャック 9 手塚治虫:著 秋田書店
ふ 6160 0000161943 ぶららんこ 鈴木のりたけ:作・絵 ＰＨＰ研究所
ふ 6161 0000125039 フランケンシュタイン こわいぞ!世界のモンスター 岩倉千春:脚本 童心社
ふ 6162 0000040667 フランケンシュタイン 世界こわい話ふしぎな話傑作集 1 イギリス編 Ｍ・シェリー:原作 金の星社
ふ 6163 0000013748 ぶらんこギーコイコイコイ 学研おはなし絵本 角野栄子:作 学研教育出版
ふ 6164 0000047308 フランスのごはん 絵本世界の食事 1 銀城康子:文 農山漁村文化協会
ふ 6165 0000170720 フランダースの犬 アニメ版 ウィーダ:原作 金の星社
ふ 6166 0000016642 フランダースの犬 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
ふ 6167 0000161810 フランダースの犬 徳間アニメ絵本 36 ルイズ・ド・ラ・ラメー:原作 徳間書店
ふ 6168 0000024315 ふりかけの神さま おはなしドロップシリーズ 令丈ヒロ子:さく 佼成出版社
ふ 6169 0000007740 ぶりっぺ　すかっぺ おならのえほん 村上八千世:文 ほるぷ出版
ふ 6170 0000013953 フリフリ サラ・マクメナミー:さく ＢＬ出版
ふ 6171 0000039842 プリンセス・プロジェクト ケイト・ブライアン:作 理論社
ふ 6172 0000040659 古い屋敷に残された話 世界こわい話ふしぎな話傑作集 19 アイルランド編 レ・ファニュ:原作 金の星社
ふ 6173 0000022756 フルーツ島のわんぱくパイレーツ 星のベイビーサーカス きのひなた:ぶん 星の環会
ふ 6174 0000187203 フルーツふれんずスイカちゃん 村上しいこ:作 あかね書房



児童書（書名による五十音リスト）

ふ 6175 0000137315 フルート吹きレオさんの犬 とっておきの動物ものがたり 石川良子:作 理論社
ふ 6176 0000033308 プルーと満月のむこう スプラッシュ・ストーリーズ ３ たからしげる:作 あかね書房
ふ 6177 0000011627 ブルートレインほくとせい のりものえほん 関根栄一:ぶん 小峰書店
ふ 6178 0000063545 ブルーナのあいうえお 〔１〕 ブルーナの１歳からの本 １ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6179 0000063446 ブルーナのあいうえお 〔２〕 ブルーナの１歳からの本 ２ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6180 0000063438 ブルーナのあいうえお 〔３〕 ブルーナの１歳からの本 ３ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6181 0000063370 ブルーナのおおい・すくない ブルーナの１歳からの本 １０ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6182 0000063529 ブルーナのおおきい・ちいさい ブルーナの１歳からの本 １１ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6183 0000063503 ブルーナのかず１・２・３ ブルーナの１歳からの本 ６ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6184 0000148460 ブルーナのこれなあに 1 ブルーナの1歳からの本 8 ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6185 0000063552 ブルーナのこれなあに ２ ブルーナの１歳からの本 ９ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6186 0000063537 ブルーナのどうぶつ １ ブルーナの１歳からの本 ４ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6187 0000063420 ブルーナのどうぶつ ２ ブルーナの１歳からの本 ５ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6188 0000063511 ブルーナのどんなかたち ブルーナの１歳からの本 ７ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
ふ 6189 0000148247 ブルーバック ティム・ウィントン:作 さ・え・ら書房
ふ 6190 0000093948 ブルーベリーの絵本 そだててあそぼう 31 たまだたかと:へん 農山漁村文化協会
ふ 6191 0000007518 ブルくんダンプくん 谷真介:作 偕成社
ふ 6192 0000190801 故郷の味は海をこえて 「難民」として日本に生きる ポプラ社ノンフィクション 37 安田菜津紀:著・写真 ポプラ社
ふ 6193 0000132092 ふるさとを感じるあそび事典 したい・させたい原体験３００集 山田卓三:編 農山漁村文化協会
ふ 6194 0000027755 ブルドーザーのガンバ のりものストーリー ２ 鶴見正夫:作 偕成社
ふ 6195 0000013250 プルプルのたまご スピカみんなのえほん １１ 塩田守男:さくえ 教育画劇
ふ 6196 0000015305 ふるやのもり 日本みんわ絵本 今村泰子:ぶん ほるぷ出版
ふ 6197 0000015321 ブレーメンのおんがくたい グリム童話 世界傑作絵本シリーズ グリム:〔原作〕 福音館書店
ふ 6198 0000023317 ブレーメンのおんがくたい グリム童話 世界傑作絵本シリーズ グリム:〔原作〕 福音館書店
ふ 6199 0000012054 ブレーメンのおんがくたい グリム童話より ノッポさんのえほん ６ グリム:〔原作〕 世界文化社
ふ 6200 0000019133 ブレーメンの楽隊 グリム童話 児童図書館・絵本の部屋 スベン・オットー:え 評論社
ふ 6201 0000151993 プレゼント おとたけひろただ:ぶん 中央法規出版
ふ 6202 0000056432 プレゼントはおばけのくに！ ポプラ社の新・小さな童話 ２１７ むらいかよ:著 ポプラ社
ふ 6203 0000022061 プレゼントをさがしていると 文研の創作えどうわ 49 柴田晋吾:作 文研出版
ふ 6204 0000149260 フレディ ２ 旺文社創作児童文学 ディートロフ・ライヒェ:作 旺文社
ふ 6205 0000035980 フレディ ３ 旺文社創作児童文学 ディートロフ・ライヒェ:作 旺文社
ふ 6206 0000144154 フレディ ４ 旺文社創作児童文学 ディートロフ・ライヒェ:作 旺文社
ふ 6207 0000035501 フレディ ５ 旺文社創作児童文学 ディートロフ・ライヒェ:作 旺文社
ふ 6208 0000045641 フレディ 世界でいちばんかしこいハムスター 旺文社創作児童文学 ディートロフ・ライヒェ:作 旺文社
ふ 6209 0000145532 フレデリック ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオニ:作 好学社
ふ 6210 0000035782 プロイ ＨＩＶ母子感染孤児プロイへの手紙 シリーズ自然いのちひと １０ 会田法行:写真・文 ポプラ社
ふ 6211 0000095182 ブロード街の12日間 デボラ・ホプキンソン:著 あすなろ書房



児童書（書名による五十音リスト）

ふ 6212 0000024679 ふわふわふとん こどものとも傑作集 カズコ・Ｇ．ストーン:さく 福音館書店
ふ 6213 0000165860 フングリコングリ 図工室のおはなし会 岡田淳:作・絵 偕成社
ふ 6214 0000046425 ブンダバー 10 ポプラの木かげ 23 くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6215 0000046318 ブンダバー 2 ポプラの木かげ 10 くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6216 0000052126 ブンダバー ３ ポプラの木かげ １２ くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6217 0000046326 ブンダバー 4 ポプラの木かげ 13 くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6218 0000052167 ブンダバー ６ ポプラの木かげ １６ くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6219 0000046466 ブンダバー 7 ポプラの木かげ 18 くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6220 0000046458 ブンダバー 8 ポプラの木かげ 19 くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6221 0000046417 ブンダバー 9 ポプラの木かげ 20 くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6222 0000046300 ブンダバー ポプラの木かげ 5 くぼしまりお:作 ポプラ社
ふ 6223 0000169938 奮闘するたすく まはら三桃:著 講談社
ふ 6224 0000124313 ぶんぶくちゃがま 紙芝居むかしばなし 第1集 筒井敬介:文 教育画劇
ふ 6225 0000016931 ぶんぶくちゃがま 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー ８ 岡本一郎:文 フレーベル館
へ 6226 0000007245 平原の家から たかのあつこ:さく・え ブックローン出版
へ 6227 0000036954 兵士ピースフル マイケル・モーパーゴ:著 評論社
へ 6228 0000017863 へいわってどんなこと？ 日・中・韓平和絵本 浜田桂子:作 童心社
へ 6229 0000132803 平和の種をまく ボスニアの少女エミナ いのちのえほん 18 大塚敦子:写真・文 岩崎書店
へ 6230 0000117259 平和のちかい 「原爆の子」より 平和かみしばい 稲庭桂子:脚本 童心社
へ 6231 0000187153 平和のバトン 広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶 弓狩匡純:著 くもん出版
へ 6232 0000143859 ベートーベン おもしろくてやくにたつ　子どもの伝記５ 加藤純子 ポプラ社
へ 6233 0000180281 ベートーベン 古典派音楽を完成したドイツの作曲家 伝記世界の作曲家 4 パム・ブラウン:著 偕成社
へ 6234 0000170944 ペーパープレーン ブルーバトンブックス スティーブ・ワーランド:作 小峰書店
へ 6235 0000042150 ペギー・スー 赤いジャングルと秘密の学校 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6236 0000132290 ペギー・スー 宇宙の果ての惑星怪物 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6237 0000149070 ペギー・スー 黒い城の恐ろしい謎 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6238 0000030338 ペギー・スー 幸福を運ぶ魔法の蝶 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6239 0000046441 ペギー・スー 蜃気楼の国へ飛ぶ セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6240 0000132308 ペギー・スー ドラゴンの涙と永遠の魔法 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6241 0000042218 ペギー・スー 魔法にかけられた動物園 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6242 0000042184 ペギー・スー 魔法の瞳をもつ少女 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6243 0000042192 ペギー・スー 魔法の星の嫌われ王女 セルジュ・ブリュソロ:著 角川書店
へ 6244 0000207282 壁面おり紙スペシャルＢＯＯＫ キュートなおり紙でつくる教室飾り 山口真:著 いかだ社
へ 6245 0000188805 へっこきへのた 苅田澄子:文 文溪堂
へ 6246 0000125013 へっこきよめ 日本のユーモア民話 香山美子:脚色 教育画劇
へ 6247 0000038687 ペニーさん マリー・ホール・エッツ:作・絵 徳間書店
へ 6248 0000182246 ペニーさん マリー・ホール・エッツ:作・絵 徳間書店



児童書（書名による五十音リスト）

へ 6249 0000182253 ペニーさんと動物家族 マリー・ホール・エッツ:作・絵 徳間書店
へ 6250 0000182261 ペニーさんのサーカス マリー・ホール・エッツ:作・絵 徳間書店
へ 6251 0000031419 ベネチアと金のライオン マジック・ツリーハウス １９ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
へ 6252 0000022988 ペネロペまきばへいく たのしいしかけえほん アン・グットマン:ぶん 岩崎書店
へ 6253 0000017624 ペネロペゆきあそびをする たのしいしかけえほん アン・グットマン:ぶん 岩崎書店
へ 6254 0000017327 ペネロペようちえんへいく たのしいしかけえほん アン・グットマン:ぶん 岩崎書店
へ 6255 0000038513 ペパーミントの小さな魔法 ポプラ物語館 １５ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
へ 6256 0000004366 へびくんのおさんぽ たんぽぽえほんシリーズ いとうひろし:作・絵 鈴木出版
へ 6257 0000005132 へびくんのおさんぽ たんぽぽえほんシリーズ いとうひろし:作・絵 鈴木出版
へ 6258 0000006254 へびくんはらぺこ オックスフォードえほんシリーズ ２６ ブライアン・ワイルドスミス:さく・え らくだ出版
へ 6259 0000008284 へびのクリクター トミー・ウンゲラー:作 文化出版局
へ 6260 0000023853 ペペがたたかう きょうりゅうペペのぼうけん ５ ヒサクニヒコ:さく・え 草炎社
へ 6261 0000024737 べべべんべんとう さいとうしのぶ:作絵 教育画劇
へ 6262 0000177139 ヘラクレス ディズニーアニメ小説版 ９ デュボウスキー:作 偕成社
へ 6263 0000037846 ペリー・メイスン 叫ぶツバメ事件 世界の名探偵 ７ Ｅ．Ｓ．ガードナー:作 岩崎書店
へ 6264 0000036913 ベルおばさんが消えた朝 ルース・ホワイト:作 徳間書店
へ 6265 0000022806 ヘルシー家のおひさま日記 鈴木まもる:作・絵 金の星社
へ 6266 0000019281 ベルナのおねえさんきねんび えほん盲導犬ベルナ 1 ぐんじななえ:さく ハート出版
へ 6267 0000177634 ベルナルさんのぼうし いまいあやの:作 ＢＬ出版
へ 6268 0000019901 ベルベットうさぎのなみだ マージェリィ・ウィリアムズ:原作 ＢＬ出版
へ 6269 0000022285 ペレのあたらしいふく 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ:さく・え 福音館書店
へ 6270 0000146373 ヘレン、ようこそどうぶつえんへ マーガレット・ブロイ・グレアム:さく・え キッズメイト
へ 6271 0000128793 ヘレン・ケラー おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 ７ 砂田弘:文 ポプラ社
へ 6272 0000051672 ヘレン・ケラー 暗闇から光を投げかけた愛の天使 小学館版学習まんが人物館 加覧俊吉:監修 小学館
へ 6273 0000051615 ヘレン・ケラー 三重苦をのりこえた愛の人 児童伝記シリーズ 6 徳永寿美子:著 偕成社
へ 6274 0000029348 ペローの青ひげ 講談社の翻訳絵本 シャルル・ペロー:文 講談社
へ 6275 0000156448 ペロー昔話・寓話集 シャルル・ペロー:作 西村書店
へ 6276 0000147728 ベロ出しチョンマ 理論社名作の愛蔵版 斎藤隆介:作 理論社
へ 6277 0000063982 ぺろぺろりん 小野寺悦子林なつこ
へ 6278 0000026674 ペンギンおんがくたい どうわがいっぱい ４３ 斉藤洋:作 講談社
へ 6279 0000024893 ペンギンしょうぼうたい どうわがいっぱい ３４ 斉藤洋:作 講談社
へ 6280 0000007302 ペンギンスモールくん ミック・インクペン:作 小学館
へ 6281 0000139295 ペンギンたくはいびん どうわがいっぱい 60 斉藤洋:作 講談社
へ 6282 0000026443 ペンギンたんけんたい どうわがいっぱい 24 斉藤洋:作 講談社
へ 6283 0000024935 ペンギンたんていだん どうわがいっぱい ５１ 斉藤洋:作 講談社
へ 6284 0000189068 ペンギンはつらいよ どうぶつの生態かみしばい 田中チズコ:作絵 教育画劇
へ 6285 0000024869 ペンギンパトロールたい どうわがいっぱい ４２ 斉藤洋:作 講談社



児童書（書名による五十音リスト）

へ 6286 0000138560 ベンジーのもうふ マイラ・ベリー・ブラウン:文 あすなろ書房
へ 6287 0000027425 ベンジャミンのたからもの ガース・ウイリアムズ:作 あすなろ書房
へ 6288 0000166421 へんしん!へなちょこヒーロー 文研ブックランド 野泉マヤ:作 文研出版
へ 6289 0000018853 へんしんオバケ 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
へ 6290 0000026542 へんしんクイズ 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
へ 6291 0000008227 へんしんじどうしゃえんこくん のりものえほん ４ 杉山径一:ぶん 小峰書店
へ 6292 0000026492 へんしんトイレ 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
へ 6293 0000026500 へんしんとびばこ 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
へ 6294 0000026484 へんしんトンネル 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
へ 6295 0000019356 へんしんねこた 絵本の時間 １２ 菅野由貴子:作・絵 ポプラ社
へ 6296 0000028654 へんしんマジック 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
へ 6297 0000010827 へんしんマラソン 新しいえほん あきやまただし:作・絵 金の星社
へ 6298 0000015008 ヘンゼルとグレーテル グリム童話 グリム:〔原作〕 ほるぷ出版
へ 6299 0000016972 ヘンゼルとグレーテル グリム童話より 世界名作えほんライブラリー １９ グリム:〔原作〕 フレーベル館
へ 6300 0000151357 ヘンダワネのタネの物語 ノベルズ・エクスプレス 18 新藤悦子:作 ポプラ社
へ 6301 0000018630 へんてこかいぞくおかしをねらえ！ へんてこかいぞく １ 山脇恭:さく 偕成社
へ 6302 0000170431 へんな生き物ずかん 見る知る考えるずかん 早川いくを:著 ほるぷ出版
へ 6303 0000027185 へんないぬパンジー わくわく幼年どうわ ２ 末吉暁子:作 あかね書房
へ 6304 0000143396 変なお茶会 佐々木マキ:作・画 絵本館
へ 6305 0000143511 へんなおにぎり 福音館の幼児絵本 長新太:さく 福音館書店
へ 6306 0000008151 へんなかお 大森裕子:著 白泉社
へ 6307 0000019844 へんなどうつぶ ワンダ・ガアグ:文と絵 瑞雲舎
へ 6308 0000067637 へんなどうぶつみつけたよ 佐々木マキ:作 絵本館
へ 6309 0000095430 べんり屋、寺岡の夏。 文研じゅべにーる 中山聖子:作 文研出版
へ 6310 0000168252 べんり屋、寺岡の春。 文研じゅべにーる 中山聖子:作 文研出版
へ 6311 0000166496 べんり屋、寺岡の冬。 文研じゅべにーる 中山聖子:作 文研出版
ほ 6312 0000022335 ほいくえんのいちにち おかしゅうぞう:ぶん 佼成出版社
ほ 6313 0000184069 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト:著 あすなろ書房
ほ 6314 0000028126 ポインセチアはまほうの花 メキシコのクリスマスのおはなし ジョアンヌ・オッペンハイム:文 光村教育図書
ほ 6315 0000207605 放課後、きみがピアノをひいていたから 〔6〕 集英社みらい文庫 し-13-6 柴野理奈子:作 集英社
ほ 6316 0000161869 放課後の怪談 1 日本児童文学者協会:編 偕成社
ほ 6317 0000165902 放課後の時間割 子どもの文学傑作選 岡田淳:作・絵 偕成社
ほ 6318 0000182345 放課後の時間割 子どもの文学傑作選 岡田淳:作・絵 偕成社
ほ 6319 0000144345 放課後のトイレはおばけがいっぱい 学校の怪談 2 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
ほ 6320 0000056473 ほうかごはおばけだらけ！ ポプラ社の新・小さな童話 ２８２ むらいかよ:著 ポプラ社
ほ 6321 0000036616 暴君おやじと対決 ぼうけん絵ものがたり 伊東章夫:作・画 理論社
ほ 6322 0000010199 冒険！発見！大迷路ドラゴンアドベンチャー 原裕朗:作・絵 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

ほ 6323 0000128215 冒険アスファル島 ２ ポプラ社
ほ 6324 0000037473 冒険者たち ガンバと十五ひきの仲間 斎藤惇夫:作 岩波書店
ほ 6325 0000045823 冒険図鑑 野外で生活するために さとうち藍:文 福音館書店
ほ 6326 0000135863 冒険に行こう、じいちゃん 文研ブックランド あんずゆき:作 文研出版
ほ 6327 0000028696 ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール ムーミンのおはなしえほん トーベ・ヤンソン:原作・絵 徳間書店
ほ 6328 0000185835 ぼうけんはバスにのって いとうみく:作 金の星社
ほ 6329 0000165803 ぼうさまのき 日本むかし話 4 瀬川康男:絵 フレーベル館
ほ 6330 0000006676 ぼうしころころ ともだちだいすき ３ 山脇恭:作 偕成社
ほ 6331 0000025346 ぼうしのおうち 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ:さく・え 福音館書店
ほ 6332 0000137174 ぼうしのなかの女の子 ぼうしのなかの男の子 旺文社創作童話 奥田継夫:作 旺文社
ほ 6333 0000043810 ぼうしをかぶろう 夏の詩 季節の詩の絵本 3 高畠純:絵 あすなろ書房
ほ 6334 0000019430 ぼうしをつかまえて！ エンマ・チチェスター・クラーク:さく ほるぷ出版
ほ 6335 0000034470 放送室に消えた先生 学校の怪談 ６ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
ほ 6336 0000050344 防波堤づりに挑戦! よくつれる!超カンタンつり入門 千坂隆男:著 金の星社
ほ 6337 0000132605 ほうまんの池のカッパ 銀河社の創作絵本 椋鳩十:文 銀河社
ほ 6338 0000001818 亡霊レストラン 怪談レストラン 28 たかいよしかず:絵 童心社
ほ 6339 0000145912 ほうれんそうマンのおばけやしき ポプラ社の小さな童話 68 みづしま志穂:さく ポプラ社
ほ 6340 0000024778 ほうれんそうマンのじどうしゃレース ポプラ社の小さな童話 ７３ みづしま志穂:さく ポプラ社
ほ 6341 0000017921 ほうれんそうマンよいこの１年生 ポプラ社の小さな童話 ６４ みづしま志穂:さく ポプラ社
ほ 6342 0000046847 ホームパーティーへようこそ 手づくりＢＯＸ ３ 花田えりこ:文・絵 岩崎書店
ほ 6343 0000019877 ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平:作 理論社
ほ 6344 0000131649 ボールコロゲテ スポーツの俳句 めくってびっくり俳句絵本 ３ 村井康司:編 岩崎書店
ほ 6345 0000139204 ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウン:さく 評論社
ほ 6346 0000163675 ポカホンタス ディズニーアニメ小説版 ７ インゴリア:作 偕成社
ほ 6347 0000063701 ぼく、アンパンマン！ アンパンマンはじめまして やなせたかし:原作 フレーベル館
ほ 6348 0000026609 ぼく、いってくるよ！ 絵本の時間 １５ 江崎雪子:作 ポプラ社
ほ 6349 0000011437 ぼく、うまれたよ うみのえほん みうらし～まる:さく 教育画劇
ほ 6350 0000162008 ぼく、仮面ライダーになる! ゴースト編 講談社の創作絵本 のぶみ:さく 講談社
ほ 6351 0000015404 ぼく、きょうだけいえでする！ 絵本・ちいさななかまたち 福田岩緒:作 童心社
ほ 6352 0000068536 ぼく、きょうだけいえでする! 絵本・ちいさななかまたち 福田岩緒:作 童心社
ほ 6353 0000044248 ぼく、だんごむし かがくのとも傑作集 得田之久:ぶん 福音館書店
ほ 6354 0000008391 ぼく・わたし 高畠那生:作 絵本館
ほ 6355 0000011387 ぼくおばあちゃんのこになってあげる ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介:作 鈴木出版
ほ 6356 0000005702 ぼくがいっぱい カラフルえほん ７ いもとようこ:作・絵 岩崎書店
ほ 6357 0000026450 ぼくがうれしくなるときは… ヤニコヴスキー・エーヴァ:文 文渓堂
ほ 6358 0000002055 ぼくがおっぱいをきらいなわけ 絵本のぼうけん 1 礒みゆき:作・絵 ポプラ社
ほ 6359 0000184291 ぼくが消えないうちに ポプラせかいの文学 4 Ａ．Ｆ．ハロルド:作 ポプラ社
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ほ 6360 0000026427 ぼくがきょうりゅうだったとき こどもえほんランド １ まつおかたつひで:作・絵 ポプラ社
ほ 6361 0000034850 ぼくが地球をすくうのだ いわさき創作童話 ４３ 石井キヨシ:作 岩崎書店
ほ 6362 0000147140 ぼくがパジャマにきがえていると わたしのえほん にしかわおさむ:さく・え ＰＨＰ研究所
ほ 6363 0000020719 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史:作絵 教育画劇
ほ 6364 0000029330 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史:作絵 教育画劇
ほ 6365 0000011676 ぼくじゃないよジェイクだよ アニタ・ジェラーム:作・絵 国土社
ほ 6366 0000136465 牧場の少女カトリ 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
ほ 6367 0000021758 ぼくだけしってる あかね幼年どうわ ４１ もりやまみやこ:作 あかね書房
ほ 6368 0000144949 ぼくだけ知ってるザリベエのひみつ 童話のすけっちぶっく ９ 木村裕一:作 ポプラ社
ほ 6369 0000022939 ぼくだけのおにいちゃん えほんのもり 福田岩緒:〔作〕 文研出版
ほ 6370 0000063669 ぼくたち、のりもの！ アンパンマンはじめまして やなせたかし:原作 フレーベル館
ほ 6371 0000149740 ぼくたちのしあわせの王子 わくわくえどうわ 清水千恵:作 文研出版
ほ 6372 0000173369 ぼくたちのだんご山会議 おおぎやなぎちか:作 汐文社
ほ 6373 0000042804 ぼくたちの砦 エリザベス・レアード:作 評論社
ほ 6374 0000184028 ぼくたちのリアル 戸森しるこ:著 講談社
ほ 6375 0000028837 ぼくだってウルトラマン 講談社の創作絵本 よしながこうたく:作 講談社
ほ 6376 0000095521 ぼくだってウルトラマン ユウキvs(たい)セブン!? 講談社の創作絵本 よしながこうたく:作 講談社
ほ 6377 0000048967 ぼくとあいつのラストラン 新・童話の海 ５ 佐々木ひとみ:作 ポプラ社
ほ 6378 0000044800 ぼくとおじちゃんとハルの森 山末やすえ:作 くもん出版
ほ 6379 0000127779 ぼくとおれるよ てのひら絵本 1 五味太郎:〔絵〕 偕成社
ほ 6380 0000006817 ぼくとかあさん いもとようこ:作・絵 金の星社
ほ 6381 0000018564 ぼくと楽器はくぶつかん アンドレア・ホイヤー:絵・文 河合楽器製作所・出版部
ほ 6382 0000158196 ぼくとくまさん ユリ・シュルヴィッツ:作 あすなろ書房
ほ 6383 0000007831 ぼくとチマチマ 学研おはなし絵本 荒井良二:〔作〕 学研
ほ 6384 0000095141 ぼくとテスの秘密の七日間 文学の森 アンナ・ウォルツ:作 フレーベル館
ほ 6385 0000185736 ぼくとニケ 片川優子:著 講談社
ほ 6386 0000188391 ぼくとばく ひともじいれかえあそび ぴっかぴかえほん 鈴木のりたけ:作 小学館
ほ 6387 0000169953 ぼくとベルさん 友だちは発明王 わたしたちの本棚 フィリップ・ロイ:著 ＰＨＰ研究所
ほ 6388 0000034173 ぼくとポチのたんてい手帳 きたやまようこ:作 理論社
ほ 6389 0000016527 ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン:ぶん ほるぷ出版
ほ 6390 0000095133 ぼくの、ひかり色の絵の具 ノベルズ・エクスプレス 25 西村すぐり:作 ポプラ社
ほ 6391 0000131367 ぼくの・トモダチのつくりかた おはなしフレンズ！ ５ さとうまきこ:作 ポプラ社
ほ 6392 0000010587 ぼくのアフリカ イングリッド・メンネン:文 富山房
ほ 6393 0000032136 ぼくの家はおばけやしき ザックのふしぎたいけんノート Ｚ－０５ ダン・グリーンバーグ:著 メディアファクトリー
ほ 6394 0000029165 ぼくの犬は無口です ユーモア詩のえほん・かぞくのうた ４ 伊藤英治:編 岩崎書店
ほ 6395 0000139113 ぼくのいのち いのちのえほん 7 細谷亮太:作 岩崎書店
ほ 6396 0000022392 ぼくのいもうとみなかった？ エロール・ル・カイン:え ほるぷ出版



児童書（書名による五十音リスト）

ほ 6397 0000000273 ぼくのいろなあに クーとマーのおぼえるえほん １ はたこうしろう:さく・え ポプラ社
ほ 6398 0000182295 ぼくのお姉さん 偕成社の創作 丘修三:著 偕成社
ほ 6399 0000011692 ぼくのおふろ わたしのえほん 鈴木のりたけ:作・絵 ＰＨＰ研究所
ほ 6400 0000030452 ぼくの学校は駅の１０番ホーム 夢に向かって走る、家なしビッキー物語 シリーズ☆人間っていいな 今西乃子:文 旺文社
ほ 6401 0000020784 ぼくのからだここなあに おふろでおぼえるからだのほん クーとマーのおぼえるえほん ３ はたこうしろう:作・絵 ポプラ社
ほ 6402 0000011361 ぼくのきいろいバス 学研おはなし絵本 荒井良二:〔作〕 学研
ほ 6403 0000031104 ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ:作 文研出版
ほ 6404 0000016782 ぼくのくつあらへん えほんのもり １２ 関屋敏隆:え・ぶん 文研出版
ほ 6405 0000049403 ぼくのくれよん 長新太:おはなし・え 講談社
ほ 6406 0000036590 ぼくの心の闇の声 ロバート・コーミア:作 徳間書店
ほ 6407 0000008193 ぼくのしょうぼうしゃ 竹下文子:作 偕成社
ほ 6408 0000023184 ぼくのスケッチブック 山下奈美:作 ＢＬ出版
ほ 6409 0000023911 ぼくのだ!わたしのよ! 3びきのけんかずきのかえるのはなし レオ＝レオニ:〔作〕 好学社
ほ 6410 0000034074 ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン:文 ＢＬ出版
ほ 6411 0000134320 ぼくのちびっこガチョウ ひくまの出版幼年絵本シリーズ 金近:作 ひくまの出版
ほ 6412 0000013110 ぼくのトイレ わたしのえほん 鈴木のりたけ:作・絵 ＰＨＰ研究所
ほ 6413 0000011791 ぼくのとうきょうえきたんけん のりものえほん 新冬二:ぶん 小峰書店
ほ 6414 0000167114 ぼくのともだちきょうりゅうムスサウルス きょうりゅうはほんとうにいたの? きょうりゅうだいすき! やすいすえこ:作 教育画劇
ほ 6415 0000053447 ぼくのなかにいる 童話のパレット 2 狩生玲子:作 岩崎書店
ほ 6416 0000080176 ぼくの兄ちゃん わたしのえほん よしながこうたく:作・絵 ＰＨＰ研究所
ほ 6417 0000020040 ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック:文 セーラー出版
ほ 6418 0000036350 ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ:著 あすなろ書房
ほ 6419 0000124453 ぼくのひなまつり 四季の行事シリーズ やすいすえこ:作 教育画劇
ほ 6420 0000185678 ぼくのひまわりおじさん チャンキー松本:絵と物語 文屋
ほ 6421 0000011890 ぼくのひよこ わくわくたべものおはなしえほん ４ 高部晴市:さく・え 農山漁村文化協会
ほ 6422 0000007500 ぼくのふとん わたしのえほん 鈴木のりたけ:作・絵 ＰＨＰ研究所
ほ 6423 0000025080 ぼくの町 名作絵本復刊シリーズ ３ 岡田ゆたか:作・絵 ポプラ社
ほ 6424 0000150094 ぼくのマルコは大リーガー 文研ブックランド 小林しげる:作 文研出版
ほ 6425 0000015354 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち ４５ 小林豊:作・絵 ポプラ社
ほ 6426 0000182337 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 45 小林豊:作・絵 ポプラ社
ほ 6427 0000131052 ぼくのもらったお年玉 新選・子どもの文学 ４ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
ほ 6428 0000006916 ぼくのやぎさん たんぽぽえほんシリーズ もろはらじろう:作・絵 鈴木出版
ほ 6429 0000007088 ぼくのゆきだるまくん アリスン・マギー:文 主婦の友社
ほ 6430 0000022996 ぼくのらいおん 字のない絵本シリーズ マンダナ・サダト:さく 新教出版社
ほ 6431 0000193615 ぼくのわたしのこんちゅうえん かがくのとも絵本 小林俊樹:文 福音館書店
ほ 6432 0000004218 ぼくは　おにいちゃん 小野洋子:作 佼成出版社
ほ 6433 0000011809 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ マーガレット・ワイズ・ブラウン:作 ペンギン社



児童書（書名による五十音リスト）

ほ 6434 0000010165 ぼくは一ねんせいだぞ！ 絵本・ちいさななかまたち 福田岩緒:作 童心社
ほ 6435 0000095125 ぼくはうちゅうじん ちきゅうのふしぎ絵本 中川ひろたか:ぶん アリス館
ほ 6436 0000136127 ぼくは王さま 名作版日本の児童文学 寺村輝夫:作 理論社
ほ 6437 0000149765 ぼくはおばけのかていきょうし きょうふのじゅぎょうさんかん おはなしバスケット 19 さとうまきこ:さく ポプラ社
ほ 6438 0000027920 ぼくはおばけのかていきょうし なぞのあかりどろぼう おはなしバスケット ３ さとうまきこ:さく ポプラ社
ほ 6439 0000027888 ぼくはガリガリ わくわく幼年どうわ ３ 伊東美貴:作・絵 あかね書房
ほ 6440 0000027706 ぼくはガリバー わくわくせいかつか １１ 竹野栄:作 太平出版社
ほ 6441 0000012385 ぼくはくまのままでいたかったのに…… イエルク・シュタイナー:ぶん ほるぷ出版
ほ 6442 0000012930 ぼくはくまのままでいたかったのに…… イエルク・シュタイナー:ぶん ほるぷ出版
ほ 6443 0000168427 ぼくはクワガタ。 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
ほ 6444 0000009928 ぼくはここで、大きくなった アンヌ・クロザ:さく 西村書店東京出版編集部
ほ 6445 0000133983 ぼくはジョナサン…エイズなの 写真絵本 ジョナサン・スウェイン:著 大月書店
ほ 6446 0000135236 ぼくはスーパー転校生！？ みんなのワンダーランド ７ ベッツィ・ダフィ:作 金の星社
ほ 6447 0000144634 ぼくはぞうだ かがくのとも傑作集 29 五味太郎:さく 福音館書店
ほ 6448 0000002527 ぼくパトカーにのったんだ くまたくんのえほん 1 わたなべしげお:さく あかね書房
ほ 6449 0000136317 ぼくはひまご 創作こどもクラブ 13 岩本敏男:さく 偕成社
ほ 6450 0000134395 ぼくは未来(あした)の七冠王 だいすきBOOKS 15 竹田まゆみ:作 ポプラ社
ほ 6451 0000007252 ぼくひこうき ひがしちから:作 ゴブリン書房
ほ 6452 0000006908 ぼくひこうきにのったんだ くまたくんのえほん 11 わたなべしげお:さく あかね書房
ほ 6453 0000170159 ぼくへそまでまんが あたらしい創作童話 53 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
ほ 6454 0000132951 ぼくもできたよ! 松浦信子:作 ＢＬ出版
ほ 6455 0000028746 ボクものがたり Ａｎｄ　ｙｕ:原案 金の星社
ほ 6456 0000040329 ぼくらと七人の盗賊たち 「ぼくら」シリーズ ４ 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6457 0000166603 ぼくらの『最強』イレブン 「ぼくら」シリーズ 14 宗田理:著 ポプラ社
ほ 6458 0000166595 ぼくらの『第九』殺人事件 「ぼくら」シリーズ 13 宗田理:著 ポプラ社
ほ 6459 0000040253 ぼくらの〓学園祭 「ぼくら」シリーズ 10 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6460 0000040246 ぼくらのＣ計画 「ぼくら」シリーズ ８ 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6461 0000019240 ぼくらのあか山 えほんのもり 藤本四郎:〔著〕 文研出版
ほ 6462 0000040279 ぼくらの危（ヤ）バイト作戦 「ぼくら」シリーズ ７ 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6463 0000037481 ぼくらの教室フライパン 新選・子どもの文学 ２ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
ほ 6464 0000169250 ぼくらのコブラ記念日 「ぼくら」シリーズ 20 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6465 0000040261 ぼくらの最終戦争 「ぼくら」シリーズ 11 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6466 0000151969 ぼくらの修学旅行 「ぼくら」シリーズ 9 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6467 0000150789 ぼくらの大冒険 「ぼくら」シリーズ 3 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6468 0000040147 ぼくらの天使ゲーム 「ぼくら」シリーズ 2 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6469 0000040139 ぼくらの秘島探険隊 「ぼくら」シリーズ ６ 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6470 0000036152 ぼくらの秘密結社 「ぼくら」シリーズ １８ 宗田理:作 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

ほ 6471 0000181024 ぼくらの魔女戦記 1 「ぼくら」シリーズ 21 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6472 0000181032 ぼくらの魔女戦記 2 「ぼくら」シリーズ 22 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6473 0000181115 ぼくらの魔女戦記 3 「ぼくら」シリーズ 23 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6474 0000166587 ぼくらのミステリー列車 「ぼくら」シリーズ 12 宗田理:作 ポプラ社
ほ 6475 0000146159 ぼくらは少年探偵団 ミステリーがいっぱい 1 並木圭子:画 偕成社
ほ 6476 0000132969 ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 11 関屋敏隆:文・型染版画 岩崎書店
ほ 6477 0000168435 ぼくらバッタのなかまたち 虫ってこんなにオモシロい!:栗林慧の虫の目カメラ写真紙芝居 栗林慧:作・写真 教育画劇
ほ 6478 0000168179 ぼくらは鉄道に乗って ブルーバトンブックス 三輪裕子:作 小峰書店
ほ 6479 0000037622 ぼくをいじめるとねえちゃんくるぞ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた ２ 伊藤英治:編 岩崎書店
ほ 6480 0000058941 ぼくを救ってくれたシロ 日本のロビンソン・クルーソー 祓川学:作 ハート出版
ほ 6481 0000019174 ぼくんちカレーライス つちだのぶこ:〔作〕 佼成出版社
ほ 6482 0000018838 ほげちゃん やぎたみこ:作 偕成社
ほ 6483 0000013284 ポケットのないカンガルー Ｈ．Ａ．レイ:え 偕成社
ほ 6484 0000022558 ポケモンＡＧ（アドバンスジェネレーション）あいうえお ３・４・５さい 新わくわくシール学習 １ 和田ことみ:監修・指導 小学館
ほ 6485 0000173278 ポケモンのしま ザ・キャビンカンパニー:作・絵 小学館
ほ 6486 0000187906 ポケモンをさがせ! 2 コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6487 0000187914 ポケモンをさがせ! 3 コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6488 0000187898 ポケモンをさがせ! コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6489 0000187963 ポケモンをさがせ!エメラルド コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6490 0000187922 ポケモンをさがせ!金銀 コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6491 0000187930 ポケモンをさがせ!クリスタル コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6492 0000188011 ポケモンをさがせ!サン&ムーン 吉野恵美子:絵 小学館
ほ 6493 0000187989 ポケモンをさがせ!ダイヤモンドパール コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6494 0000187955 ポケモンをさがせ!ファイアレッドリーフグリーン コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6495 0000187997 ポケモンをさがせ!プラチナ コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6496 0000188003 ポケモンをさがせ!ベストウイッシュ コミュニティー絵本 相原和典:著 小学館
ほ 6497 0000187971 ポケモンをさがせ!ゆうえんちはおおさわぎ コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6498 0000187948 ポケモンをさがせ!ルビーサファイア コミュニティー絵本 相原和典:画 小学館
ほ 6499 0000031401 保健室のねむり姫 学校の怪談 ３ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
ほ 6500 0000042887 ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ:著 評論社
ほ 6501 0000026773 星おとし わくわくえどうわ 宇佐美牧子:作 文研出版
ほ 6502 0000032607 干し柿 あかね・新えほんシリーズ ３０ 西村豊:写真・文 あかね書房
ほ 6503 0000182758 星からおちた小さな人 コロボックル物語 3 佐藤さとる:作 講談社
ほ 6504 0000055251 星くずのブラックドレス おはなしガーデン ２２ あんびるやすこ:著 岩崎書店
ほ 6505 0000018358 星空のシロ 井上夕香:文 国土社
ほ 6506 0000039297 星空ロック 那須田淳:著 あすなろ書房
ほ 6507 0000184002 干したから… ふしぎびっくり写真えほん 森枝卓士:写真・文 フレーベル館
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ほ 6508 0000186544 星と星座 小学館の図鑑NEO 8 渡部潤一:指導・執筆 小学館
ほ 6509 0000022020 星と星座と宇宙の旅 １ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6510 0000048405 星と星座と宇宙の旅 １０ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6511 0000022012 星と星座と宇宙の旅 ２ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6512 0000021972 星と星座と宇宙の旅 ３ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6513 0000021980 星と星座と宇宙の旅 ４ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6514 0000021998 星と星座と宇宙の旅 ５ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6515 0000022004 星と星座と宇宙の旅 ６ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6516 0000021964 星と星座と宇宙の旅 ７ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6517 0000021949 星と星座と宇宙の旅 ８ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6518 0000021956 星と星座と宇宙の旅 ９ 瀬川昌男:著 小峰書店
ほ 6519 0000046094 星と星座のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 27 学研
ほ 6520 0000014837 ほしになったりゅうのきば 中国民話 日本傑作絵本シリーズ 君島久子:再話 福音館書店
ほ 6521 0000039545 星の王子さま サン＝テグジュペリ:作，内藤濯:訳 岩波書店
ほ 6522 0000182667 星の王子さま 岩波少年文庫 001 サン＝テグジュペリ:作 岩波書店
ほ 6523 0000027276 ほしのこルンダ ママとパパとわたしの本 ３０ やなせたかし:さく・え ポプラ社
ほ 6524 0000179853 星の神話・伝説図鑑 藤井旭:写真・文 ポプラ社
ほ 6525 0000185769 星の旅人 伊能忠敬と伝説の怪魚 小前亮:著 小峰書店
ほ 6526 0000048124 星の地図館 林完次:著 小学館
ほ 6527 0000136754 星の童話集 宮沢賢治:作 童心社
ほ 6528 0000188474 ボス・ベイビーさがして!みつけて! 500以上のアイテムをさがせ! 小学館
ほ 6529 0000138354 ホスピタルクラウン・Kちゃんが行く 笑って病気をぶっとばせ! 感動ノンフィクション あんずゆき:文 佼成出版社
ほ 6530 0000124396 ぼたもちをくったほとけさま ワッハッハ!ゆかいでおかしい日本の民話 やすいすえこ:文 教育画劇
ほ 6531 0000158519 ボタ山であそんだころ 日本傑作絵本シリーズ 石川えりこ:さく・え 福音館書店
ほ 6532 0000046524 ホタル 田んぼの生きものたち 大場信義:文・写真 農山漁村文化協会
ほ 6533 0000026781 ホタルの川 おおつきひとみ:作 ＢＬ出版
ほ 6534 0000049122 ホタルの光は、なぞだらけ 光る生き物をめぐる身近な大冒険 くもんジュニアサイエンス 大場裕一:著 くもん出版
ほ 6535 0000019968 ほたるの星 絵本の時間 １３ 松田もとこ:作 ポプラ社
ほ 6536 0000007591 ほたるホテル こどものとも傑作集 カズコ・Ｇ・ストーン:作 福音館書店
ほ 6537 0000178269 ボタンちゃん わたしのえほん 小川洋子:作 ＰＨＰ研究所
ほ 6538 0000012047 ぼちぼちいこか マイク＝セイラー:さく 偕成社
ほ 6539 0000023754 補聴犬ノンコ物語 ノンフィクション・ワールド 鎌奥哲男:著 大日本図書
ほ 6540 0000047167 北海道・東北の方言 調べてみよう暮らしのことば 井上史雄:監修 ゆまに書房
ほ 6541 0000187070 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 環境ノンフィクション 中山由美:文・写真 学研プラス
ほ 6542 0000012443 ポッケのワンピース 学研おはなし絵本 つちだのぶこ:〔作〕 学研
ほ 6543 0000051441 坊っちゃん アイドルブックス 1 夏目漱石:〔著〕 ポプラ社
ほ 6544 0000138966 坊っちゃん アニメ日本の名作 1 夏目漱石:原作 金の星社



児童書（書名による五十音リスト）

ほ 6545 0000182972 坊っちゃん フォア文庫 C016 夏目漱石:作 金の星社
ほ 6546 0000170829 ほっとい亭のフクミミちゃん ただいま神さま修業中 偕成社おはなしポケット 伊藤充子:作 偕成社
ほ 6547 0000010546 ホットケーキできあがり！ エリック・カール:作 偕成社
ほ 6548 0000014274 ポップアップジャングル とびだししかけえほん パトリック・ワトソン:ぶん 大日本絵画
ほ 6549 0000022715 ポップコーン★パニック 星のベイビーサーカス きのひなた:ぶん 星の環会
ほ 6550 0000131789 ぽっぺん先生のどうぶつ日記 1 舟崎克彦:作・構成 筑摩書房
ほ 6551 0000171454 ぽっぺん先生のどうぶつ日記 1 舟崎克彦:作・構成 筑摩書房
ほ 6552 0000029553 ぽっぺん先生のどうぶつ日記 ４ 舟崎克彦:作・構成 筑摩書房
ほ 6553 0000131771 ぽっぺん先生のどうぶつ日記 5 舟崎克彦:作・構成 筑摩書房
ほ 6554 0000131763 ぽっぺん先生のどうぶつ日記 6 舟崎克彦:作・構成 筑摩書房
ほ 6555 0000171918 ぽつぽつぽつ だいじょうぶ？ しもかわらゆみ
ほ 6556 0000013631 ぽとんぽとんはなんのおと こどものとも傑作集 ７１ 神沢利子:さく 福音館書店
ほ 6557 0000138404 ほなまた わくわくたべものおはなしえほん 9 こしだミカ:さく・え 農山漁村文化協会
ほ 6558 0000132829 ほねがつよいこじょうぶなこ! ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本 6 杉浦保夫:構成・文 偕成社
ほ 6559 0000117291 ほねほね…ほ! かみしばいからだってすごい! 若山甲介:脚本・絵 童心社
ほ 6560 0000033597 ほねほねくんサーカスにいく きょうりゅうほねほねくんシリーズ ２ すえよしあきこ:作 あかね書房
ほ 6561 0000036087 ほねほねくんスキーにいく きょうりゅうほねほねくんシリーズ ３ すえよしあきこ:作 あかね書房
ほ 6562 0000035998 ほねほねくんとなぞの手紙 きょうりゅうほねほねくんシリーズ ５ すえよしあきこ:作 あかね書房
ほ 6563 0000033902 ほねほねくんの地下めいろ きょうりゅうほねほねくんシリーズ ４ すえよしあきこ:作 あかね書房
ほ 6564 0000147579 炎の戦士クーフリン ケルト神話 ローズマリー・サトクリフ:作 ほるぷ出版
ほ 6565 0000045583 炎路を行く者 守り人作品集 偕成社ワンダーランド 38 上橋菜穂子:作 偕成社
ほ 6566 0000134494 ポピー ミミズクの森をぬけて ジョイ・ストリート アヴィ:作 あかね書房
ほ 6567 0000131094 ボブ・マーリー レゲエを世界に広めた伝説のミュージシャン 伝記世界の作曲家 １３ マーシャ・ブロンソン:著 偕成社
ほ 6568 0000186890 ポプラディアプラス世界の国々 2 ポプラ社
ほ 6569 0000186908 ポプラディアプラス世界の国々 3 ポプラ社
ほ 6570 0000186916 ポプラディアプラス世界の国々 4 ポプラ社
ほ 6571 0000186924 ポプラディアプラス世界の国々 5 ポプラ社
ほ 6572 0000020321 ぼよよん☆ぱんだるまん かいぞく島のたからさがし わくわくキッズブック ７ まくらしょう:さく 集英社
ほ 6573 0000027656 ぼよよん☆ぱんだるまん たいけつ！かいとうちわわんだー わくわくキッズブック １１ まくらしょう:さく 集英社
ほ 6574 0000020289 ぼよよん☆ぱんだるまん わくわくキッズブック ３ まくらしょう:さく 集英社
ほ 6575 0000041673 ホラーバス 〔3〕 パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6576 0000041665 ホラーバス 1 パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6577 0000035295 ホラーバス ５ パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6578 0000163592 ホラーバス ６ パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6579 0000080200 ホラーバス 第２期１ パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6580 0000173559 ホラーバス 第２期２ パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6581 0000021790 ホラーバス 第２期３ パウル・ヴァン・ローン:作 学研
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ほ 6582 0000148502 ホラーバス 第2期4 パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6583 0000035311 ホラーバス 第２期５ パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6584 0000035329 ホラーバス 第２期６ パウル・ヴァン・ローン:作 学研
ほ 6585 0000023895 ほらばなし 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫:文 あかね書房
ほ 6586 0000040212 ほらふきてんぐ 新選・子どもの文学 ９ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
ほ 6587 0000187088 ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール:文 さ・え・ら書房
ほ 6588 0000029363 ポレポレ 西村まり子:作 ＢＬ出版
ほ 6589 0000137497 ボロずきんの冒険 女の子のための世界の民話 エセル・Ｊ・フェルプス:編 学陽書房
ほ 6590 0000012575 ポロポロのすてきなかさ 絵本の時間 １１ なりたまさこ:作・絵 ポプラ社
ほ 6591 0000170761 ポロポロゆうびん すきっぷぶっくす 4 竹下文子:作 あかね書房
ほ 6592 0000138859 ホワイト・ピーク・ファーム バーリー・ドハーティ:著 あすなろ書房
ほ 6593 0000002485 ぽわんぽわ～ん えほん、よんで! 1 わたなべゆういち:作 あかね書房
ほ 6594 0000007609 ぽんこちゃんのどろろんぱ えほん、よんで！ １２ たかどのほうこ:作 あかね書房
ほ 6595 0000043430 本日開店ミニパンやさん 手づくりBOX 1 花田えりこ:文・絵 岩崎書店
ほ 6596 0000051268 本田宗一郎 世界一速い車をつくった男 小学館版学習まんが人物館 ひきの真二:まんが 小学館
ほ 6597 0000177725 本当にこわい!うわさの怪談 魔夜妖一:監修 成美堂出版
ほ 6598 0000022897 ほんとうにたいせつなもの たいせつなきみ 2 マックス・ルケード:作 いのちのことば社フォレストブックス

ほ 6599 0000144618 ほんとうにたいせつなもの たいせつなきみ 2 マックス・ルケード:作 いのちのことば社フォレストブックス

ほ 6600 0000058271 ほんとうの南極犬物語 タロジロみんな生きるんだ！ 綾野まさる:作 ハート出版
ほ 6601 0000040071 ほんとがいちばん？！ 文研じゅべにーる エリーサ・カーボーン:作 文研出版
ほ 6602 0000031476 ポンペイ最後の日 マジック・ツリーハウス 7 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
ほ 6603 0000180075 ポンペイ最後の日 マジック・ツリーハウス 7 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
ほ 6604 0000013839 ぽんぽん山の月 えほんのもり ７ あまんきみこ:文 文研出版
ほ 6605 0000185868 ぼんやきゅう ポプラ社の絵本 56 指田和:文 ポプラ社
ほ 6606 0000014324 ぼんやり山のぼんたろう 学研カラー絵ばなし 清水崑:ぶん・え 学研
ほ 6607 0000132811 本と図書館の歴史 ラクダの移動図書館から電子書籍まで モーリーン・サワ:文 西村書店
ま 6608 0000033944 ま・い・ご 岸川悦子:作 農山漁村文化協会
ま 6609 0000040238 ま・い・ご 岸川悦子:作 農山漁村文化協会
ま 6610 0000011908 マークのえほん 鈴木出版
ま 6611 0000166439 マーサとリーサお片づけのなやみ、ひきうけます! たかおかゆみこ:作・絵 岩崎書店
ま 6612 0000027375 マーシャと白い鳥 ロシアの民話 世界のお話傑作選 Ｍ．ブラートフ:再話 偕成社
ま 6613 0000144014 まあちゃん ひくまの出版創作童話 岸川悦子:作 ひくまの出版
ま 6614 0000025437 まあちゃんのまほう こどものとも絵本 たかどのほうこ:さく 福音館書店
ま 6615 0000001941 まあるいまあるい イエラ・マリ:作 ほるぷ出版
ま 6616 0000015800 まいご 絵本アフリカのどうぶつたち 第３集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
ま 6617 0000001651 まいごのアンガス 世界傑作絵本シリーズ マージョリー・フラック:さく・え 福音館書店
ま 6618 0000014951 まいごのおばけしりませんか? ポプラ社の新・小さな童話 291 むらいかよ:著 ポプラ社
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ま 6619 0000162172 まいごのこいのぼり たのしいね!きせつの行事:年少向けかみしばい 石井聖岳:脚本・絵 童心社
ま 6620 0000008094 まいごのことり おはなしドロップシリーズ ねじめ正一:さく 佼成出版社
ま 6621 0000003319 まいごのころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
ま 6622 0000027805 まいごのたまごはだれだろな きょうりゅうティラノサウルス きょうりゅうだいすき！ 山脇恭:作 教育画劇
ま 6623 0000018739 まいごのちびうさぎ 白い丘のクム ２ うのかずこ:作 国土社
ま 6624 0000136309 まいごのペンギンフジのはなし 新・ともだちぶんこ 6 鶴見正夫:作 金の星社
ま 6625 0000003731 まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本 ８ 神沢利子:作 ポプラ社
ま 6626 0000018747 まいごのマイロ あかね・新えほんシリーズ 24 大島妙子:作 あかね書房
ま 6627 0000007369 まいちゃんのいちにち ことばえほん １ 神沢利子:さく 小峰書店
ま 6628 0000172064 まいにちがプレゼント いもとようこ:作絵 金の星社
ま 6629 0000132332 舞姫 アニメ日本の名作 ８ 森鴎外:原作 金の星社
ま 6630 0000138008 マイマイとナイナイ 怪談えほん 2 皆川博子:作 岩崎書店
ま 6631 0000189050 まいりま・した! どうぶつこんにちは!:年少向けかみしばい キムファン:脚本 童心社
ま 6632 0000058933 前足だけの白い猫マイ プロゴルファー杉原輝雄さんを支えた小さな命の物語 今泉耕介:作 ハート出版
ま 6633 0000033407 魔王のマシン 死神たちを救出せよ！！ 妖怪コロキューブ グループＳＮＥ:著 学研
ま 6634 0000021378 魔界レストラン 怪談レストラン １５ たかいよしかず:絵 童心社
ま 6635 0000032409 魔界レストラン 怪談レストラン 15 たかいよしかず:絵 童心社
ま 6636 0000001735 魔界レストラン 怪談レストラン 15 たかいよしかず:絵 童心社
ま 6637 0000062786 まかせとけ はたらくくるま 三浦太郎:〔作〕 偕成社
ま 6638 0000015768 まがったかわ 絵本アフリカのどうぶつたち 第３集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
ま 6639 0000005728 まがればまがりみち こどものとも傑作集 井上洋介:さく 福音館書店
ま 6640 0000015644 まくらのせんにん さんぽみちの巻 クローバーえほんシリーズ かがくいひろし:著 佼成出版社
ま 6641 0000042325 負けない! 挑戦することは楽しいこと ポプラ社ノンフィクション 9 クルム伊達公子:著 ポプラ社
ま 6642 0000131698 まけるなメンドリーズ 子どもの文学 30 那須正幹:作 偕成社
ま 6643 0000171942 まけるのもだいじだよ にじいろのさかな マーカス･フィスター 講談社
ま 6644 0000132001 マザー・グースのうた 第1集 谷川俊太郎:訳 草思社
ま 6645 0000131995 マザー・グースのうた 第1集 谷川俊太郎:訳 草思社
ま 6646 0000132076 マザー・グースのうた 第2集 谷川俊太郎:訳 草思社
ま 6647 0000132068 マザー・グースのうた 第3集 谷川俊太郎:訳 草思社
ま 6648 0000132043 マザー・グースのうた 第5集 谷川俊太郎:訳 草思社
ま 6649 0000128728 マザー・テレサ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 ２ やなぎやけいこ:文 ポプラ社
ま 6650 0000050245 マザーツリー 科学絵本 松岡達英:絵 小学館
ま 6651 0000134585 正岡子規ものがたり ジュニア・ノンフィクション 34 楠木しげお:作 教育出版センター
ま 6652 0000017970 まさかさかさま 伊藤文人:さかさ絵・文 新風舎
ま 6653 0000018028 まさかさかさま さかさ絵本 赤の巻 伊藤文人:絵・文 サンマーク出版
ま 6654 0000018648 まさかさかさま その2 伊藤文人:さかさ絵・文 新風舎
ま 6655 0000017939 まさかさかさま その3 伊藤文人:さかさ絵・文 新風舎
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ま 6656 0000017897 まさかさかさま その4 伊藤文人:さかさ絵・文 新風舎
ま 6657 0000010140 まさかりどんがさあたいへん かこさとし:さくえ 小峰書店
ま 6658 0000009621 まさかりどんがさあたいへん かこさとし:さくえ 小峰書店
ま 6659 0000031971 マジックショーは死のかおり 平成うわさの怪談 ９ 木暮正夫:編 岩崎書店
ま 6660 0000092007 まじめにふまじめかいけつゾロリおやじギャグ大百科 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
ま 6661 0000050989 まじめにふまじめかいけつゾロリなぞなぞ大百科 原ゆたか:原作・監修 ポプラ社
ま 6662 0000065524 マシューのゆめ えかきになったねずみのはなし レオ＝レオニ:作 好学社
ま 6663 0000039529 魔術師のおい ナルニア国物語 Ｃ．Ｓ．ルイス:作 岩波書店
ま 6664 0000125179 まじょ こわいぞ!世界のモンスター 滝本つみき:脚本 童心社
ま 6665 0000036111 魔少年χ ミステリー・ＢＯＯＫＳ 北村想:作 小峰書店
ま 6666 0000023788 魔女が丘のラベンダー塾 文研ブックランド 畑中弘子:作 文研出版
ま 6667 0000034454 魔女カフェのしあわせメニュー ポプラ物語館 ５４ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
ま 6668 0000143693 魔女から電話です だいすきミステリー 5 栗城しょうこ:画 偕成社
ま 6669 0000024471 魔女スピカからの手紙 おはなしガーデン １９ あんびるやすこ:著 岩崎書店
ま 6670 0000006049 まじょだ! スエリ・ピニョ:さく・え ブックローン出版
ま 6671 0000131920 魔女と暮らせば 大魔法使いクレストマンシー ダイアナ・ウィン・ジョーンズ:作 徳間書店
ま 6672 0000137554 魔女とふしぎなサックス 鈴の音童話 【ハシ】立悦子:作・絵 銀の鈴社
ま 6673 0000028225 まじょになりたい 新・ともだちぶんこ ２２ 中島和子:作 金の星社
ま 6674 0000027938 まじょねこピピごしゅじんさまはどこ！？ まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ 中島和子:作 金の星社
ま 6675 0000055814 まじょねこピピほんとうのごしゅじんさま！？ まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ 中島和子:作 金の星社
ま 6676 0000029801 まじょのいのり 新・ともだちぶんこ ２０ 中島和子:作 金の星社
ま 6677 0000131045 魔女のいる教室 創作児童文学 16 大石真:作 岩崎書店
ま 6678 0000135194 魔女のいる教室 創作児童文学 16 大石真:作 岩崎書店
ま 6679 0000021931 まじょのかんづめ こどものとも傑作集 佐々木マキ:さく 福音館書店
ま 6680 0000035337 魔女のクッキング マジカル少女レイナ ３ 石崎洋司:作 岩崎書店
ま 6681 0000156505 まじょのけっしん 新・ともだちぶんこ 18 中島和子:作 金の星社
ま 6682 0000161844 魔女のシュークリーム おはなしいちばん星 岡田淳:作・絵 ＢＬ出版
ま 6683 0000033613 魔女のステキな冬じたく ポプラ物語館 ４４ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
ま 6684 0000035428 魔女の宅急便 その３ 角野栄子:作 福音館書店
ま 6685 0000184168 まじょのナニーさんまほうでおせわいたします 藤真知子:作 ポプラ社
ま 6686 0000185173 魔女ののろいアメ とっておきのどうわ 草野あきこ:作 ＰＨＰ研究所
ま 6687 0000040675 魔女の復讐 世界こわい話ふしぎな話傑作集 12 ロシア編 ゴーゴリ:原作 金の星社
ま 6688 0000134122 まじょのめざまし ママとパパとわたしの本 16 茂市久美子:さく ポプラ社
ま 6689 0000001842 魔女のレストラン 怪談レストラン 7 かとうくみこ:絵 童心社
ま 6690 0000001834 魔女のレストラン 怪談レストラン 7 かとうくみこ:絵 童心社
ま 6691 0000006791 ましろのあさ いもとようこ:作・絵 金の星社
ま 6692 0000018184 ますだくんの１ねんせい日記 えほんとなかよし ４３ 武田美穂:作・絵 ポプラ社
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ま 6693 0000017871 ますだくんのランドセル えほんとなかよし ３７ 武田美穂:作・絵 ポプラ社
ま 6694 0000005058 また！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 ３ なかえよしを:作 ポプラ社
ま 6695 0000144170 またおいで もりやまみやこ:作 あかね書房
ま 6696 0000148916 マダガスカルがこわれる 藤原幸一:写真・文 ポプラ社
ま 6697 0000190678 まだかなまだかな 伊藤正道:文・絵 偕成社
ま 6698 0000036525 マタギに育てられたクマ 白神山地のいのちを守って 感動ノンフィクション 金治直美:文 佼成出版社
ま 6699 0000012864 またぶたのたね 佐々木マキ:作 絵本館
ま 6700 0000011932 またふたりで 小林治子:作・絵 ＢＬ出版
ま 6701 0000005074 またまた！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 ７ なかえよしを:作 ポプラ社
ま 6702 0000145102 またまたぶたのたね 佐々木マキ:作 絵本館
ま 6703 0000004119 またもりへ 世界傑作絵本シリーズ マリー・ホール・エッツ:ぶんえ 福音館書店
ま 6704 0000135160 まちがいパンツ一年生 学年別・子どものいいぶん 1 日本児童文学者協会:編 ポプラ社
ま 6705 0000009258 まちではたらくじどうしゃ のりものえほん 関口猪一郎:ぶん・え 小峰書店
ま 6706 0000025106 町にきたドラゴンたち ジャネット・マクネイル:作 岩波書店
ま 6707 0000131011 町にきたドラゴンたち ジャネット・マクネイル:作 岩波書店
ま 6708 0000009597 まちのねずみといなかのねずみ イソップ童話より 世界名作えほんライブラリー １８ イソップ:〔原作〕 フレーベル館
ま 6709 0000151225 松井秀喜 日本を飛び出しメジャー・リーグで大活躍する野球選手 小学館版学習まんがスペシャル 広岡勲:原作 小学館
ま 6710 0000155739 松岡修造の楽しいテニス 1 松岡修造:著 汐文社
ま 6711 0000063719 まっかだね 山田ゆみ子
ま 6712 0000125930 まっくろけのうし ギャハハ!おなかがよじれる爆笑民話 小野和子:文 教育画劇
ま 6713 0000133934 まっ黒なおべんとう 絵本 児玉辰春:文 新日本出版社
ま 6714 0000068643 まっ黒なおべんとう 新日本にじの文学 １８ 児玉辰春:作 新日本出版社
ま 6715 0000051482 松下幸之助 一代で世界的な会社を創った努力の人 集英社版・学習漫画 阿部高明:漫画 集英社
ま 6716 0000168286 まっしょうめん! 偕成社ノベルフリーク あさだりん:作 偕成社
ま 6717 0000149203 マッチうりのしょうじょ アンデルセン童話より 世界名作えほんライブラリー ９ アンデルセン:〔原作〕 フレーベル館
ま 6718 0000016675 マッチうりのしょうじょ 学研・ひとりよみ名作 １２ アンデルセン:さく 学研
ま 6719 0000034496 マッチ箱日記 ポール・フライシュマン:文 ＢＬ出版
ま 6720 0000078550 マッチメイク 不知火京介:著 講談社
ま 6721 0000181289 まってました名探偵 杉山亮:作 偕成社
ま 6722 0000008813 まってるまってる 高畠那生:作 絵本館
ま 6723 0000131474 松浪（ちょんまげ）先生アフガンの秘境を行く ノンフィクション・ワールド 松浪健四郎:著 大日本図書
ま 6724 0000176875 まつぼっくりちゃんありがとうをチカラに ありがとうりくぜんたかたプロジェクト:さく ほしぞらデザイン
ま 6725 0000125088 まつりのばん かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治:原作 童心社
ま 6726 0000172395 まてまてタクシー 幼児絵本シリーズ 西村敏雄:さく 福音館書店
ま 6727 0000047399 まどさんとさかたさんのことばあそび こみねのえほん まどみちお:文 小峰書店
ま 6728 0000008375 マトリョーシカちゃん こどものとも傑作集 ９０ 加古里子:ぶん・え 福音館書店
ま 6729 0000014498 マドレーヌといぬ 世界傑作絵本シリーズ ルドウィッヒ・ベーメルマンス:作・画 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

ま 6730 0000063842 まなちゃんのいす 長野ヒデ子
ま 6731 0000039776 魔の海に炎たつ くもんの児童文学 岡崎ひでたか:作 くもん出版
ま 6732 0000021618 魔のフラワーパーク マジカル少女レイナ ４ 石崎洋司:作 岩崎書店
ま 6733 0000020925 魔の森レストラン 怪談レストラン ３３ たかいよしかず:絵 童心社
ま 6734 0000001784 魔の森レストラン 怪談レストラン 33 たかいよしかず:絵 童心社
ま 6735 0000027169 まほういろのえのぐ つちだよしはる:作・絵 金の星社
ま 6736 0000030593 魔法昆虫使いドミター・レオ ２ 串間美千恵:作 メディアファクトリー
ま 6737 0000079780 魔法昆虫使いドミター・レオ ３ 串間美千恵:作 メディアファクトリー
ま 6738 0000149153 魔法昆虫使いドミター・レオ ５ 串間美千恵:作 メディアファクトリー
ま 6739 0000070722 魔法昆虫使いドミター・レオ ６ 串間美千恵:作 メディアファクトリー
ま 6740 0000008854 まほうつかいがやってきた ティモシーとサラの絵本 ７ 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
ま 6741 0000010553 まほうつかいとねこ チューリップえほんシリーズ せなけいこ:作・絵 鈴木出版
ま 6742 0000036020 まほうつかいのおもちゃやさん うさぎのおみせやさん ２ 岡野薫子:作 ポプラ社
ま 6743 0000138834 まほうつかいのチョモチョモ 理論社名作の愛蔵版 寺村輝夫:作 理論社
ま 6744 0000007765 まほうつかいのでし ゲーテのバラードによる 日本傑作絵本シリーズ ゲーテ:〔原作〕 福音館書店
ま 6745 0000012591 まほうつかいのでし ゲーテのバラードによる 日本傑作絵本シリーズ ゲーテ:〔原作〕 福音館書店
ま 6746 0000032516 まほうつかいのむすめ アントニア・バーバー:文 ほるぷ出版
ま 6747 0000130872 魔法使いハウルと火の悪魔 ハウルの動く城 １ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ:作 徳間書店
ま 6748 0000131961 魔法使いはだれだ 大魔法使いクレストマンシー ダイアナ・ウィン・ジョーンズ:作 徳間書店
ま 6749 0000039354 魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク:著 あすなろ書房
ま 6750 0000033969 まほうの恐竜ものさし ポークストリート小学校のなかまたち ５ パトリシア・ライリー・ギフ:作 さ・え・ら書房
ま 6751 0000125070 まほうのくびかざり こわいこわーいおはなし グリム:原作 童心社
ま 6752 0000018135 まほうのけんきゅうじょ はじめてのどうわ １７ さのみつお:さく 小峰書店
ま 6753 0000050864 まほうのコップ 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 藤田千枝:原案 福音館書店
ま 6754 0000022442 魔法のことば エスキモーに伝わる詩 日本傑作絵本シリーズ 柚木沙弥郎:絵 福音館書店
ま 6755 0000117275 まほうのことばるるるのる かずとかたちのファンタジー 松井エイコ:脚本・絵 童心社
ま 6756 0000117473 まほうのこなぐすり 日本のユーモア民話 小野和子:脚色 教育画劇
ま 6757 0000190769 魔法のたいこと金の針 茂市久美子:作 あかね書房
ま 6758 0000088088 まほうのでんしレンジ たかおかまりこ:原案 ひかりのくに
ま 6759 0000023879 魔法の庭のピアノレッスン ポプラ物語館 ２８ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
ま 6760 0000172072 まほうのほうせきばこ 吉富多美:作 金の星社
ま 6761 0000173088 まほうのマフラー あまんきみこ ポプラ社
ま 6762 0000170753 まほうのゆうびんポスト やまだともこ:作 金の星社
ま 6763 0000185900 魔法のレシピでスイーツ・フェアリー スプラッシュ・ストーリーズ 23 堀直子:作 あかね書房
ま 6764 0000036277 魔法を売る店 旺文社ジュニア図書館 ウェルズ:作 旺文社
ま 6765 0000044859 幻のスケートリンク マジカル少女レイナ 8 石崎洋司:作 岩崎書店
ま 6766 0000041863 まぼろしの大陸へ 白瀬中尉南極探検物語 ノンフィクション・生きるチカラ ５ 池田まき子:著 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

ま 6767 0000035287 まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス:作 岩波書店
ま 6768 0000004754 ママ、わすれてるじゃない 評論社の児童図書館・絵本の部屋 エイミー・ヘスト:ぶん 評論社
ま 6769 0000150243 ママがおばけになっちゃった! 講談社の創作絵本 のぶみ:さく 講談社
ま 6770 0000023325 ママがたまごをうんだ！ バベット・コール:さく ほるぷ出版
ま 6771 0000011072 ままたろう？ えほん、よんで！ ９ あまんきみこ:作 あかね書房
ま 6772 0000009050 ママったらわたしのなまえをしらないの スーザン・ウィリアムズ:さく ブックローン出版
ま 6773 0000147124 ママってすてき! 主婦の友はじめてブック Ｙｏｋｏｃｏｃｏ:さく 主婦の友社
ま 6774 0000003491 ままです　すきです　すてきです 幼児絵本シリーズ 谷川俊太郎:ぶん 福音館書店
ま 6775 0000032664 ママとあたしのサンドイッチ・ハウス 童話のすけっちぶっく １５ 高山栄子:作 ポプラ社
ま 6776 0000032615 ママの手をにぎって いのちのえほん １０ わだことみ:作 岩崎書店
ま 6777 0000171835 ママはお医者さん あさのあつこ
ま 6778 0000020511 まめうしくんとあいうえお ＰＨＰにこにこえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6779 0000020271 まめうしくんとこんにちは ＰＨＰにこにこえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6780 0000020396 まめうしくんとものまね～ ＰＨＰにこにこえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6781 0000149633 まめうしとありす わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6782 0000020669 まめうしとまめばあ わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6783 0000020313 まめうしのおかあさん わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6784 0000020354 まめうしのおとうさん わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6785 0000026518 まめうしのクリスマス わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6786 0000020438 まめうしのびっくりなあき わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6787 0000018002 まめうしのまんまるいふゆ わたしのえほん あきやまただし:作・絵 ＰＨＰ研究所
ま 6788 0000182014 まめたろう 愛蔵版おはなしのろうそく 10 東京子ども図書館:編纂 東京子ども図書館
ま 6789 0000148908 まめっこころころ 日本みんわ絵本 吉沢和夫:ぶん ほるぷ出版
ま 6790 0000117358 まめっこぽりぽりおにはそと! 節分 たべものの由来紙芝居 渡辺節子:作 教育画劇
ま 6791 0000182741 豆つぶほどの小さないぬ コロボックル物語 2 佐藤さとる:作 講談社
ま 6792 0000005421 まめのかぞえうた たんぽぽえほんシリーズ 西内ミナミ:さく 鈴木出版
ま 6793 0000133801 まめまきこびとのおはなし 行事こびとのえほん まついのりこ:さく 童心社
ま 6794 0000029447 マヤイのおもちゃやさん わたしまじょですマヤイです ４ 寺村輝夫:作 あかね書房
ま 6795 0000029454 マヤイのケーキやさん わたしまじょですマヤイです ２ 寺村輝夫:作 あかね書房
ま 6796 0000023937 マヤイのたんじょうび わたしまじょですマヤイです １ 寺村輝夫:作 あかね書房
ま 6797 0000149757 マヤイのとけいやさん わたしまじょですマヤイです 5 寺村輝夫:作 あかね書房
ま 6798 0000020891 マヤイの花やさん わたしまじょですマヤイです ３ 寺村輝夫:作 あかね書房
ま 6799 0000059006 麻薬探知犬アーク ぼくたちが日本の子供を守る！ 桑原崇寿:作 ハート出版
ま 6800 0000016378 まゆとおに こどものとも傑作集 富安陽子:文 福音館書店
ま 6801 0000169615 まよなかかいぎ 浜田桂子:作 理論社
ま 6802 0000042994 ま夜中にお客さんがやってきた ハンナのすてきなホテル ３ マーク・バージェス:作 金の星社
ま 6803 0000032243 真夜中のあわせかがみ ナツカのおばけ事件簿 ４ 斉藤洋:作 あかね書房



児童書（書名による五十音リスト）

ま 6804 0000080168 真夜中の学校レストラン 怪談レストラン ５０ たかいよしかず:絵 童心社
ま 6805 0000173484 真夜中の学校レストラン 怪談レストラン ５０ たかいよしかず:絵 童心社
ま 6806 0000134478 真夜中の鐘がなるとき 宝さがしの13の話 プロイスラーの昔話 オトフリート・プロイスラー:作 小峰書店
ま 6807 0000006957 まよなかのだいどころ モーリス・センダック:さく 富山房
ま 6808 0000041707 真夜中の誕生 あかね創作文学シリーズ 三輪裕子:著 あかね書房
ま 6809 0000028621 まよなかのたんじょうかい ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介:作 鈴木出版
ま 6810 0000037465 真夜中の森で 新・文学の扉 １８ Ｒ・カーヴェン:作 金の星社
ま 6811 0000027987 マリアンナとパルーシャ 東ちづる:絵・文 主婦と生活社
ま 6812 0000184648 マリゴールドの願いごと Sunnyside Books ジェーン・フェリス:作 小峰書店
ま 6813 0000015057 まりこのたからもの 野本淳一猪熊祐子
ま 6814 0000155689 マリと子犬の物語 桑原真二:原作 汐文社
ま 6815 0000064303 まる、しかく、さんかく ブルーナのたのしいべんきょう １ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
ま 6816 0000134288 マルーシャ、またね 新しい世界の文学 5 イリーナ・トクマコーワ:作 岩崎書店
ま 6817 0000037267 マルカの長い旅 ミリヤム・プレスラー:作 徳間書店
ま 6818 0000031815 マルガリータとまほうのドロップ すきっぷぶっくす ５ 工藤ノリコ:作 あかね書房
ま 6819 0000064147 まるくておいしいよ ０．１．２．えほん こにしえいこ:さく 福音館書店
ま 6820 0000026385 まるごとたべたい。 山脇恭:作 偕成社
ま 6821 0000002030 まるちゃんのけが やまだあいこ
ま 6822 0000009886 マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね あかね・新えほんシリーズ １ イングリート・オストヘーレン:作 あかね書房
ま 6823 0000001453 マルハナバチ どうぶつのくらし 7 イリアン＝ロールス:構成 偕成社
ま 6824 0000005819 まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ:さく ポプラ社
ま 6825 0000090001 万延元年のフットボール 講談社文庫 大江健三郎:〔著〕 講談社
ま 6826 0000147611 マンガ 人間の条件 2 五味川純平:原作 ぶっくす東京
ま 6827 0000147603 マンガ 人間の条件 3 五味川純平:原作 ぶっく東京
ま 6828 0000138958 マンガ 人間の条件 4 五味川純平:原作 ぶっく東京
ま 6829 0000054189 まんが 吉田富三博士の生涯 がん研究の先駆者
ま 6830 0000150623 まんが外来語なんでも事典 江川清:監修・文 金の星社
ま 6831 0000050948 まんが化石動物記 １ たかしよいち:原作 理論社
ま 6832 0000036533 まんが化石動物記 １ たかしよいち:原作 理論社
ま 6833 0000143461 まんが化石動物記 10 たかしよいち:原作 理論社
ま 6834 0000150706 まんが化石動物記 10 たかしよいち:原作 理論社
ま 6835 0000036491 まんが化石動物記 ２ たかしよいち:原作 理論社
ま 6836 0000046235 まんが化石動物記 2 たかしよいち:原作 理論社
ま 6837 0000137133 まんが化石動物記 3 たかしよいち:原作 理論社
ま 6838 0000146308 まんが化石動物記 3 たかしよいち:原作 理論社
ま 6839 0000127738 まんが化石動物記 4 たかしよいち:原作 理論社
ま 6840 0000143883 まんが化石動物記 5 たかしよいち:原作 理論社



児童書（書名による五十音リスト）

ま 6841 0000149039 まんが化石動物記 ６ たかしよいち:原作 理論社
ま 6842 0000035360 まんが化石動物記 ７ たかしよいち:原作 理論社
ま 6843 0000144360 まんが化石動物記 7 たかしよいち:原作 理論社
ま 6844 0000024364 まんが化石動物記 ８ たかしよいち:原作 理論社
ま 6845 0000046128 まんが化石動物記 8 たかしよいち:原作 理論社
ま 6846 0000036459 まんが化石動物記 ９ たかしよいち:原作 理論社
ま 6847 0000149179 まんが語源なんでも事典 内田玉男:絵 金の星社
ま 6848 0000034041 まんがことわざなんでも事典 内田玉男:絵 金の星社
ま 6849 0000148437 まんがことわざなんでも事典 内田玉男:絵 金の星社
ま 6850 0000029017 マンガ三国志 下 とみ新蔵:作・画 三笠書房
ま 6851 0000028936 マンガ三国志 上 とみ新蔵:作・画 三笠書房
ま 6852 0000028977 マンガ三国志 中 とみ新蔵:作・画 三笠書房
ま 6853 0000147470 マンガで覚える図解囲碁の基本 知念かおり:監修 土屋書店
ま 6854 0000039149 まんがで学習　ことわざ事典 １ 吉田ゆたか:著 あかね書房
ま 6855 0000039172 まんがで学習　ことわざ事典 １ 吉田ゆたか:著 あかね書房
ま 6856 0000039180 まんがで学習　ことわざ事典 １ 吉田ゆたか:著 あかね書房
ま 6857 0000039131 まんがで学習　ことわざ事典 ２ 吉田ゆたか:著 あかね書房
ま 6858 0000039164 まんがで学習　ことわざ事典 ４ 吉田ゆたか:著 あかね書房
ま 6859 0000039198 まんがで学習　ことわざ事典 ５ 吉田ゆたか:著 あかね書房
ま 6860 0000036681 まんがで学習「おぼえておきたい」俳句１００ 続 小林清之介:編・著 あかね書房
ま 6861 0000038984 まんがで学習おぼえておきたい短歌１００ 萩原昌好:編・著 あかね書房
ま 6862 0000138784 まんがで学習ゆかいな川柳五・七・五 萩原昌好:編 あかね書房
ま 6863 0000172676 まんがで学ぶ故事成語 八木章好:著 国土社
ま 6864 0000172247 マンガでよくわかる少年剣道 道場で習うけいこのすべてがわかる! 012ジュニアスポーツ 榎本松雄:監修 大泉書店
ま 6865 0000036202 まんが難読漢字なんでも事典 高橋秀治:監修・文 金の星社
ま 6866 0000052068 まんが日本史事典 ２ 学研まんが事典シリーズ クニトシロウ:〔ほか〕漫画 学研
ま 6867 0000048751 まんが日本史事典 3 学研まんが事典シリーズ クニトシロウ:〔ほか〕漫画 学研
ま 6868 0000151217 マンガ日本の古典 10 中央公論社
ま 6869 0000151258 マンガ日本の古典 11 中央公論社
ま 6870 0000151266 マンガ日本の古典 12 中央公論社
ま 6871 0000131532 マンガ日本の古典 １４ 中央公論社
ま 6872 0000131409 マンガ日本の古典 １５ 中央公論社
ま 6873 0000131334 マンガ日本の古典 １６ 中央公論社
ま 6874 0000131342 マンガ日本の古典 １７ 中央公論社
ま 6875 0000129270 マンガ日本の古典 １８ 中央公論社
ま 6876 0000130716 マンガ日本の古典 １９ 中央公論社
ま 6877 0000129361 マンガ日本の古典 ２ 中央公論社
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ま 6878 0000130708 マンガ日本の古典 ２０ 中央公論社
ま 6879 0000129312 マンガ日本の古典 ２１ 中央公論社
ま 6880 0000099689 マンガ日本の古典 22 中央公論社
ま 6881 0000151936 マンガ日本の古典 23 中央公論社
ま 6882 0000129247 マンガ日本の古典 ２４ 中央公論社
ま 6883 0000129205 マンガ日本の古典 ２５ 中央公論社
ま 6884 0000129353 マンガ日本の古典 ２６ 中央公論社
ま 6885 0000129163 マンガ日本の古典 ２７ 中央公論社
ま 6886 0000131136 マンガ日本の古典 ３０ 中央公論社
ま 6887 0000158337 マンガ日本の古典 32 中央公論社
ま 6888 0000146340 マンガ日本の古典 4 中央公論社
ま 6889 0000145946 マンガ日本の古典 5 中央公論社
ま 6890 0000129320 マンガ日本の古典 ６ 中央公論社
ま 6891 0000131144 マンガ日本の古典 ７ 中央公論社
ま 6892 0000023614 マンガ日本の古典 ８ 中央公論社
ま 6893 0000023655 マンガ日本の古典 ９ 中央公論社
ま 6894 0000049494 まんが日本の歴史2000年 学研のまるごとシリーズ 人見倫平:まんが 学研
ま 6895 0000015834 まんが日本昔ばなし ＣＤえほん １ 川内彩友美:編 講談社
ま 6896 0000145680 まんが日本昔ばなし CDえほん 2 川内彩友美:編 講談社
ま 6897 0000056077 まんが日本昔ばなし ＣＤえほん ５ 川内彩友美:編 講談社
ま 6898 0000016139 まんが日本昔ばなし ＣＤえほん ６ 川内彩友美:編 講談社
ま 6899 0000015420 まんが日本昔ばなし ＣＤえほん ７ 川内彩友美:編 講談社
ま 6900 0000056085 まんが日本昔ばなし ＣＤえほん ８ 川内彩友美:編 講談社
ま 6901 0000010777 まんが日本昔ばなし ＣＤえほん ９ 川内彩友美:編 講談社
ま 6902 0000133504 まんが日本昔ばなし 第100話 二見書房
ま 6903 0000148585 まんが日本昔ばなし 第106話 二見書房
ま 6904 0000000588 まんが日本昔ばなし 第107話 二見書房
ま 6905 0000133751 まんが日本昔ばなし 第109話 二見書房
ま 6906 0000133645 まんが日本昔ばなし 第110話 二見書房
ま 6907 0000144493 まんが日本昔ばなし 第111話 二見書房
ま 6908 0000133744 まんが日本昔ばなし 第112話 二見書房
ま 6909 0000133694 まんが日本昔ばなし 第113話 二見書房
ま 6910 0000133363 まんが日本昔ばなし 第114話 二見書房
ま 6911 0000000414 まんが日本昔ばなし 第115話 二見書房
ま 6912 0000133710 まんが日本昔ばなし 第116話 二見書房
ま 6913 0000099937 まんが日本昔ばなし 第117話 二見書房
ま 6914 0000133272 まんが日本昔ばなし 第118話 二見書房
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ま 6915 0000145151 まんが日本昔ばなし 第119話 二見書房
ま 6916 0000133686 まんが日本昔ばなし 第120話 二見書房
ま 6917 0000147207 まんが日本昔ばなし 第121話 サラ文庫 二見書房
ま 6918 0000133785 まんが日本昔ばなし 第122話 サラ文庫 二見書房
ま 6919 0000000422 まんが日本昔ばなし 第123話 サラ文庫 二見書房
ま 6920 0000193516 まんが日本昔ばなし 第124話 サラ文庫 二見書房
ま 6921 0000133736 まんが日本昔ばなし 第125話 サラ文庫 二見書房
ま 6922 0000133629 まんが日本昔ばなし 第126話 サラ文庫 二見書房
ま 6923 0000000596 まんが日本昔ばなし 第127話 サラ文庫 二見書房
ま 6924 0000143545 まんが日本昔ばなし 第128話 サラ文庫 二見書房
ま 6925 0000133371 まんが日本昔ばなし 第129話 サラ文庫 二見書房
ま 6926 0000000612 まんが日本昔ばなし 第130話 サラ文庫 二見書房
ま 6927 0000133637 まんが日本昔ばなし 第131話 サラ文庫 二見書房
ま 6928 0000000562 まんが日本昔ばなし 第132話 サラ文庫 二見書房
ま 6929 0000133454 まんが日本昔ばなし 第133話 サラ文庫 二見書房
ま 6930 0000099945 まんが日本昔ばなし 第134話 サラ文庫 二見書房
ま 6931 0000133769 まんが日本昔ばなし 第135話 サラ文庫 二見書房
ま 6932 0000144865 まんが日本昔ばなし 第136話 サラ文庫 二見書房
ま 6933 0000133405 まんが日本昔ばなし 第138話 サラ文庫 二見書房
ま 6934 0000000604 まんが日本昔ばなし 第139話 サラ文庫 二見書房
ま 6935 0000133322 まんが日本昔ばなし 第140話 サラ文庫 二見書房
ま 6936 0000133538 まんが日本昔ばなし 第141話 二見書房
ま 6937 0000133413 まんが日本昔ばなし 第142話 二見書房
ま 6938 0000156521 まんが日本昔ばなし 第143話 二見書房
ま 6939 0000133330 まんが日本昔ばなし 第144話 二見書房
ま 6940 0000000430 まんが日本昔ばなし 第145話 二見書房
ま 6941 0000133421 まんが日本昔ばなし 第146話 二見書房
ま 6942 0000000927 まんが日本昔ばなし 第147話 二見書房
ま 6943 0000143560 まんが日本昔ばなし 第148話 二見書房
ま 6944 0000000463 まんが日本昔ばなし 第149話 二見書房
ま 6945 0000133603 まんが日本昔ばなし 第150話 二見書房
ま 6946 0000099978 まんが日本昔ばなし 第16話 二見書房
ま 6947 0000000521 まんが日本昔ばなし 第17話 二見書房
ま 6948 0000133462 まんが日本昔ばなし 第20話 二見書房
ま 6949 0000133447 まんが日本昔ばなし 第22話 二見書房
ま 6950 0000133728 まんが日本昔ばなし 第23話 二見書房
ま 6951 0000000489 まんが日本昔ばなし 第24話 二見書房



児童書（書名による五十音リスト）

ま 6952 0000143552 まんが日本昔ばなし 第25話 二見書房
ま 6953 0000145169 まんが日本昔ばなし 第26話 二見書房
ま 6954 0000173468 まんが日本昔ばなし 第28話 二見書房
ま 6955 0000133546 まんが日本昔ばなし 第29話 二見書房
ま 6956 0000133512 まんが日本昔ばなし 第30話 二見書房
ま 6957 0000144691 まんが日本昔ばなし 第31話 二見書房
ま 6958 0000133652 まんが日本昔ばなし 第32話 二見書房
ま 6959 0000143537 まんが日本昔ばなし 第33話 二見書房
ま 6960 0000144402 まんが日本昔ばなし 第34話 二見書房
ま 6961 0000133256 まんが日本昔ばなし 第35話 二見書房
ま 6962 0000000505 まんが日本昔ばなし 第36話 二見書房
ま 6963 0000133439 まんが日本昔ばなし 第37話 二見書房
ま 6964 0000000448 まんが日本昔ばなし 第38話 二見書房
ま 6965 0000147199 まんが日本昔ばなし 第39話 二見書房
ま 6966 0000133397 まんが日本昔ばなし 第41話 二見書房
ま 6967 0000000471 まんが日本昔ばなし 第42話 二見書房
ま 6968 0000146282 まんが日本昔ばなし 第44話 二見書房
ま 6969 0000099960 まんが日本昔ばなし 第45話 二見書房
ま 6970 0000133702 まんが日本昔ばなし 第47話 二見書房
ま 6971 0000133389 まんが日本昔ばなし 第48話 二見書房
ま 6972 0000145565 まんが日本昔ばなし 第49話 二見書房
ま 6973 0000146100 まんが日本昔ばなし 第58話 サラ文庫 二見書房
ま 6974 0000133306 まんが日本昔ばなし 第59話 サラ文庫 二見書房
ま 6975 0000133678 まんが日本昔ばなし 第60話 サラ文庫 二見書房
ま 6976 0000000513 まんが日本昔ばなし 第62話 二見書房
ま 6977 0000133496 まんが日本昔ばなし 第63話 二見書房
ま 6978 0000000455 まんが日本昔ばなし 第64話 二見書房
ま 6979 0000143578 まんが日本昔ばなし 第65話 二見書房
ま 6980 0000145144 まんが日本昔ばなし 第66話 二見書房
ま 6981 0000133348 まんが日本昔ばなし 第67話 二見書房
ま 6982 0000133355 まんが日本昔ばなし 第68話 二見書房
ま 6983 0000133314 まんが日本昔ばなし 第69話 二見書房
ま 6984 0000147181 まんが日本昔ばなし 第71話 二見書房
ま 6985 0000133777 まんが日本昔ばなし 第73話 二見書房
ま 6986 0000099929 まんが日本昔ばなし 第74話 二見書房
ま 6987 0000133280 まんが日本昔ばなし 第75話 二見書房
ま 6988 0000133660 まんが日本昔ばなし 第77話 二見書房
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ま 6989 0000133561 まんが日本昔ばなし 第78話 二見書房
ま 6990 0000133587 まんが日本昔ばなし 第79話 二見書房
ま 6991 0000146381 まんが日本昔ばなし 第80話 二見書房
ま 6992 0000000620 まんが日本昔ばなし 第81話 二見書房
ま 6993 0000148577 まんが日本昔ばなし 第82話 二見書房
ま 6994 0000133298 まんが日本昔ばなし 第83話 二見書房
ま 6995 0000143438 まんが日本昔ばなし 第84話 二見書房
ま 6996 0000133553 まんが日本昔ばなし 第85話 二見書房
ま 6997 0000099952 まんが日本昔ばなし 第86話 二見書房
ま 6998 0000144410 まんが日本昔ばなし 第87話 二見書房
ま 6999 0000193466 まんが日本昔ばなし 第88話 二見書房
ま 7000 0000000570 まんが日本昔ばなし 第89話 二見書房
ま 7001 0000148593 まんが日本昔ばなし 第90話 二見書房
ま 7002 0000173450 まんが日本昔ばなし 第91話 二見書房
ま 7003 0000133264 まんが日本昔ばなし 第92話 二見書房
ま 7004 0000000497 まんが日本昔ばなし 第93話 二見書房
ま 7005 0000133470 まんが日本昔ばなし 第94話 二見書房
ま 7006 0000144394 まんが日本昔ばなし 第95話 二見書房
ま 7007 0000000539 まんが日本昔ばなし 第96話 二見書房
ま 7008 0000133595 まんが日本昔ばなし 第97話 二見書房
ま 7009 0000000547 まんが日本昔ばなし 第98話 二見書房
ま 7010 0000133249 まんが日本昔ばなし 第99話 二見書房
ま 7011 0000149195 まんが俳句なんでも事典 石塚修:文 金の星社
ま 7012 0000131623 まんが百人一首なんでも事典 堀江卓:絵 金の星社
ま 7013 0000149013 まんが方言なんでも事典 三井はるみ:監修・文 金の星社
ま 7014 0000036855 まんが四字熟語なんでも事典 関口たか広:絵 金の星社
ま 7015 0000045344 まんが四字熟語なんでも事典 関口たか広:絵 金の星社
ま 7016 0000010629 まんげつのよるに シリーズあらしのよるに ７ 木村裕一:作 講談社
ま 7017 0000011130 まんげつのよるまでまちなさい マーガレット・ワイズ・ブラウン:さく ペンギン社
ま 7018 0000145003 満月をまって メアリー・リン・レイ:ぶん あすなろ書房
ま 7019 0000185728 マンザナの風にのせて 文研じゅべにーる ロイス・セパバーン:作 文研出版
ま 7020 0000125294 まんじゅうこわい 少年少女名作落語 5 小島貞二:著 偕成社
ま 7021 0000143974 まんじゅうこわい ランランらくご 1 斉藤洋:文 あかね書房
ま 7022 0000151092 マンホールからこんにちは いとうひろし:さく ほるぷ出版
ま 7023 0000188094 マンホール大百科 西日本編 鈴木出版マンホール研究会:編 鈴木出版
ま 7024 0000188086 マンホール大百科 東日本編 鈴木出版マンホール研究会:編 鈴木出版
ま 7025 0000063875 まんまる まんまる 田村ゆう子
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み 7026 0000053165 水であそぶ 手作りおもちゃのかがく館 8 木村裕一:作・構成 ほるぷ出版
み 7027 0000052803 ミーアキャットの家族 そうえんしゃ・写真のえほん 9 内山晟:しゃしん そうえん社
み 7028 0000026161 ミータ どうわコレクション 堀内純子:作 小峰書店
み 7029 0000030676 みえないってどんなこと？ いのちのえほん １２ 星川ひろ子:写真・文 岩崎書店
み 7030 0000058735 身勝手な飼い方をされるペットたち 獣医はうったえる！ ノンフィクション・ワールド 本田三緒子:著 大日本図書
み 7031 0000037804 三河町の半七 津の国屋他 世界の名探偵 ８ 岡本綺堂:作 岩崎書店
み 7032 0000007443 みかんちゃん 学研おはなし絵本 かわかみたかこ:〔作〕 学研
み 7033 0000062844 三毛猫一座のミュージカル おはなしガーデン １８ あんびるやすこ:著 岩崎書店
み 7034 0000037721 三毛猫ホームズ 三毛猫ホームズの夜ふかし他 世界の名探偵 １０ 赤川次郎:作 岩崎書店
み 7035 0000188268 身近な生き物淡水魚・淡水生物 1 さいたま水族館:監修 汐文社
み 7036 0000188276 身近な生き物淡水魚・淡水生物 2 さいたま水族館:監修 汐文社
み 7037 0000188284 身近な生き物淡水魚・淡水生物 3 さいたま水族館:監修 汐文社
み 7038 0000182311 みしのたくかにと 松岡享子:作 こぐま社
み 7039 0000098194 みず かがくのとも傑作集 長谷川摂子:文 福音館書店
み 7040 0000146316 ミス・マープル なぞの金塊事件他 世界の名探偵 6 アガサ・クリスティー:作 岩崎書店
み 7041 0000031146 水色の足ひれ 佐藤まどか:作 ＢＬ出版
み 7042 0000030387 みずいろのこびん いのちのえほん ９ わだことみ:作 岩崎書店
み 7043 0000048652 湖・沼づりに挑戦! よくつれる!超カンタンつり入門 菱田清和:著 金の星社
み 7044 0000030080 みずうみにきえた村 ジェーン・ヨーレン:文 ほるぷ出版
み 7045 0000014407 みずうみのたから 世界の絵本 イワン・ガンチェフ:作 講談社
み 7046 0000028365 水おとこのいるところ イーヴォ・ロザーティ:作 岩崎書店
み 7047 0000092304 みずくみに にじいろえほん 飯野和好:絵と文 小峰書店
み 7048 0000055152 ミスター・インクレディブル 新編ディズニーアニメランド ２４ 斎藤妙子:構成 講談社
み 7049 0000178251 みずたまのたび アンヌ・クロザ:さく 西村書店東京出版編集部
み 7050 0000036061 ミステリーホテルの怪 ラッセとマヤのたんていじむしょ マッティン・ビードマルク:作 主婦の友社
み 7051 0000172080 みずとはなんじゃ? かこさとし:作 小峰書店
み 7052 0000049767 水べのこん虫 自然たんけん 8 佐藤有恒:指導 国土社
み 7053 0000149229 みその絵本 つくってあそぼう ３ いまいせいいち:へん 農山漁村文化協会
み 7054 0000054320 みぢかなぎもん図鑑 10月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7055 0000054312 みぢかなぎもん図鑑 11月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7056 0000050419 みぢかなぎもん図鑑 12月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7057 0000054361 みぢかなぎもん図鑑 1月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7058 0000054353 みぢかなぎもん図鑑 2月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7059 0000054346 みぢかなぎもん図鑑 3月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7060 0000050427 みぢかなぎもん図鑑 4月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7061 0000053199 みぢかなぎもん図鑑 5月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7062 0000048199 みぢかなぎもん図鑑 6月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
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み 7063 0000050633 みぢかなぎもん図鑑 7月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7064 0000044164 みぢかなぎもん図鑑 ８月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7065 0000054338 みぢかなぎもん図鑑 9月 トーア出版企画:構成・編集 国土社
み 7066 0000044560 身近な材料を使った手づくり楽器をつくろう 手づくりシリーズ ３ 芸術教育研究所:編 黎明書房
み 7067 0000032094 みちくさ劇場 荒井良二:作 あかね書房
み 7068 0000180828 みちくさしようよ! ほるぷ創作絵本 はたこうしろう:作 ほるぷ出版
み 7069 0000027292 みちくさはやっぱりたのしい! ナマケモノネムタのおつかい ママとパパとわたしの本 14 井上ヒサト:さく・え ポプラ社
み 7070 0000049502 道は生きている 自然と人間 富山和子:著 講談社
み 7071 0000045807 道は遠くとも 3年B組金八先生 小山内美江子:著 高文研
み 7072 0000055079 ミッキーのクリスマスキャロル 新編ディズニーアニメランド ９ 芝しってる:〔ほか〕構成 講談社
み 7073 0000167163 ミッキーのまほうつかいのでし 新編ディズニーアニメランド ６ 西岡たかし:〔ほか〕構成 講談社
み 7074 0000128587 みつけたよ!自然のたからもの 全3巻
み 7075 0000171934 見つけておぼえる！さがし絵タウン道路標識 永井もりいち 中経出版
み 7076 0000139048 三つかぞえて 日常の俳句 めくってびっくり俳句絵本 5 村井康司:編 岩崎書店
み 7077 0000034066 三つのお願い いちばん大切なもの あかね・新えほんシリーズ １５ ルシール・クリフトン:作 あかね書房
み 7078 0000050591 ミツバチとともに 養蜂家角田公次 農家になろう 2 大西暢夫:写真 農山漁村文化協会
み 7079 0000016881 みつばちとどろぼう エリック・カールのうごく絵本 エリック・カール:作 偕成社
み 7080 0000146415 みつばちの本 はじめての発見 5 ウテ・フュール:原案・制作 岳陽舎
み 7081 0000148114 みつばちのミレイユ にわの小さななかまたち Ａ．クリングス:作 岩波書店
み 7082 0000133009 みつばちマーヤの冒険 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
み 7083 0000064378 ミッフィー １ ブルーナの０歳からの本 １ ディック＝ブルーナ:絵 講談社
み 7084 0000054502 みておぼえるはじめてのかんじ絵じてん 高橋久子:監修 旺文社
み 7085 0000023267 みててね、おじいちゃん えほんのもり 藤田千津:作 文研出版
み 7086 0000004226 みどりいろのたね 福音館創作童話シリーズ たかどのほうこ:作 福音館書店
み 7087 0000013870 みどり色のつりがね オトフリート＝プロイスラー:文 偕成社
み 7088 0000040576 緑色の目の白いネコ 世界こわい話ふしぎな話傑作集 10 アイルランド編 レ・ファニュ:原作 金の星社
み 7089 0000022400 ミドリちゃんとよっつのけいと 絵本の時間 １７ おおしまたえこ:作・絵 ポプラ社
み 7090 0000054221 みどりのカーテンをつくろう 菊本るり子:作 あかね書房
み 7091 0000045484 緑の森の神話 心にのこる文学 25 折原みと:作絵 ポプラ社
み 7092 0000032482 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 ６ 最上二郎:作 草炎社
み 7093 0000132522 水底の棺 中川なをみ:作 くもん出版
み 7094 0000027649 みなまたの木 三枝三七子:絵と文 創英社
み 7095 0000188813 みならいサンタ そのだえり:作 文溪堂
み 7096 0000168500 みならいしょうぼうしゃショータ 教育画劇のかみしばい 丹羽直樹:作絵 教育画劇
み 7097 0000188490 ミニオンズさがして!みつけて! トレイ・キング:著 小学館
み 7098 0000132431 みにくいあひるの子 ハンス・クリスチャン・アンデルセン:さく ほるぷ出版
み 7099 0000016964 みにくいあひるのこ アンデルセン童話より 世界名作えほんライブラリー １２ アンデルセン:〔原作〕 フレーベル館



児童書（書名による五十音リスト）

み 7100 0000117325 みにくいあひるのこ 紙しばい名作選 アンデルセン:原作 童心社
み 7101 0000055178 みにくいあひるの子 新編ディズニーアニメランド ２０ 佐藤悦夫:〔ほか〕構成 講談社
み 7102 0000144147 三まいのおふだ 学研・ひとりよみ名作 １０ 桜井正明:ぶん 学研
み 7103 0000054262 ミミズはヘビのしんせき? かぞく どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
み 7104 0000000943 みみとみんいちごだいすき みみとみんシリーズ いりやまさとし:作絵 学研教育出版
み 7105 0000183996 耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン:文 光村教育図書
み 7106 0000010363 ミミヨッポ ひろいのりこ:作・絵 ＢＬ出版
み 7107 0000135012 みみをすます 谷川俊太郎:著 福音館書店
み 7108 0000009498 耳をすませば 徳間アニメ絵本 11 柊あおい:原作 徳間書店
み 7109 0000133199 宮里藍物語 スポーツのニューヒロイン 1 本郷陽二:編 汐文社
み 7110 0000051946 宮沢賢治 銀河を旅したイーハトーブの童話詩人 小学館版学習まんが人物館 畑山博:監修 小学館
み 7111 0000158766 宮本武蔵 新・講談社の絵本 17 石井滴水:画 講談社
み 7112 0000040501 未来からきた暗殺者 海外ＳＦミステリー傑作選 ９ Ｐ・ヒース:原作 国土社
み 7113 0000009464 未来少年コナン 徳間アニメ絵本 １４ アレグサンダー・ケイ:原作 徳間書店
み 7114 0000188573 みらいのえんそく ジョン・ヘア:作 あすなろ書房
み 7115 0000130864 未来の薬はこうなるぞ
み 7116 0000138396 ミリー 天使にであった女の子のお話 ヴィルヘルム・グリム:原作 ほるぷ出版
み 7117 0000148700 ミリー 天使にであった女の子のお話 ヴィルヘルム・グリム:原作 ほるぷ出版
み 7118 0000022848 ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし:作 ＢＬ出版
み 7119 0000079772 魅力ｸｴチャート＆血液型診断 ゆめをかなえる！？ハッピー☆うらないブック ３ 小泉茉莉花:著 ポプラ社
み 7120 0000127647 見る・五感の本 はじめての発見 24 クロード・デラフォッス:原案・制作 岳陽舎
み 7121 0000065565 ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーヴン・デイヴィーズ:文 ほるぷ出版
み 7122 0000145011 ミルクの本 はじめての発見 28 シルヴェーヌ・ペロル:原案・制作 岳陽舎
み 7123 0000037051 ミルトン屋敷の謎 五人と一匹 １ エニード・ブライトン:作 実業之日本社
み 7124 0000005231 ミロとまほうのいし 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社
み 7125 0000137604 ミンティたちの森のかくれ家 Modern Classic Selection 7 キャロル・ライリー・ブリンク:著 文溪堂
み 7126 0000005769 みんな　びっくり 長新太:著 こぐま社
み 7127 0000002246 みんな　みんな　みーつけた 木村裕一・しかけ絵本 １ 木村裕一:作 偕成社
み 7128 0000002113 みんな みんな みーつけた 木村裕一・しかけ絵本 1 木村裕一:作 偕成社
み 7129 0000047696 みんなあかちゃんだった えほん・こどもとともに 鈴木まもる:作 小峰書店
み 7130 0000004630 みんなうんち かがくのとも傑作集 五味太郎:さく 福音館書店
み 7131 0000047555 みんなうんち かがくのとも傑作集 五味太郎:さく 福音館書店
み 7132 0000006320 みんなおそろい ともだちだいすき １ 山脇恭:作 偕成社
み 7133 0000002725 みんなおそろい ともだちだいすき 1 山脇恭:作 偕成社
み 7134 0000002642 みんなおそろい ともだちだいすき 1 山脇恭:作 偕成社
み 7135 0000006825 みんなおやすみ… 和木亮子:作 金の星社
み 7136 0000004796 みんながおしえてくれました 五味太郎:作 絵本館



児童書（書名による五十音リスト）

み 7137 0000144626 みんながおしゃべりはじめるぞ いとうひろし:作 絵本館
み 7138 0000055848 みんながそろう日 モロッコの風のなかで 鈴木出版の海外児童文学－この地球を生きる子どもたち－ ヨーケ・ファン・レーウェン:作 鈴木出版
み 7139 0000000026 みんなじどうしゃ 絵本・あかちゃんこんにちは おおともやすお:作 童心社
み 7140 0000013136 みんなで！いえをたてる 竹下文子:作 偕成社
み 7141 0000027532 みんなで！どうろこうじ 竹下文子:作 偕成社
み 7142 0000046862 みんなで生きる・２１世紀 １ ポプラ社
み 7143 0000044057 みんなで生きる・21世紀 10 ポプラ社
み 7144 0000044016 みんなで生きる・21世紀 11 ポプラ社
み 7145 0000044008 みんなで生きる・21世紀 12 ポプラ社
み 7146 0000047670 みんなで生きる・21世紀 2 ポプラ社
み 7147 0000046649 みんなで生きる・２１世紀 ３ ポプラ社
み 7148 0000046854 みんなで生きる・２１世紀 ５ ポプラ社
み 7149 0000044024 みんなで生きる・21世紀 6 ポプラ社
み 7150 0000044131 みんなで生きる・21世紀 7 ポプラ社
み 7151 0000044099 みんなで生きる・21世紀 8 ポプラ社
み 7152 0000152009 みんなで生きる・21世紀 9 ポプラ社
み 7153 0000135640 みんなでうみへいきました えほんはともだち 5 山下明生:作 ポプラ社
み 7154 0000004333 みんなでじゃぽ～ん えほん、よんで！ ５ やまぐちみねやす:作 あかね書房
み 7155 0000124693 みんなでたいそう ことばとからだであそぼう!-2・3歳児のふれあいあそび- 新沢としひこ:脚本 童心社
み 7156 0000050971 みんなでたのしい！なぞなぞ小学１・２年生 嵩瀬ひろし:さく ナツメ社
み 7157 0000117309 みんなでつくったおひなさま あたらしい行事紙芝居 第2集 柳瀬由里子:作 教育画劇
み 7158 0000064527 みんなでね まついのりこあかちゃんのほん まついのりこ:作・絵 偕成社
み 7159 0000009894 みんなでピクニック 彩樹かれん:作・絵 ひさかたチャイルド
み 7160 0000047217 みんなでやってみよう遊びの本 児童憲章愛の会
み 7161 0000002410 みんなともだち ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか:文 童心社
み 7162 0000002782 みんなのいいぶん 生きものピラミッド えほん・ハートランド 26 かみやしん:作・絵 岩崎書店
み 7163 0000033134 みんなのうみ 前田亘輝:文 サンクチュアリ・パブリッシング

み 7164 0000190686 みんなのおすし はらぺこめがね:作 ポプラ社
み 7165 0000052522 みんなのかお さとうあきら:写真 福音館書店
み 7166 0000023416 みんなのこびと ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ なばたとしたか:さく 長崎出版
み 7167 0000040725 みんなの少年探偵団 万城目学:著 ポプラ社
み 7168 0000035014 みんなのなやみ ２ よりみちパン！セ １２ 重松清:著 理論社
み 7169 0000128041 みんなのなやみ よりみちパン！セ ０１ 重松清:著 理論社
む 7170 0000144766 ムーミン一家とメイドのミーサン 絵本・ムーミン谷から ６ トーベ・ヤンソン:原作・絵 講談社
む 7171 0000193565 ムーミンえいごじてん かさいたかゆき 旺文社
む 7172 0000144733 ムーミン谷に春がきた 絵本・ムーミン谷から １ トーベ・ヤンソン:絵 講談社
む 7173 0000100016 ムーミン谷のすい星 絵本・ムーミン谷から ４ トーベ・ヤンソン:原作・絵 講談社



児童書（書名による五十音リスト）

む 7174 0000144022 ムーミン谷の大こうずい 絵本・ムーミン谷から 3 トーベ・ヤンソン:原作・絵 講談社
む 7175 0000064956 ムーミン谷のふしぎな夏 絵本・ムーミン谷から ５ トーベ・ヤンソン:原作・絵 講談社
む 7176 0000182469 ムーミン童話全集 1 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7177 0000182477 ムーミン童話全集 2 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7178 0000182485 ムーミン童話全集 3 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7179 0000182493 ムーミン童話全集 4 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7180 0000182501 ムーミン童話全集 5 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7181 0000182519 ムーミン童話全集 6 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7182 0000182527 ムーミン童話全集 7 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7183 0000182535 ムーミン童話全集 8 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7184 0000182543 ムーミン童話全集 別巻 トーベ・ヤンソン:作・絵 講談社
む 7185 0000024943 ムーミンと空とぶえんばん 絵本・ムーミン谷から ２ トーベ・ヤンソン:絵 講談社
む 7186 0000035873 ムーミンのぼうけん １ トーベ・ヤンソン:原作 偕成社
む 7187 0000035923 ムーミンのぼうけん ２ トーベ・ヤンソン:原作 偕成社
む 7188 0000035881 ムーミンのぼうけん ３ トーベ・ヤンソン:原作 偕成社
む 7189 0000035824 ムーミンのぼうけん ４ トーベ・ヤンソン:原作 偕成社
む 7190 0000177147 ムーラン ディズニーアニメ小説版 １９ デュボウスキー:作 偕成社
む 7191 0000188185 ムーンヒルズ魔法宝石店 1 わくわくライブラリー あんびるやすこ:作・絵 講談社
む 7192 0000188193 ムーンヒルズ魔法宝石店 2 わくわくライブラリー あんびるやすこ:作・絵 講談社
む 7193 0000188235 ムーンヒルズ魔法宝石店 3 わくわくライブラリー あんびるやすこ:作・絵 講談社
む 7194 0000125377 むかーしむかしのひなあられ ひなまつり たべものの由来紙芝居 松岡節:作 教育画劇
む 7195 0000029173 むかし、森のなかで トーマス・ティードホルム:文 ほるぷ出版
む 7196 0000068528 昔のくらしの道具事典 小林克:監修 岩崎書店
む 7197 0000025015 むかしのこども 五味太郎:著 ブロンズ新社
む 7198 0000170449 昔の道具うつりかわり事典 三浦基弘:監修 小峰書店
む 7199 0000187344 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 ブルーバトンブックス 椰月美智子:著 小峰書店
む 7200 0000124735 むかしむかしおにがきた あたらしい行事紙芝居 第2集 清水たみ子:作 教育画劇
む 7201 0000134296 むかでのいしゃむかえ 福音館の幼児絵本 飯野和好:さく 福音館書店
む 7202 0000002071 むかでのいしゃむかえ 福音館の幼児絵本 飯野和好:さく 福音館書店
む 7203 0000146449 むかでのおつかい ワッハッハ!ゆかいでおかしい日本の民話 吉田タキノ:文 教育画劇
む 7204 0000034918 麦畑になれなかった屋根たち 絵本・こどものひろば 藤田のぼる:文 童心社
む 7205 0000166785 むぎわらとすみとまめ グリム童話より ノッポさんのえほん 2 グリム:〔原作〕 世界文化社
む 7206 0000034371 椋鳩十動物童話集 第３巻 椋鳩十:著 小峰書店
む 7207 0000136168 椋鳩十動物童話集 第5巻 椋鳩十:著 小峰書店
む 7208 0000063990 むくむく もごもご 松竹いね子ましませつこ
む 7209 0000138735 むこうがわのあのこ ジャクリーン・ウッドソン:文 光村教育図書
む 7210 0000041749 むこうがわ行きの切符 ノベルズ・エクスプレス １３ 小浜ユリ:作 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

む 7211 0000005538 むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田之久:文 童心社
む 7212 0000026351 むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田之久:文 童心社
む 7213 0000180935 むしとりにいこうよ！ ほるぷ創作絵本 はたこうしろう:作 ほるぷ出版
む 7214 0000035964 ムジナ探偵局闇に消えた男 シリーズじーんドキドキ 富安陽子:作 童心社
む 7215 0000188904 むしにごようじん 異常気象からいのちをまもる 田中六大:作絵 教育画劇
む 7216 0000019810 むしのおんがくがっこう あかね・新えほんシリーズ ３５ 青山邦彦:作・絵 あかね書房
む 7217 0000049148 むしのかお ふしぎいっぱい写真絵本 １７ 新開孝:写真・文 ポプラ社
む 7218 0000021386 虫の知らせレストラン 怪談レストラン 43 たかいよしかず:絵 童心社
む 7219 0000073189 虫の知らせレストラン 怪談レストラン ４３ たかいよしかず:絵 童心社
む 7220 0000148320 虫の目で狙う奇跡の一枚 昆虫写真家の挑戦 ノンフィクション知られざる世界 栗林慧:著 金の星社
む 7221 0000030171 ムシャノコウジガワさんの鼻と友情 二宮由紀子:作 偕成社
む 7222 0000030569 無人島で、よりよい生活！ いわさき創作童話 ４７ いしいゆみ:作 岩崎書店
む 7223 0000037572 息子よアメリカは父さんの敵だった 大橋祥宏:著 農山漁村文化協会
む 7224 0000011718 ムスティとサーカス ムスティの絵本 １２ スタジオＴＶデュプイ:製作 小学館
む 7225 0000025031 ムッシュ・ムニエルとおつきさま 佐々木マキ:作 絵本館
む 7226 0000018267 ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木マキ:作 絵本館
む 7227 0000019885 ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします 佐々木マキ:作 絵本館
む 7228 0000019158 むったんの海 くもんの絵童話 寺田志桜里:ぶん・え くもん出版
む 7229 0000177097 無敵のデンセツ 究極の道具はどこだ！！ 妖怪コロキューブ グループＳＮＥ:著 学研教育出版
む 7230 0000144089 むねとんとん おはなしだいすき さえぐさひろこ:作 小峰書店
む 7231 0000147967 村いちばんのパンやさん うさぎのおみせやさん 3 岡野薫子:作 ポプラ社
む 7232 0000040378 紫ババアレストラン 怪談レストラン ４２ たかいよしかず:絵 童心社
む 7233 0000173377 紫ババアレストラン 怪談レストラン ４２ たかいよしかず:絵 童心社
め 7234 0000086082 メイおばちゃんの庭 あかね世界の文学シリーズ Ｃ．ライラント:著 あかね書房
め 7235 0000033837 冥界伝説・たかむらの井戸 あかね・新読み物シリーズ １５ たつみや章:作 あかね書房
め 7236 0000058602 名犬チロリ セラピードッグが「奇跡」を起こす 大木トオル:著 マガジンハウス
め 7237 0000058982 名犬チロリ 日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語 ノンフィクション・生きるチカラ ９ 大木トオル:著 岩崎書店
め 7238 0000178541 名犬チロリ 日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語 ノンフィクション・生きるチカラ 9 大木トオル:著 岩崎書店
め 7239 0000031047 迷犬マイラー 佐藤恭子:著 文芸社
め 7240 0000014720 名犬ラッシー 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
め 7241 0000036897 名犬ラッシー 偕成社文庫 ３１９５ エリク＝ナイト:作 偕成社
め 7242 0000138776 名作動物ランド 1 1年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7243 0000053801 名作動物ランド 10 5年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7244 0000128165 名作動物ランド １１　６年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7245 0000137182 名作動物ランド 12 6年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7246 0000053769 名作動物ランド 2 1年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7247 0000094623 名作動物ランド 3 2年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社



児童書（書名による五十音リスト）

め 7248 0000131243 名作動物ランド ４　２年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7249 0000053835 名作動物ランド 5 3年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7250 0000053827 名作動物ランド 8 4年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7251 0000053819 名作動物ランド 9 5年生 ヴィタリー・ビアンキ:著 理論社
め 7252 0000172437 迷信スクール 死神や霊たちが学校にやってきた! 妖怪コロキューブ チームコロキューブ:絵・構成 学研
め 7253 0000040733 名探偵シャーロック・ホームズ事典 日本シャーロック・ホームズ・クラブ:監修・執筆 くもん出版
め 7254 0000033506 名探偵ひみつ事件ノート ミステリーがいっぱい ７ 並木圭子:画 偕成社
め 7255 0000040808 名探偵ホームズ赤毛組合 講談社青い鳥文庫 190-18 コナン・ドイル:作 講談社
め 7256 0000088187 名探偵ホームズ消えた花むこ 講談社青い鳥文庫 １９０－２１ コナン・ドイル:作 講談社
め 7257 0000040782 名探偵ホームズ金縁の鼻めがね 講談社青い鳥文庫 190-31 コナン・ドイル:作 講談社
め 7258 0000171520 名探偵ホームズ最後のあいさつ 講談社青い鳥文庫 190-33 コナン・ドイル:作 講談社
め 7259 0000088195 名探偵ホームズ最後の事件 講談社青い鳥文庫 １９０－２５ コナン・ドイル:作 講談社
め 7260 0000045328 名探偵ホームズ囚人船の秘密 講談社青い鳥文庫 190-28 コナン・ドイル:作 講談社
め 7261 0000040717 名探偵ホームズバスカビル家の犬 講談社青い鳥文庫 190-19 コナン・ドイル:作 講談社
め 7262 0000151761 名探偵ホームズ緋色の研究 講談社青い鳥文庫 190-22 コナン・ドイル:作 講談社
め 7263 0000052159 名探偵ホームズぶな屋敷のなぞ 講談社青い鳥文庫 １９０－２４ コナン・ドイル:作 講談社
め 7264 0000040790 名探偵ホームズまだらのひも 講談社青い鳥文庫 190-20 コナン・ドイル:作 講談社
め 7265 0000045294 名探偵ホームズ三年後の生還 講談社青い鳥文庫 190-27 コナン・ドイル:作 講談社
め 7266 0000040766 名探偵ホームズ六つのナポレオン像 講談社青い鳥文庫 190-29 コナン・ドイル:作 講談社
め 7267 0000045302 名探偵ホームズ四つの署名 講談社青い鳥文庫 190-23 コナン・ドイル:作 講談社
め 7268 0000058180 名優犬トリス お母さん、ボクをおぼえていますか? 山田三千代:作 ハート出版
め 7269 0000005686 メエメエさんとはらぺこどり こどものくに傑作絵本 ささやすゆき:作・絵 金の星社
め 7270 0000004473 メエメエさんのゆうびんやさん こどものくに傑作絵本 ささやすゆき:作・絵 金の星社
め 7271 0000014597 めがねうさぎ せなけいこ:作・絵 ポプラ社
め 7272 0000003913 めがねうさぎのうみぼうずがでる！！ せなけいこ:作・絵 ポプラ社
め 7273 0000014738 めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せなけいこ:作・絵 ポプラ社
め 7274 0000028159 メガネをかけたら くすのきしげのり:作 小学館
め 7275 0000167569 メガロポリス 空から宇宙人がやってきた! クレア・デュドネ:さく NHK出版
め 7276 0000091991 めくってわかる!ひとのからだ クライブ・ギフォード:作 岩崎書店
め 7277 0000187419 めぐみの森 藤原幸一:しゃしん・ぶん 新日本出版社
め 7278 0000173203 めくらぶどうと虹 宮沢賢治 福武書店
め 7279 0000173104 めくらぶどうと虹 宮沢賢治 福武書店
め 7280 0000042119 めぐりあい ガラスのうさぎと私 高木敏子:著 金の星社
め 7281 0000184358 めぐろのさんま 落語絵本 6 川端誠:〔作〕 クレヨンハウス
め 7282 0000168310 めざせスペシャルオリンピックス・世界大会! がんばれ、自閉症の類くん 文研じゅべにーる 沢田俊子:著 文研出版
め 7283 0000042242 めだかの学校 新選・子どもの文学 ２３ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
め 7284 0000117119 めだらけ 日本の妖怪ぞろ～り 滝本つみき:脚本 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

め 7285 0000021246 めっきらもっきらどおんどん こどものとも傑作集 ８５ 長谷川摂子:作 福音館書店
め 7286 0000181412 めっきらもっきらどおんどん こどものとも傑作集 85 長谷川摂子:作 福音館書店
め 7287 0000034504 メッテくん、くもり☆あらし☆のち晴れ！ 本の森 ４ ローセ・ラーゲルクランツ:作 偕成社
め 7288 0000189449 目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ:著 さ・え・ら書房
め 7289 0000053546 目でみる野口英世記念館 1 「目でみる人物記念館」刊行会:編 日本図書センター
め 7290 0000138156 目でみる野口英世記念館 2 「目でみる人物記念館」刊行会:編 日本図書センター
め 7291 0000002089 めの まど あけろ 福音館の幼児絵本 谷川俊太郎:ぶん 福音館書店
め 7292 0000032227 メリーさんの電話 ナツカのおばけ事件簿 1 斉藤洋:作 あかね書房
め 7293 0000033043 メロンのじかん まどみちお:詩 理論社
め 7294 0000100453 メロンパンナとひみつのはなぞの ワイド版アンパンマンかみしばい 9 やなせたかし:作・絵 フレーベル館
め 7295 0000030494 目をさませトラゴロウ 理論社名作の愛蔵版 小沢正:童話 理論社
め 7296 0000137026 めんどりとこむぎつぶ イギリスの昔話より 世界名作えほんライブラリー 24 矢部美智代:文 フレーベル館
も 7297 0000015412 モイモイのポッケ Ｈ＠Ｌ:さく・え ＢＬ出版
も 7298 0000000224 もう　いーいかい こねこちゃんえほん いもとようこ:さく・え 金の星社
も 7299 0000002402 もう いーいかい こねこちゃんえほん いもとようこ:さく・え 金の星社
も 7300 0000018945 もうあきたなんていわないよ 絵本の時間 ３ 松田もとこ:作 ポプラ社
も 7301 0000150763 もういちど家族になる日まで スザンヌ・ラフルーア:作 徳間書店
も 7302 0000004317 もういっかいもういっかい 講談社の幼児えほん 藤本ともひこ:作・絵 講談社
も 7303 0000010355 もううそつかないもん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ブライアン・モーセズ:ぶん 評論社
も 7304 0000063685 もうおきるかな？ ０．１．２．えほん まつのまさこ:ぶん 福音館書店
も 7305 0000013664 もうすぐどきどきうんどうかい わたしのえほん こわせたまみ:さく ＰＨＰ研究所
も 7306 0000058578 盲導犬 社会でかつやくするイヌたち アイメイト協会:監修 鈴木出版
も 7307 0000151373 盲導犬クイールの一生 石黒謙吾:文 文藝春秋
も 7308 0000137737 盲導犬のんのんのかたみ 「朝のときめく読書」シリーズ 1 志茂田景樹:作 Kiba Book
も 7309 0000166819 もうぬげない ヨシタケシンスケ:作 ブロンズ新社
も 7310 0000008326 もうねむたくて　ねむたくて 森山京:作 フレーベル館
も 7311 0000062471 もうねんね 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
も 7312 0000185710 もうひとつの屋久島から 世界遺産の森が伝えたいこと フレーベル館ノンフィクション 1 武田剛:著 フレーベル館
も 7313 0000132258 モーツァルト オーストリアが生んだ古典派の天才作曲家 伝記世界の作曲家 ３ マイケル・ホワイト:著 偕成社
も 7314 0000030551 モーツァルト 子どもの伝記全集 21 真篠将:〔著〕 ポプラ社
も 7315 0000092452 モーツァルトの魔法の笛 マジック・ツリーハウス 27 メアリー・ポープ・オズボーン:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
も 7316 0000127837 モーニング娘。物語 今輝く歌姫たち 本郷陽二:編 汐文社
も 7317 0000177899 モーモー村のおくりもの 文研ブックランド 堀米薫:作 文研出版
も 7318 0000037747 モギちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク:著 あすなろ書房
も 7319 0000149435 もくもくやかん 講談社の創作絵本 かがくいひろし:作 講談社
も 7320 0000035667 もぐらくんとテレビ もぐらくんのお話 ハナ・ドスコチロヴァー:作 偕成社
も 7321 0000019943 もぐらとじどうしゃ 世界傑作絵本シリーズ エドアルド・ペチシカ:ぶん 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

も 7322 0000004200 もぐらのおくりもの いわきたかし:ぶん 童話屋
も 7323 0000004325 もぐらのおとしあな いわきたかし:ぶん 童話屋
も 7324 0000053389 モグラはかせの地震たんけん 松岡達英:作・絵 ポプラ社
も 7325 0000149500 もぐらバス 佐藤雅彦:原案 偕成社
も 7326 0000185215 もぐらはすごい アヤ井アキコ:著 アリス館
も 7327 0000002303 もけらもけら 日本傑作絵本シリーズ 山下洋輔:ぶん 福音館書店
も 7328 0000181552 もこもこもこ ぽっぽライブラリ 谷川俊太郎:作 文研出版
も 7329 0000006999 もこもこもこ みるみる絵本 谷川俊太郎:作 文研出版
も 7330 0000053983 もじあそび 安野光雅:ぶんえ 福音館書店
も 7331 0000167080 もしかしたら名探偵 杉山亮:作 偕成社
も 7332 0000188565 もし地球に植物がなかったら? きねふちなつみ:作 あすなろ書房
も 7333 0000004598 もしもし　おかあさん 久保喬:作 金の星社
も 7334 0000062596 もしもしおでんわ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
も 7335 0000062463 もしもしおでんわ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子:文 童心社
も 7336 0000013029 もしもねこがサーカスにいったら 講談社の創作絵本 石津ちひろ:文 講談社
も 7337 0000004093 もしもねずみにクッキーをあげると ローラ・ジョフィ・ニューメロフ:文 岩崎書店
も 7338 0000013318 もしもねずみをえいがにつれていくと ローラ・ジョフィ・ニューメロフ:文 岩崎書店
も 7339 0000020164 もしもぼくがよそのうちのいぬだったら きたやまようこ:作 小学館
も 7340 0000002121 もしもぼくにおにいちゃんがいたら 講談社の幼児えほん そうまこうへい:さく・え 講談社
も 7341 0000018127 もじゃおじさんがやってきた 穂高順也:文 キッズメイト
も 7342 0000093781 もちの絵本 つくってあそぼう 4 えがわかずのり:へん 農山漁村文化協会
も 7343 0000018721 モチモチの木 創作絵本 ６ 斎藤隆介:作 岩崎書店
も 7344 0000012039 もったいないばあさん 講談社の創作絵本 真珠まりこ:作・絵 講談社
も 7345 0000005801 もったいないばあさんがくるよ！ 講談社の創作絵本 真珠まりこ:作・絵 講談社
も 7346 0000158527 もったいないばあさんのてんごくとじごくのはなし 講談社の創作絵本 真珠まりこ:作・絵 講談社
も 7347 0000025395 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋富士夫:作・絵 徳間書店
も 7348 0000053249 もっと知りたい!人物伝記事典 1 漆原智良:監修 フレーベル館
も 7349 0000052795 もっと知りたい!人物伝記事典 2 漆原智良:監修 フレーベル館
も 7350 0000133892 もっと知りたい!人物伝記事典 3 漆原智良:監修 フレーベル館
も 7351 0000133918 もっと知りたい!人物伝記事典 4 漆原智良:監修 フレーベル館
も 7352 0000133926 もっと知りたい!人物伝記事典 5 漆原智良:監修 フレーベル館
も 7353 0000156323 もっと楽しいミニチュアクラフト リサイクル品と身のまわりの素材で作る 及川久美:作 学研
も 7354 0000064246 もっとほんがよめるの ブルーナのたのしいべんきょう ５ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
も 7355 0000056499 モテモテおばけチョコレート ポプラ社の新・小さな童話 ２４８ むらいかよ:著 ポプラ社
も 7356 0000168138 もとこども ポプラ社の絵本 37 富安陽子:作 ポプラ社
も 7357 0000034165 モニカさんのハーモニカ おはなしはらっぱ ６ いとうひろし:さく あかね書房
も 7358 0000052480 ものがたり絵本だれも知らない動物園 8 農山漁村文化協会



児童書（書名による五十音リスト）

も 7359 0000028787 物語の迷路 アンデルセンから宮沢賢治の世界まで 香川元太郎:作・絵 ＰＨＰ研究所
も 7360 0000025510 ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子:ぶん 教育画劇
も 7361 0000132118 ものづくりハンドブック 1 「たのしい授業」編集委員会:編 仮説社
も 7362 0000147348 ものづくりハンドブック 2 「たのしい授業」編集委員会:編 仮説社
も 7363 0000047183 ものづくりハンドブック 4 「たのしい授業」編集委員会:編 仮説社
も 7364 0000148635 もののけ姫 下 徳間アニメ絵本 17 宮崎駿:原作・脚本・監督 徳間書店
も 7365 0000189910 もののなまえ えいごつき はっけんことばずかん めぐろみよ:絵 学研プラス
も 7366 0000032672 ものまねきょうりゅう わくわくどうわかん 斉藤洋:作 ほるぷ出版
も 7367 0000131706 もみの木 偕成社世界のどうわ １２ Ｈ．Ｃ．アンデルセン:作 偕成社
も 7368 0000138552 もみの木森のグンナル ボリェ・リンドストロム:文 ほるぷ出版
も 7369 0000135350 モモ ミヒャエル・エンデ:作 岩波書店
も 7370 0000182642 モモ 時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語 ミヒャエル・エンデ:〔著〕 岩波書店
も 7371 0000144899 ももいろのきりん 創作童話シリーズ 中川李枝子:著 福音館書店
も 7372 0000055590 百川（モモンガ）小学校ミステリー新聞 ３ 谷本雄治:作 あかね書房
も 7373 0000007070 ももこのひなまつり 行事のえほん 3 森山京:作 教育画劇
も 7374 0000172940 ももたろう 松居 直 福音館書店
も 7375 0000126169 ももたろう 紙芝居むかしばなし 第1集 香山美子:文 教育画劇
も 7376 0000014704 ももたろう 日本傑作絵本シリーズ まついただし:ぶん 福音館書店
も 7377 0000165795 ももたろう 日本むかし話 5 瀬川康男:絵 フレーベル館
も 7378 0000169599 ももたろう はじめての世界名作えほん 1 中脇初枝:文 ポプラ社
も 7379 0000015263 ももたろう 松谷みよ子むかしばなし 松谷みよ子:〔作〕 童心社
も 7380 0000018390 ももたろう わたしのえほん さくらともこ:再話 ＰＨＰ研究所
も 7381 0000007898 ももちゃんとおかあさん 宮野家のえほん おおさわさとこ:作 アリス館
も 7382 0000011528 ももちゃんのおきゃくさま 学研おはなし絵本 かわかみたかこ:〔作〕 学研
も 7383 0000136531 もものうえのたねまろ 「こどものとも」人気作家のかくれた名作10選 降矢なな:さく 福音館書店
も 7384 0000018812 ももの里 毛利まさみち:文絵 リブリオ出版
も 7385 0000125856 もものせっくのおきゃくさま 四季の行事シリーズ 堀内純子:作 教育画劇
も 7386 0000147439 ももんちゃんあーん ももんちゃんあそぼう とよたかずひこ:さく・え 童心社
も 7387 0000008052 ももんちゃんのっしのっし ももんちゃんあそぼう とよたかずひこ:さく・え 童心社
も 7388 0000128421 モリーのアルバム 世界の児童文学名作シリーズ ロイス＝ローリー:作 講談社
も 7389 0000012906 もりでいちばんつよいのは？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジュリア・ドナルドソン:ぶん 評論社
も 7390 0000149708 もりにでかける きょうりゅうペペのぼうけん 2 ヒサクニヒコ:さく・え 草炎社
も 7391 0000033621 もりにてがみをかいたらね ぼくのポチブルてき生活・２ きたやまようこ:作 偕成社
も 7392 0000009183 もりになったライオン 絵本の時間 ８ 松原裕子:作・絵 ポプラ社
も 7393 0000003640 もりのアイスクリームやさん もりはおもしろランド １１ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7394 0000021469 もりのアイスクリームやさん もりはおもしろランド １１ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7395 0000053652 もりのえほん 安野光雅:絵 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

も 7396 0000036012 森のおいしいジャムやさん うさぎのおみせやさん ５ 岡野薫子:作 ポプラ社
も 7397 0000145185 森の王国 自然がぼくにくれたもの 竹田津実:著 偕成社
も 7398 0000008615 もりのおうさま いわたあきこ:作 新風舎
も 7399 0000023598 もりのおかしやさん もりはおもしろランド ２ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7400 0000143982 もりのおかしやさん もりはおもしろランド 2 舟崎靖子:作 偕成社
も 7401 0000169904 森のおくから むかし、カナダであったほんとうのはなし レベッカ・ボンド:作 ゴブリン書房
も 7402 0000030395 森のお店やさん おはなしさいた ２ 林原玉枝:文 アリス館
も 7403 0000005579 もりのおもちゃやさん もりはおもしろランド ５ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7404 0000021444 もりのおもちゃやさん もりはおもしろランド ５ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7405 0000040568 森の怪人 世界こわい話ふしぎな話傑作集 20 ロシア編 レスコフ:原作 金の星社
も 7406 0000043588 森の楽校 自然と遊ぼう 3 小林毅:著 山と渓谷社
も 7407 0000021733 もりのぎんこう もりはおもしろランド １３ ふなざきやすこ:さく 偕成社
も 7408 0000148031 もりのぎんこう もりはおもしろランド 13 ふなざきやすこ:さく 偕成社
も 7409 0000004010 もりのクリーニングやさん もりはおもしろランド ８ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7410 0000020727 もりのクリーニングやさん もりはおもしろランド ８ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7411 0000044776 森の工作図鑑 ｖｏｌ．１ 岩藤しおい:著 いかだ社
も 7412 0000044735 森の工作図鑑 ｖｏｌ．２ 岩藤しおい:著 いかだ社
も 7413 0000021725 もりのサンドイッチやさん もりはおもしろランド １２ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7414 0000055863 もりのサンドイッチやさん もりはおもしろランド １２ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7415 0000148544 もりのじてんしゃやさん もりはおもしろランド 3 舟崎靖子:作 偕成社
も 7416 0000149112 もりのスパゲッティやさん もりはおもしろランド １５ ふなざきやすこ:さく 偕成社
も 7417 0000026112 森の戦士ボノロン よっぱらいのゴンの巻 ポラメルブックス きたはらせいぼう:ぶん コアミックス
も 7418 0000046698 もりのてぶくろ 幼児絵本ふしぎなたねシリーズ 八百板洋子:ぶん 福音館書店
も 7419 0000023929 もりのとけいやさん もりはおもしろランド ７ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7420 0000006742 もりのなか 世界傑作絵本シリーズ マリー・ホール・エッツ:ぶんえ 福音館書店
も 7421 0000049262 森の仲間たち
も 7422 0000004382 もりのにんきもの ポッケはべんりやくん １ 舟崎克彦:作 理論社
も 7423 0000020743 もりのはいしゃさん もりはおもしろランド ４ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7424 0000013037 もりのはみがき むしばのおはなし 行事のえほん ５ 村山桂子:作 教育画劇
も 7425 0000005116 もりのピアノ いわむらかずお:作 ひさかたチャイルド
も 7426 0000145623 もりのピザやさん もりはおもしろランド 14 ふなざきやすこ:さく 偕成社
も 7427 0000156489 もりのピザやさん もりはおもしろランド 14 ふなざきやすこ:さく 偕成社
も 7428 0000011239 もりのひなまつり こどものとも傑作集 こいでやすこ:さく 福音館書店
も 7429 0000181297 もりのへなそうる 福音館創作童話シリーズ わたなべしげお:さく 福音館書店
も 7430 0000055871 もりのほんやさん もりはおもしろランド １０ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7431 0000020701 もりのゆうびんきょく もりはおもしろランド １ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7432 0000021741 もりのゆうびんきょく もりはおもしろランド １ 舟崎靖子:作 偕成社



児童書（書名による五十音リスト）

も 7433 0000023606 もりのゆうびんきょく もりはおもしろランド １ 舟崎靖子:作 偕成社
も 7434 0000187195 もりのゆうびんポスト 本はともだち♪ 16 原京子:作 ポプラ社
も 7435 0000023036 もりのようふくや 世界傑作絵本シリーズ オクターフ・パンク＝ヤシ:ぶん 福音館書店
も 7436 0000049528 森は生きている 自然と人間 富山和子:著 講談社
も 7437 0000029611 もりもり小学校どきどきバースデーケーキ おはなしボンボン １０ 薫くみこ:作 ポプラ社
も 7438 0000026740 もりもり小学校なぞなぞおべんとう おはなしボンボン ８ 薫くみこ:作 ポプラ社
も 7439 0000029595 もりもり小学校ふわふわコットンキャンディー おはなしボンボン ２０ 薫くみこ:作 ポプラ社
も 7440 0000050856 もりもり小学校まじょのカレーパーティー おはなしボンボン 1 薫くみこ:作 ポプラ社
も 7441 0000137869 森よ生き返れ ノンフィクション・ワールド 宮脇昭:著 大日本図書
も 7442 0000127654 森を守ろう 動物たちのゆかいな大作戦 ボイ・ロルンゼン:原作 金の星社
も 7443 0000040642 モルグ街の殺人 世界こわい話ふしぎな話傑作集 5 アメリカ編 ポー:原作 金の星社
も 7444 0000019505 モンスター・ストーム あらしがきたぞ！ ジェニー・ウィリス:文 ほるぷ出版
も 7445 0000018622 モンスター・ホテルでインターネット どうわはともだち 柏葉幸子:作 小峰書店
も 7446 0000172098 モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉幸子:作 小峰書店
も 7447 0000146274 モンスター学園 2 おはなしフレンズ! 4 舟崎克彦:作・絵 ポプラ社
も 7448 0000167007 モンスター学園 3 おはなしフレンズ! 7 舟崎克彦:作・絵 ポプラ社
も 7449 0000024463 モンスターズ・インク ディズニーアニメ小説版 ４３ キキ・ソープ:作 偕成社
も 7450 0000131284 問題児 いま読もう！韓国ベスト読みもの ４ パクキボム:原作 汐文社
も 7451 0000020560 モンモンくまモン絵本 おでかけだいすき トモコ＝ガルシア:作・絵 岩崎書店
や 7452 0000064501 やあみなさん てのひら絵本 ２ 五味太郎:〔絵〕 偕成社
や 7453 0000127795 矢井田瞳物語 今輝く歌姫たち 緒方邦彦:著 汐文社
や 7454 0000053454 野外活動・観察ガイド 夏休みの自由研究に役立つ くもん出版
や 7455 0000053595 野外探検大図鑑 Field‐pal 松岡達英:絵 小学館
や 7456 0000170894 夜間中学へようこそ 物語の王国 2-8 山本悦子:作 岩崎書店
や 7457 0000148163 やかんねこ はれぶたぶんこ 10 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
や 7458 0000095455 焼き上がり5分前! ノベルズ・エクスプレス 22 星はいり:作 ポプラ社
や 7459 0000018309 ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫 ２・４ 最上一平:さく 新日本出版社
や 7460 0000027524 やぎのはかせのだいはつめい 「こどものとも」人気作家のかくれた名作１０選 槇ひろし:さく・え 福音館書店
や 7461 0000136879 やきものの絵本 つくってあそぼう 29 よしだあきら:へん 農山漁村文化協会
や 7462 0000035063 野球少年物語 ひくまの出版創作童話 西川夏代:作 ひくまの出版
や 7463 0000038133 野球のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研
や 7464 0000118380 野球のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研
や 7465 0000029876 やくそくだよ、ミュウ おはなしトントン ３０ 小手鞠るい:作 岩崎書店
や 7466 0000149831 約束のホームラン 中畑選手と難病少年の知られざる交流 綾野まさる:作 ハート出版
や 7467 0000039735 焼けあとの白鳥 新選・子どもの文学 ２０ 日本児童文学者協会:編 小峰書店
や 7468 0000004812 やこうれっしゃ こどものとも傑作集 ６５ 西村繁男:さく 福音館書店
や 7469 0000003517 やさい 福音館の幼児絵本 平山和子:さく 福音館書店



児童書（書名による五十音リスト）

や 7470 0000021212 やさい 福音館の幼児絵本 平山和子:さく 福音館書店
や 7471 0000012997 やさいすき？ ＰＨＰにこにこえほん 秋里信子:さく・え ＰＨＰ研究所
や 7472 0000001057 やさいだいすき 柳原良平:作・絵 こぐま社
や 7473 0000186627 野菜と果物 小学館の図鑑NEO 20 板木利隆:〔ほか〕監修・執筆 小学館
や 7474 0000004499 やさいのうんどうかいおおさわぎ わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
や 7475 0000006346 やさいのおしゃべり 泉なほ:作 金の星社
や 7476 0000002709 やさいのかいすいよくおおさわぎ わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
や 7477 0000193003 やさいのがっこう キャベツくんおはなになる? MOEのえほん なかやみわ:さく 白泉社
や 7478 0000192997 やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ MOEのえほん なかやみわ:さく 白泉社
や 7479 0000192971 やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち MOEのえほん なかやみわ:さく 白泉社
や 7480 0000192989 やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる MOEのえほん なかやみわ:さく 白泉社
や 7481 0000005298 やさいのクリスマスおおさわぎ わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
や 7482 0000137034 やさいのパーティーおおさわぎ わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
や 7483 0000137067 やさいのパーティーおおさわぎ わたしのえほん さくらともこ:さく ＰＨＰ研究所
や 7484 0000044610 やさしいあやとり 親子で遊ぼう！伝統あやとりと、新作あやとり セレクトＢＯＯＫＳ 野口広:監修 主婦の友社
や 7485 0000135574 やさしいこうさく つくってあそぼう 1 竹井史郎:著 小峰書店
や 7486 0000044404 やさしいこうさく つくってあそぼう １０ 竹井史郎:著 小峰書店
や 7487 0000047852 やさしいこうさく つくってあそぼう 11 竹井史郎:著 小峰書店
や 7488 0000135566 やさしいこうさく つくってあそぼう 12 竹井史郎:著 小峰書店
や 7489 0000148957 やさしいこうさく つくってあそぼう ２ 竹井史郎:著 小峰書店
や 7490 0000047878 やさしいこうさく つくってあそぼう 3 竹井史郎:著 小峰書店
や 7491 0000048108 やさしいこうさく つくってあそぼう 4 竹井史郎:著 小峰書店
や 7492 0000148999 やさしいこうさく つくってあそぼう ５ 竹井史郎:著 小峰書店
や 7493 0000047282 やさしいこうさく つくってあそぼう 6 竹井史郎:著 小峰書店
や 7494 0000047860 やさしいこうさく つくってあそぼう 7 竹井史郎:著 小峰書店
や 7495 0000028670 やさしいこども将棋入門 どんどん強くなる 池田書店
や 7496 0000032102 やさしいスプーンおばさん プリョイセン:さく 学研
や 7497 0000026583 やさしいたんぽぽ こみねのえほん ２ 安房直子:文 小峰書店
や 7498 0000184481 やさしいティラノサウルス くすのきしげのり:作 あかね書房
や 7499 0000054601 やさしい理科の自由研究と工作 すぐに役立つ!おもしろテーマガイド くもん出版
や 7500 0000023044 やさしく書いた会津の伝説 村野井幸雄:編著 歴史春秋社
や 7501 0000036178 やさしくてよくわかる俳句の作り方 まんがで学習 小林清之介:著 あかね書房
や 7502 0000150250 やさしさとおもいやり 絵本の時間 56 宮西達也:作絵 ポプラ社
や 7503 0000052746 野鳥記 平野伸明:著 福音館書店
や 7504 0000008953 やったね！トラック・マンモスごう のりものえほん ９ 木暮正夫:作 教育画劇
や 7505 0000003673 やったね！ぼくおにいちゃんだ わたしのえほん こわせたまみ:さく ＰＨＰ研究所
や 7506 0000008458 やったねカメレオンくん 児童図書館・絵本の部屋 ウェニイー・ハディシィ:ぶん 評論社



児童書（書名による五十音リスト）

や 7507 0000135848 やってみよう!スキー 小学生レッツ・スポーツシリーズ 野沢温泉スキークラブ:著 ベースボール・マガジン社

や 7508 0000188292 やってみよう!楽しいずかんづくり 光村の国語 1 髙木まさき:監修 光村教育図書
や 7509 0000188300 やってみよう!楽しいずかんづくり 光村の国語 2 髙木まさき:監修 光村教育図書
や 7510 0000188318 やってみよう!楽しいずかんづくり 光村の国語 3 髙木まさき:監修 光村教育図書
や 7511 0000188326 やってみよう!楽しいずかんづくり 光村の国語 4 髙木まさき:監修 光村教育図書
や 7512 0000049650 やってみよう!夏休みの自由研究 ふしぎ観察びっくり実験たのしい工作 1.2年生 成美堂出版編集部:編 成美堂出版
や 7513 0000053181 やってみよう!夏休みの自由研究 不思議観察びっくり実験楽しい工作 5.6年生 成美堂出版編集部:編 成美堂出版
や 7514 0000125153 やっとこどっこい赤おにさん 足沢良子:作 教育画劇
や 7515 0000006940 やっぱりおおかみ こどものとも傑作集 60 ささきまき:さく・え 福音館書店
や 7516 0000034975 屋根うらべやにきた魚 山下明生:作 岩波書店
や 7517 0000037002 屋根裏部屋のエンジェルさん ダイアナ・ヘンドリー:作 徳間書店
や 7518 0000054304 やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原毅:ぶん 福音館書店
や 7519 0000016212 山おとこのてぶくろ 日本みんわ絵本 松谷みよ子:ぶん ほるぷ出版
や 7520 0000010538 やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい 絵本・こどものひろば 田島征三:〔作〕 童心社
や 7521 0000012096 やまこえのこえかわこえて こどものとも傑作集 こいでやすこ:さく 福音館書店
や 7522 0000032342 山古志村のマリと三匹の子犬 桑原真二:著 文藝春秋
や 7523 0000012682 やまださんちのてんきよほう 長谷川義史:作 絵本館
や 7524 0000185090 やまたのおろち 復刊・日本の名作絵本 1 羽仁進:文 岩崎書店
や 7525 0000035774 山と川と海と サチとユウタの物語 森山京:文 小峰書店
や 7526 0000034223 ヤマトシジミの食卓 吉田道子:作 くもん出版
や 7527 0000068627 ヤマトタケル 新・文学の扉 4 浜田けい子:作 金の星社
や 7528 0000173153 やまなし 宮沢賢治 福武書店
や 7529 0000050047 やまなし 日本の童話名作選 宮沢賢治:作 偕成社
や 7530 0000008425 やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 平野直:再話 福音館書店
や 7531 0000126854 ヤマネコ号の冒険 下 岩波少年文庫 175 アーサー・ランサム:作 岩波書店
や 7532 0000126748 ヤマネコ号の冒険 上 岩波少年文庫 174 アーサー・ランサム:作 岩波書店
や 7533 0000019554 山のいのち えほんはともだち １０ 立松和平:作 ポプラ社
や 7534 0000137364 山のくらしと動物たち バサラ山スケッチ通信 鈴木まもる:作 小峰書店
や 7535 0000046912 やまのこもりうた 秋の詩 季節の詩の絵本 ４ 渡辺有一:絵 あすなろ書房
や 7536 0000034892 山の大将 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十:原作 理論社
や 7537 0000058479 山の太郎グマ 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十:原作 理論社
や 7538 0000187013 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平:作 新日本出版社
や 7539 0000005496 やまのぼり ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ:さく・え 福音館書店
や 7540 0000019869 やまびこ谷でともだちみつけた 旺文社創作童話 戸田和代:さく 旺文社
や 7541 0000134486 山へ帰る 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋鳩十:原作 理論社
や 7542 0000147082 やまんばしみず 創作民話絵本 高橋忠治:作 佼成出版社
や 7543 0000137521 やまんばと魔女のたいけつ 鈴の音童話 【ハシ】立悦子:作・絵 銀の鈴社



児童書（書名による五十音リスト）

や 7544 0000126193 やまんばと三まいのおふだ 後編 花井巴意:文 教育画劇
や 7545 0000126201 やまんばと三まいのおふだ 前編 花井巴意:文 教育画劇
や 7546 0000010470 やまんばのにしき むかしむかし絵本 ２ まつたにみよこ:ぶん ポプラ社
や 7547 0000148270 やまんばやかたたんけんします! ママとパパとわたしの本 6 ごとうりゅうじ:さく ポプラ社
や 7548 0000037390 闇の守り人 偕成社ワンダーランド ２１ 上橋菜穂子:作 偕成社
や 7549 0000021030 闇のレストラン 怪談レストラン １９ かとうくみこ:絵 童心社
や 7550 0000156380 闇のレストラン 怪談レストラン 19 かとうくみこ:絵 童心社
や 7551 0000001792 闇のレストラン 怪談レストラン 19 かとうくみこ:絵 童心社
や 7552 0000037341 闇を走る犬 わくわくライブラリー しかたしん:作 講談社
や 7553 0000170746 ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山円香:作 あかね書房
や 7554 0000034868 やんちゃ子グマがやってきた！ 森からのメッセージ フレーベル館ジュニア・ノンフィクション あんずゆき:文 フレーベル館
ゆ 7555 0000012153 ゆうえんちにいったまいちゃん ことばえほん 神沢利子:さく 小峰書店
ゆ 7556 0000055889 ゆうえんちはおやすみ おはなしトントン ９ 戸田和代:作 岩崎書店
ゆ 7557 0000137562 ゆうかんなテディ・ロビンソン ジョーン・Ｇ・ロビンソン:作・絵 岩波書店
ゆ 7558 0000038695 ゆうかんなハリネズミマックス あかね世界の文学シリーズ Ｄ．キング＝スミス:作 あかね書房
ゆ 7559 0000013219 ゆうかんなヒツジかい 評論社の児童図書館・絵本の部屋 デビ・グリオリ:さく 評論社
ゆ 7560 0000147066 ゆうき あなたへ 10 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
ゆ 7561 0000055582 勇気でいこう!3
ゆ 7562 0000051086 友情 アイドルブックス 17 武者小路実篤:〔著〕 ポプラ社
ゆ 7563 0000011726 ゆうたくんとしょうぼうしゃ のりものえほん ２ なかえよしを:作 教育画劇
ゆ 7564 0000001214 ゆうたのおとうさん ゆうたくんちのいばりいぬ ６ きたやまようこ:作 あかね書房
ゆ 7565 0000001180 ゆうたのゆめをみる ゆうたくんちのいばりいぬ ３ きたやまようこ:作 あかね書房
ゆ 7566 0000001107 ゆうたはともだち ゆうたくんちのいばりいぬ １ きたやまようこ:作 あかね書房
ゆ 7567 0000007781 ゆうちゃんのみきさーしゃ こどものとも傑作集 村上祐子:さく 福音館書店
ゆ 7568 0000007955 ゆうちゃんのゆうは？ 絵本・ちいさななかまたち かんざわとしこ:さく 童心社
ゆ 7569 0000143818 ゆうちゃんのゆうは? 絵本・ちいさななかまたち かんざわとしこ:さく 童心社
ゆ 7570 0000172106 ゆうなとスティービー ポプラ社の絵本 59 堀米薫:さく ポプラ社
ゆ 7571 0000029504 ゆうびんサクタ山へいく いぬいとみこ:作 理論社
ゆ 7572 0000002675 ゆうびんでーす こねこちゃんえほん 10 いもとようこ:さく・え 金の星社
ゆ 7573 0000007062 ゆうびんでーす！ 間瀬なおかた:作・絵 ひさかたチャイルド
ゆ 7574 0000013607 ゆうびんやさんおねがいね サンドラ・ホーニング:文 徳間書店
ゆ 7575 0000145243 ゆうびんやさんのオーケストラ ティモシーとサラの絵本 2 芭蕉みどり:作・絵 ポプラ社
ゆ 7576 0000021402 夕やけこやけでブランコおばけ シルカ小学校のブキミともだち 末吉暁子:作 偕成社
ゆ 7577 0000034793 ゆうれいＵＦＯトラブル中 ＰＨＰ創作シリーズ 杉山径一:作 ＰＨＰ研究所
ゆ 7578 0000032748 幽霊城の秘宝 マジック・ツリーハウス １６ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
ゆ 7579 0000032235 ゆうれいドレスのなぞ ナツカのおばけ事件簿 ３ 斉藤洋:作 あかね書房
ゆ 7580 0000032797 幽霊によばれた校長先生 学校の怪談 １３ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社



児童書（書名による五十音リスト）

ゆ 7581 0000031211 ゆうれい猫ふくこさん おはなしガーデン ２８ 廣嶋玲子:作 岩崎書店
ゆ 7582 0000065441 幽霊屋敷貸します 風の文学館 ２・４ 富安陽子:作 新日本出版社
ゆ 7583 0000032847 ユーレイ屋敷の家なき子 地獄堂霊界通信 ジュニア文学館 １０ 香月日輪:作 ポプラ社
ゆ 7584 0000033472 幽霊屋敷のなぞを追え！ だいすきミステリー ２ 藤田和子:画 偕成社
ゆ 7585 0000001883 幽霊屋敷レストラン 怪談レストラン １ たかいよしかず:絵 童心社
ゆ 7586 0000170886 幽霊ランナー 岡田潤:作 金の星社
ゆ 7587 0000020966 幽霊列車レストラン 怪談レストラン ４ かとうくみこ:絵 童心社
ゆ 7588 0000049361 幽霊列車レストラン 怪談レストラン 4 かとうくみこ:絵 童心社
ゆ 7589 0000001800 幽霊列車レストラン 怪談レストラン 4 かとうくみこ:絵 童心社
ゆ 7590 0000038554 ゆうれいレンタル株式会社 いわさき創作童話 ４４ 山田陽美:作 岩崎書店
ゆ 7591 0000135962 ゆかいないっきゅうさん 学研・ひとりよみ名作 1 おばらあやこ:ぶん 学研
ゆ 7592 0000000950 ゆかいなかえる 世界傑作絵本シリーズ ジュリエット・キープス:ぶん・え 福音館書店
ゆ 7593 0000032946 ゆかいなスプーンおばさん プリョイセン:さく 学研
ゆ 7594 0000147660 ゆかいな農場 世界傑作童話シリーズ マルセル・エーメ:作 福音館書店
ゆ 7595 0000032318 ゆかいにガハガハわらい話 新・日本のおばけ話・わらい話 ４ 木暮正夫:文 岩崎書店
ゆ 7596 0000039370 床下の小人たち 小人の冒険シリーズ １ メアリー・ノートン:作 岩波書店
ゆ 7597 0000012070 ゆきおとこのバカンス 白鳥洋一:作・絵 ＢＬ出版
ゆ 7598 0000125906 ゆきおんな 日本民話かみしばい選 桜井信夫:脚本 童心社
ゆ 7599 0000018994 ゆきがくる あさいたかし:さく 福武書店
ゆ 7600 0000009415 ゆきぐにれっしゃだいさくせん のりものえほん よこみぞえいいち:さく 小峰書店
ゆ 7601 0000000125 ゆきだ!それいけ ポッケはべんりやくん 2 舟崎克彦:作 理論社
ゆ 7602 0000012708 ゆきだるま 児童図書館・絵本の部屋 レイモンド・ブリッグズ:〔作〕 評論社
ゆ 7603 0000019562 ゆきだるま 児童図書館・絵本の部屋 レイモンド・ブリッグズ:〔作〕 評論社
ゆ 7604 0000065425 雪だるまのひみつ ルース・エインワース:作 岩波書店
ゆ 7605 0000033373 ゆきとトナカイのうた 名作絵本復刊シリーズ １ ボディル・ハグブリンク:作・絵 ポプラ社
ゆ 7606 0000007112 雪のかえりみち えほん・ハートランド ２８ 藤原一枝:作 岩崎書店
ゆ 7607 0000022889 雪の女王 ハンス・Ｃ．アンデルセン:げんさく ほるぷ出版
ゆ 7608 0000148148 雪の女王 ハンス・クリスチャン・アンデルセン:げんさく ほるぷ出版
ゆ 7609 0000008946 雪の女王 永田萠アンデルセン名作選 〔アンデルセン:原作〕 世界文化社
ゆ 7610 0000136747 雪の童話集 若い人の絵本 宮沢賢治:作 童心社
ゆ 7611 0000002139 ゆきのはな ＰＨＰにこにこえほん たちもとみちこ:さく・え ＰＨＰ研究所
ゆ 7612 0000007054 ゆきのひ こどものとも傑作集 ４４ 加古里子:さく・え 福音館書店
ゆ 7613 0000003293 ゆきのひの　ころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
ゆ 7614 0000064253 ゆきのひのうさこちゃん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
ゆ 7615 0000007047 ゆきのひのゆうびんやさん 幼児絵本シリーズ こいでたん:ぶん 福音館書店
ゆ 7616 0000001974 ゆきのひのゆうびんやさん 幼児絵本シリーズ こいでたん:ぶん 福音館書店
ゆ 7617 0000006882 ゆきのひのようちえん わたしのえほん こわせたまみ:さく ＰＨＰ研究所



児童書（書名による五十音リスト）

ゆ 7618 0000013003 ゆきのふるよる 世界の絵本ライブラリー Ｎ・バトワース:作 金の星社
ゆ 7619 0000012351 ゆきむすめ こどものとも傑作集 ３５ 内田莉莎子:再話 福音館書店
ゆ 7620 0000080259 ゆきゆきどんどん 絵本の時間 ２２ 西内ミナミ:作 ポプラ社
ゆ 7621 0000050021 雪渡り 宮沢賢治:文 福武書店
ゆ 7622 0000173096 雪わたり 宮沢賢治 白泉社
ゆ 7623 0000143990 雪渡り アニメ版 宮沢賢治:原作 金の星社
ゆ 7624 0000117390 雪わたり かみしばい宮沢賢治童話名作集 宮沢賢治:原作 童心社
ゆ 7625 0000138214 雪わらしのうた 谷真介赤坂三好
ゆ 7626 0000010504 ゆけ！ウチロボ！ 講談社の創作絵本 サトシン:作 講談社
ゆ 7627 0000020644 ゆずちゃん えほんとなかよし ３４ 肥田美代子:作 ポプラ社
ゆ 7628 0000029942 ゆずゆずきいろ ポプラちいさなおはなし ３９ 楠章子:作 ポプラ社
ゆ 7629 0000065458 ゆっくり大きくなればいい 新・童話の海 ３ 最上一平:作 ポプラ社
ゆ 7630 0000178046 ゆっくりおやすみにじいろのさかな 世界の絵本 マーカス・フィスター:作 講談社
ゆ 7631 0000004572 ゆっくりのんびり いとうひろし:作 絵本館
ゆ 7632 0000125047 ゆっくりゆっくり バリアフリーの紙しばい 岡田なおこ:脚本 童心社
ゆ 7633 0000023648 ゆでたまごひめ 苅田澄子:さく 教育画劇
ゆ 7634 0000031435 ユニコーン奇跡の救出 マジック・ツリーハウス ２２ メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
ゆ 7635 0000144725 ユピーがっこうへいく カロリーヌプチえほん ピエール・プロブスト:さく ＢＬ出版
ゆ 7636 0000000190 ユピーどうぶつえんへいく カロリーヌプチえほん ピエール・プロブスト:さく ＢＬ出版
ゆ 7637 0000190819 指きりは魔法のはじまり シノダ! 富安陽子:著 偕成社
ゆ 7638 0000038505 ゆびわがくれたプレゼント 新・童話の海 ９ 田沢五月:作 ポプラ社
ゆ 7639 0000042408 指輪物語 1 トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 7640 0000039669 指輪物語 第１部 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン:〔著〕 評論社
ゆ 7641 0000176859 ゆみちゃんはねぞうのわるいこです みやざきあけ美:作・絵 ＢＬ出版
ゆ 7642 0000045252 ゆめいっぱいの大工さん うさぎのおみせやさん 6 岡野薫子:作 ポプラ社
ゆ 7643 0000130955 夢がかなう日 その時輝いた７人の子どもたち 清水久美子:著 偕成社
ゆ 7644 0000029652 ゆめからゆめんぼ あたらしい創作童話 ５６ 矢玉四郎:作・絵 岩崎書店
ゆ 7645 0000029371 ゆめくい小人 ミヒャエル＝エンデ:作 偕成社
ゆ 7646 0000025411 ゆめどろぼう ＰＨＰにこにこえほん みやざきひろかず:さく・え ＰＨＰ研究所
ゆ 7647 0000009191 ゆめにうかぶしま 光太〓:作・絵 ブックローン出版
ゆ 7648 0000128561 夢のズッコケ修学旅行 新・こども文学館 ２６ 那須正幹:作 ポプラ社
ゆ 7649 0000037416 夢の守り人 偕成社ワンダーランド ２３ 上橋菜穂子:作 偕成社
ゆ 7650 0000169342 夢は牛のお医者さん 時田美昭:作 小学館
ゆ 7651 0000145219 ゆめみるダンゴムシ おはなしドロップシリーズ 阿部夏丸:さく 佼成出版社
ゆ 7652 0000034777 夢みるポプリと三人の魔女 ポプラ物語館 ３４ あんびるやすこ:作・絵 ポプラ社
ゆ 7653 0000133124 夢をあきらめない 全盲のランナー・高橋勇市物語 イワサキ・ノンフィクション 9 池田まき子:著 岩崎書店
ゆ 7654 0000039867 夢をつなぐ 全盲の金メダリスト河合純一物語 沢井希代治:著 ひくまの出版



児童書（書名による五十音リスト）

ゆ 7655 0000029256 ゆめをにるなべ スピカの創作童話 ３６ 茂市久美子:作 教育画劇
ゆ 7656 0000031633 ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 地球ふしぎはっけんシリーズ 10 桜井淳史:著 ポプラ社
ゆ 7657 0000148932 ゆりくまさん 立原えりか:作 国土社
ゆ 7658 0000058255 ゆれるシッポの子犬・きらら 今西乃子:著 岩崎書店
よ 7659 0000063958 よ・だ・れ 小風さち及川賢治
よ 7660 0000008466 よあけ 世界傑作絵本シリーズ ユリー・シュルヴィッツ:作・画 福音館書店
よ 7661 0000145987 夜明けの巨大地震 マジック・ツリーハウス 12 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
よ 7662 0000041376 夜明けへの道 新・文学の扉 19 岡本文良:作 金の星社
よ 7663 0000134569 よい子仮面なんかいらない 自分探しの旅シリーズ 1 久美沙織:著 ポプラ社
よ 7664 0000067611 よいこになれる！？おばけキャンディー ポプラ社の新・小さな童話 ２６８ むらいかよ:著 ポプラ社
よ 7665 0000086116 妖怪ウォッチようかいだいずかんともだちだいしゅうごう！ テレビ超ひゃっか 妖怪ウォッチ製作委員会:監修 小学館
よ 7666 0000187443 ようかいオリリンピック めぐろみよ:作 星の環会
よ 7667 0000018044 ようかいガマとの おイケにカエる よしながこうたく:さく あかね書房
よ 7668 0000020677 ようかいガマとの ゲッコウの怪談 よしながこうたく:さく あかね書房
よ 7669 0000188722 妖怪たぬきポンチキン最強の妖怪あらわる! 山口理:作 文溪堂
よ 7670 0000188698 妖怪たぬきポンチキン人間界にやってきた! 山口理:作 文溪堂
よ 7671 0000188706 妖怪たぬきポンチキン化けねこ屋敷と消えたねこ 山口理:作 文溪堂
よ 7672 0000188714 妖怪たぬきポンチキン雪わらしとのやくそく 山口理:作 文溪堂
よ 7673 0000184457 ようかいでんしゃ ポプラ社の絵本 44 ナカオマサトシ:さく ポプラ社
よ 7674 0000068502 妖怪遊園地 広瀬克也:作 絵本館
よ 7675 0000009092 妖怪レストラン 怪談レストラン ５ たかいよしかず:絵 童心社
よ 7676 0000021089 妖怪レストラン 怪談レストラン ５ たかいよしかず:絵 童心社
よ 7677 0000127878 用語・人名事典さくいん 宇宙・星座大図鑑
よ 7678 0000022699 ようこそおばけパーティーへ おぼまこと:作・絵 ひさかたチャイルド
よ 7679 0000168153 ようこそなぞなぞしょうがっこうへ わくわくえどうわ 北ふうこ:作 文研出版
よ 7680 0000168203 妖精のあんパン 斉藤栄美:作 金の星社
よ 7681 0000177907 妖精のロールパン 斉藤栄美:作 金の星社
よ 7682 0000024281 ようちえん 子どもがはじめてであう絵本 ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
よ 7683 0000013813 ようちえんにおばけがいるよ 絵本のおくりもの 大川悦生:作 金の星社
よ 7684 0000026963 ようちえんのいちにち おかしゅうぞう:さく 佼成出版社
よ 7685 0000188557 妖の絵本 中国怪奇絵巻 わたなべまさこ:作 あすなろ書房
よ 7686 0000013144 よーい　どんけつ　いっとうしょう えほん・ワンダーランド ２ 梅田俊作:作・絵 岩崎書店
よ 7687 0000127936 よーいどん! ピーマン村の絵本たち 中川ひろたか:文 童心社
よ 7688 0000177584 よーし、よし! サム・マクブラットニィ:文 光村教育図書
よ 7689 0000136895 ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか For boys and girls 5 那須正幹:作 ポプラ社
よ 7690 0000180851 ヨーレのクマー 宮部みゆき:作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
よ 7691 0000046821 ヨーロッパをひとつに欧州連合 調べてみよう世界のために働く国際機関 ジリアン・パウエル:著 ほるぷ出版



児童書（書名による五十音リスト）

よ 7692 0000038299 よかたい先生 水俣から世界を見続けた医師－原田正純 ヒューマンノンフィクション 三枝三七子:文・絵 学研教育出版
よ 7693 0000007195 よかったねネッドくん 英文つき レミー・チャーリップ:さく 偕成社
よ 7694 0000046987 よくあがる凧 シリーズつくってあそんで ２ 凧の本編集委員会:編 一声社
よ 7695 0000014936 よくばりすぎたねこ わたしのえほん さとうわきこ:作・絵 ＰＨＰ研究所
よ 7696 0000054171 よくわかる「子どもの権利条約」事典 まんがで学習 喜多明人:文 あかね書房
よ 7697 0000051730 よごれたうみをすくえ!! なぞなぞおばけポヨン 原ゆたか:さく・え くもん出版
よ 7698 0000048777 与謝野晶子 女性の自由を歌った情熱の歌人 小学館版学習まんが人物館 入江春行:監修 小学館
よ 7699 0000025023 よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし レインボーえほん ７ 及川賢治:作・絵 岩崎書店
よ 7700 0000050229 四字じゅくご 四字熟語プリント eduコミュニケーションMOOK 大達和彦:著 小学館
よ 7701 0000173179 よだかの星 宮沢賢治 福武書店
よ 7702 0000136598 よだかの星 宮沢賢治どうわえほん 8 宮沢賢治:作 講談社
よ 7703 0000003970 ヨットがおしえてくれること えほん・ハートランド １５ みやざきこうへい:作・絵 岩崎書店
よ 7704 0000003301 よなかのころわん 間所ひさこ:作 ひさかたチャイルド
よ 7705 0000131987 ヨハネスブルクへの旅 ビヴァリー・ナイドゥー:作 さ・え・ら書房
よ 7706 0000091769 ヨハンナの電車のたび カトリーン・シェーラー:作 西村書店東京出版編集部
よ 7707 0000015867 よびごえ 絵本アフリカのどうぶつたち 第２集 吉田遠志:絵と文 リブリオ出版
よ 7708 0000177345 よふかしにんじゃ バーバラ・ダ・コスタ:文 光村教育図書
よ 7709 0000039230 よみがえった黒こげのイチョウ 命を守り震災や戦災を伝える樹木 ノンフィクション・ワールド 唐沢孝一:著 大日本図書
よ 7710 0000166504 よみがえれアイボ ロボット犬の命をつなげ ノンフィクション知られざる世界 今西乃子:著 金の星社
よ 7711 0000147629 よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋 マイケル・モーパーゴ:作 評論社
よ 7712 0000014829 読みがたり福島のむかし話 福島県国語教育研究会:編 日本標準
よ 7713 0000016071 読みきかせ日本昔ばなし 小学館版 ２ 小学館のデラックス版アニメ絵本 西本鶏介:著 小学館
よ 7714 0000016105 読みきかせ日本昔ばなし 小学館版 ４ 小学館のデラックス版アニメ絵本 西本鶏介:著 小学館
よ 7715 0000149526 よもぎだんご かがくのとも傑作集 45 さとうわきこ:さく 福音館書店
よ 7716 0000012765 よもぎのはらのおともだち PHPのえほん あまんきみこ:さく ＰＨＰ研究所
よ 7717 0000022368 よりみちエレベーター 土屋富士夫:作・絵 徳間書店
よ 7718 0000010041 ヨリンデとヨリンゲル グリム童話 グリム:〔原作〕 ほるぷ出版
よ 7719 0000040527 夜歩く手 世界こわい話ふしぎな話傑作集 7 フランス編 モーパッサン:原作 金の星社
よ 7720 0000001677 よるくま 酒井駒子:作・絵 偕成社
よ 7721 0000027979 夜にくちぶえふいたなら 旺文社創作童話 たかどのほうこ:さく 旺文社
よ 7722 0000021576 夜ねむれなくなる世界のおばけ話 特装版どきどきわくわくシリーズ ４ 小池タミ子:文 学研
よ 7723 0000143834 夜ねむれなくなる日本のおばけ話 特装版どきどきわくわくシリーズ 3 横笛太郎:文 学研
よ 7724 0000132019 夜の小学校で 岡田淳:作 偕成社
よ 7725 0000165910 夜の小学校で 岡田淳:作 偕成社
よ 7726 0000032060 夜の理科室でわらうガイコツ 学校の怪談 １５ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
よ 7727 0000032789 夜の理科室でわらうガイコツ 学校の怪談 １５ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
よ 7728 0000177964 夜はライオン 長薗安浩:著 偕成社



児童書（書名による五十音リスト）

よ 7729 0000043745 よわいかみ つよいかたち かこ・さとしかがくの本 8 かこさとし:著　絵 童心社
ら 7730 0000055111 ライオン＝キング 新編ディズニー・アニメランド １ 西岡たかし:〔ほか〕構成 講談社
ら 7731 0000036731 ライオン・キング ディズニーアニメ小説版 橘高弓枝:文 偕成社
ら 7732 0000170803 ライオンつかいのフレディ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス:作 文研出版
ら 7733 0000033795 ライオンとさんぽしながら おはなしはらっぱ ３ 堀直子:作 あかね書房
ら 7734 0000042390 ライオンとであった少女 バーリー・ドハーティ:著 主婦の友社
ら 7735 0000003830 ライオンとねずみ イソップ童話 えほん・ドリームランド １０ エド・ヤング:絵 岩崎書店
ら 7736 0000151365 ライオンと魔女 ナルニア国ものがたり 1 Ｃ．Ｓ．ルイス:作 岩波書店
ら 7737 0000136507 らいおんはしった 「こどものとも」人気作家のかくれた名作10選 工藤直子:さく 福音館書店
ら 7738 0000050500 ライオンをそだてるのは? あかちゃん どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ:ぶん 草土文化
ら 7739 0000017020 ライオンをたすけたネズミ 読みきかせ・イソップ名作えほん イソップ:〔原作〕 教育画劇
ら 7740 0000028316 ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい 46 阿部夏丸:作 講談社
ら 7741 0000035170 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 紙飛行機で知る成功のひみつ やさしい科学 土佐幸子:著 さ・え・ら書房
ら 7742 0000026021 ライトン 明るいライトン生活 サトウマユ:著 ソニー・マガジンズ
ら 7743 0000177824 ライフタイム いきものたちの一生と数字 ポプラせかいの絵本 48 ローラ・Ｍ・シェーファー:ぶん ポプラ社
ら 7744 0000167601 ライブラリー・キャット Ｗ・幸 文芸社
ら 7745 0000128231 ラギーラグ ワタオウサギの子どもの物語 シートン動物記 ２ アーネスト・Ｔ．シートン:作・絵 福音館書店
ら 7746 0000172130 らくだい記者と白雪のドレス おはなしガーデン 55 あんびるやすこ:著 岩崎書店
ら 7747 0000149948 らくだい魔女と王子(プリンス)の誓い ポプラポケット文庫 060-3 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7748 0000158428 らくだい魔女とさいごの砦 ポプラポケット文庫 060-8 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7749 0000192740 らくだい魔女とさいごの砦 ポプラポケット文庫 060-8 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7750 0000158410 らくだい魔女と放課後の森 ポプラポケット文庫 060-9 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7751 0000095802 らくだい魔女と水の国の王女(プリンセス) らくだい魔女シリーズ 6 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7752 0000178509 らくだい魔女と冥界のゆびわ らくだい魔女シリーズ 10 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7753 0000162081 らくだい魔女と迷宮の宝石 らくだい魔女シリーズ 7 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7754 0000092411 らくだい魔女と闇の宮殿 らくだい魔女シリーズ 17 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7755 0000149955 らくだい魔女と闇の魔女 ポプラポケット文庫 060-2 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7756 0000162099 らくだい魔女とゆうれい島 らくだい魔女シリーズ 5 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7757 0000187468 らくだい魔女とランドールの騎士 らくだい魔女シリーズ 14 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7758 0000092429 らくだい魔女の出会いの物語 らくだい魔女シリーズ 番外編 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7759 0000036095 らくだい魔女のドキドキおかしパーティ らくだい魔女シリーズ ４ 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7760 0000095794 らくだい魔女はプリンセス らくだい魔女シリーズ 1 成田サトコ:作 ポプラ社
ら 7761 0000039461 酪農家族 立松和平:著 河出書房新社
ら 7762 0000051243 羅生門・地獄変 アイドルブックス 9 芥川竜之介:著 ポプラ社
ら 7763 0000014688 らしょうもんのおに 学研カラー絵ばなし 馬場のぼる:ぶん・え 学研
ら 7764 0000034439 ラスト・スパート！ スプラッシュ・ストーリーズ １６ 横山充男:作 あかね書房
ら 7765 0000054031 ラッカセイの絵本 そだててあそぼう 15 すずきかずお:へん 農山漁村文化協会



児童書（書名による五十音リスト）

ら 7766 0000050062 ラッコだいすき 岩合光昭:写真・ぶん 小峰書店
ら 7767 0000048827 ラッコと海のけものたち こども100科 6 講談社
ら 7768 0000130849 ラブレター物語 Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 丘修三:作 小峰書店
ら 7769 0000182170 ラモーナとおかあさん ベバリイ・クリアリー:作 学研
ら 7770 0000182006 ラモーナとおとうさん ベバリイ・クリアリー:作 学研
ら 7771 0000050260 乱太郎の忍者の世界 尼子騒兵衛:文、絵 朝日新聞社
ら 7772 0000128900 ランドセルいっしょけんめい ママとパパとわたしの本 ２６ とよたかずひこ:さく・え ポプラ社
ら 7773 0000036939 ランプの精（ジン） イクナートンの冒険 Ｐ．Ｂ．カー:著 集英社
ら 7774 0000180166 ランプの精リトル・ジーニー 10 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7775 0000145714 ランプの精リトル・ジーニー 11 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7776 0000024166 ランプの精リトル・ジーニー １２ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7777 0000086124 ランプの精リトル・ジーニー １３ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7778 0000179903 ランプの精リトル・ジーニー １４ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7779 0000179952 ランプの精リトル・ジーニー １５ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7780 0000177766 ランプの精リトル・ジーニー 16 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7781 0000035543 ランプの精リトル・ジーニー 17 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7782 0000173385 ランプの精リトル・ジーニー １８ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7783 0000035535 ランプの精リトル・ジーニー １９ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7784 0000035485 ランプの精リトル・ジーニー ４ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7785 0000035584 ランプの精リトル・ジーニー 5 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7786 0000180042 ランプの精リトル・ジーニー 5 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7787 0000035592 ランプの精リトル・ジーニー ６ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7788 0000177188 ランプの精リトル・ジーニー 7 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7789 0000180158 ランプの精リトル・ジーニー 7 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7790 0000035600 ランプの精リトル・ジーニー ８ ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
ら 7791 0000035550 ランプの精リトル・ジーニー 9 ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
り 7792 0000042366 リー・ボッツの日記 走れ、ストライダー あかね世界の文学シリーズ Ｂ．クリアリー:作 あかね書房
り 7793 0000172049 理科あそびファックス資料集 小学校3～6年生 1 近野十志夫:著 民衆社
り 7794 0000148007 理科室のがいこつボキボキ シルカ小学校のブキミともだち 末吉暁子:作 偕成社
り 7795 0000052720 理科の自由研究と工作 すぐに役立つ!おもしろテーマガイド くもん出版
り 7796 0000028084 リクエストは星の話 創作こどもクラブ ２ 岡田淳:さく・え 偕成社
り 7797 0000127548 りこうすぎた王子 岩波少年文庫 165 アンドリュー・ラング:作 岩波書店
り 7798 0000143750 リコとふしぎな豆の木 童話のパレット 4 ときありえ:作 岩崎書店
り 7799 0000044354 リサイクル工作ずかん つくってあそぼう 竹井史郎:著 小峰書店
り 7800 0000143719 りすのスージー ゆかいなゆかいなおはなし ミリアム・ヤング:ぶん 大日本図書
り 7801 0000022137 リックとリック エリック・バトゥー:さく ほるぷ出版
り 7802 0000062828 りっぱなうんち きたやまようこ:さく あすなろ書房



児童書（書名による五十音リスト）

り 7803 0000038562 りっぱなおおかみになりたい屋 おはなしフレンズ！ ８ 中島和子:作 ポプラ社
り 7804 0000133827 りっぱな兵士になりたかった男の話 グイード・スガルドリ:著 講談社
り 7805 0000021261 リトル＝マーメイド 新編ディズニーアニメランド ２３ 佐藤悦夫:構成 講談社
り 7806 0000193698 リトル･ウィング 吉富多美 金の星社
り 7807 0000033555 リトル・ウイング 吉富多美:作 金の星社
り 7808 0000036053 リトル・ジーニーときめきプラス アリの初恋パレード ミランダ・ジョーンズ:作 ポプラ社
り 7809 0000055905 リトル・ジーニーのひみつ 『ランプの精リトル・ジーニー』ファンブック ミランダ・ジョーンズ:原作 ポプラ社
り 7810 0000169284 リトル・プリンセス 〔3〕 ポプラポケット文庫 202-3 ケイティ・チェイス:作 ポプラ社
り 7811 0000163659 リトル・プリンセス １ ケイティ・チェイス:作 ポプラ社
り 7812 0000036046 リトル・プリンセス ３ ケイティ・チェイス:作 ポプラ社
り 7813 0000035386 リトル・プリンセス ４ ケイティ・チェイス:作 ポプラ社
り 7814 0000035576 リトル・プリンセス ６ ケイティ・チェイス:作 ポプラ社
り 7815 0000036038 リトル・プリンセス ８ ケイティ・チェイス:作 ポプラ社
り 7816 0000135996 リトル・プリンセス 小公女セアラ バーネット:著 西村書店
り 7817 0000149088 リトル・マーメイド 人魚姫 ディズニーアニメ小説版 10 〔ハンス・クリスチャン・アンデルセン:原作〕 偕成社
り 7818 0000036129 リトル・マーメイドｹ~ Ｒｅｔｕｒｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｓｅａ ディズニーアニメ小説版 ３２ 橘高弓枝:文 偕成社
り 7819 0000016030 鯉にょうぼう 創作絵本 39 松谷みよ子:作 岩崎書店
り 7820 0000095513 リフォーム支店本日休業 おはなしガーデン 47 あんびるやすこ:著 岩崎書店
り 7821 0000095646 流 東山彰良:著 講談社
り 7822 0000095554 りゆうがあります わたしのえほん ヨシタケシンスケ:作・絵 ＰＨＰ研究所
り 7823 0000016253 竜宮からきたおよめさん 世界みんわ絵本 中国 馬場英子:文 ほるぷ出版
り 7824 0000134825 竜の子太郎 児童文学創作シリーズ 松谷みよ子:著 講談社
り 7825 0000036103 竜の巣 おはなしフレンズ！ １ 富安陽子:作 ポプラ社
り 7826 0000190843 竜之介先生、走る! 熊本地震で人とペットを救った動物病院 ポプラ社ノンフィクション 35 片野ゆか:作 ポプラ社
り 7827 0000124792 竜のふち ブルっとふるえる!こわい日本の民話 篠崎三朗:文絵 教育画劇
り 7828 0000136499 リュウのむすめとおいしゃさん 十二支むかしむかしシリーズ 辰 谷真介:文 佼成出版社
り 7829 0000042002 リューンノールの庭 文学の森 松本祐子:作 小峰書店
り 7830 0000011940 リュックのおしごと 絵本の時間 １６ いちかわなつこ:作絵 ポプラ社
り 7831 0000131466 両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン:作 文研出版
り 7832 0000131458 両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン:作 文研出版
り 7833 0000013896 リリ はらだゆうこ:さく・え ＢＬ出版
り 7834 0000145581 リリがのこしてくれたもの 旺文社創作童話 はらだゆうこ:さく 旺文社
り 7835 0000036806 リロ・アンド・スティッチ ディズニーアニメ小説版 ４８ キキ・ソープ:作 偕成社
り 7836 0000038703 りんごあげるね さえぐさひろこ:作 童心社
り 7837 0000003947 りんごがドスーン ジョイフルえほん傑作集 １６ 多田ヒロシ:作・文・絵 文研出版
り 7838 0000004374 りんごがひとつ えほん・ハートランド １１ ふくだすぐる:作・絵 岩崎書店
り 7839 0000080226 りんごころころ あかちゃんのおいしい本 松谷みよ子:ぶん 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

り 7840 0000050559 リンゴとともに 果樹農家臼田弌彦 農家になろう 5 石井和彦:写真 農山漁村文化協会
り 7841 0000184994 りんごのき 世界傑作絵本シリーズ エドアルド・ペチシカ:ぶん 福音館書店
り 7842 0000132159 リンゴのすきなアーサー 北海道の盲導犬たち ノンフィクション読物 井上こみち:著 実業之日本社
り 7843 0000049171 りんごの本 はじめての発見 2 パスカル・ド・ブルゴアン:原案・制作 岳陽舎
り 7844 0000025338 りんご畑の九月 後藤竜二:ぶん 新日本出版社
り 7845 0000033282 りんごひろいきょうそう おはなしだいすき 宮川ひろ:作 小峰書店
り 7846 0000091785 リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険 トーベン・クールマン:作 ブロンズ新社
る 7847 0000187112 月(るな)と珊瑚 講談社文学の扉 上條さなえ:著 講談社
る 7848 0000134668 ルアーに挑戦！ バスフィッシング よくつれる！超カンタンつり入門 小林道正:著 金の星社
る 7849 0000029108 ルイーザ・メイとソローさんのフルート ジュリー・ダンラップ:作 ＢＬ出版
る 7850 0000186759 ルールと見どころ!オリンピック・パラリンピック全競技 1 日本オリンピック・アカデミー:監修 ポプラ社
る 7851 0000186767 ルールと見どころ!オリンピック・パラリンピック全競技 2 日本オリンピック・アカデミー:監修 ポプラ社
る 7852 0000186775 ルールと見どころ!オリンピック・パラリンピック全競技 3 日本オリンピック・アカデミー:監修 ポプラ社
る 7853 0000186783 ルールと見どころ!オリンピック・パラリンピック全競技 4 日本オリンピック・アカデミー:監修 ポプラ社
る 7854 0000186791 ルールと見どころ!オリンピック・パラリンピック全競技 5 日本オリンピック・アカデミー:監修 ポプラ社
る 7855 0000186809 ルールと見どころ!オリンピック・パラリンピック全競技 6 日本オリンピック・アカデミー:監修 ポプラ社
る 7856 0000188243 ルキとユリーカのびっくり発明びより 如月かずさ:作 講談社
る 7857 0000012781 るすばんどきどき おはなしゲーム絵本 木村裕一:作 偕成社
る 7858 0000181743 ルドルフといくねこくるねこ ルドルフとイッパイアッテナ 3 児童文学創作シリーズ 斉藤洋:作 講談社
る 7859 0000181727 ルドルフとイッパイアッテナ 児童文学創作シリーズ 斉藤洋:作 講談社
る 7860 0000181750 ルドルフとスノーホワイト ルドルフとイッパイアッテナ 4 児童文学創作シリーズ 斉藤洋:作 講談社
る 7861 0000181735 ルドルフともだちひとりだち ルドルフとイッパイアッテナ 続 児童文学創作シリーズ 斉藤洋:作 講談社
る 7862 0000025098 ルナ 日木流奈:文 英治出版
る 7863 0000010694 ルノワールの絵本 ないしょかな？ 小学館あーとぶっく ４ ルノワール:〔画〕 小学館
る 7864 0000151795 ルビーの魔法マスター おはなしガーデン 16 あんびるやすこ:著 岩崎書店
る 7865 0000007351 ルラルさんのごちそう いとうひろしの本 ６ いとうひろし:作 ポプラ社
る 7866 0000169854 ルラルさんのだいくしごと いとうひろしの本 17 いとうひろし:作 ポプラ社
る 7867 0000012856 ルラルさんのにわ いとうひろしの本 ４ いとうひろし:作 ポプラ社
る 7868 0000008110 ルラルさんのバイオリン いとうひろしの本 ５ いとうひろし:作 ポプラ社
る 7869 0000025692 ルリユールおじさん いせひでこ:作 理論社
る 7870 0000007849 ルルーとモモーヌずっといっしょに たけのみつえ:ぶん・え 大日本図書
る 7871 0000124255 るることおひなさま 四季の行事シリーズ 林原玉枝:作 教育画劇
る 7872 0000094656 ルルとララのアイスクリーム おはなしトントン 4 あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7873 0000185017 ルルとララのアニバーサリー・サンド おはなしトントン 61 あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7874 0000169185 ルルとララのアロハ!パンケーキ おはなしトントン 56 あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7875 0000027151 ルルとララのいちごのデザート おはなしトントン １０ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7876 0000055277 ルルとララのおしゃれクッキー おはなし・ひろば １０ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店



児童書（書名による五十音リスト）

る 7877 0000070698 ルルとララのカスタード・プリン おはなしトントン １１ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7878 0000055285 ルルとララのカップケーキ おはなし・ひろば ９ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7879 0000055293 ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびるやすこ:監修 ぴあ
る 7880 0000021113 ルルとララのクリスマス おはなしトントン ４３ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7881 0000052092 ルルとララのしあわせマシュマロ おはなし・ひろば １５ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7882 0000055236 ルルとララのシャーベット おはなしトントン １８ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7883 0000052100 ルルとララのしらたまデザート おはなしトントン ３４ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7884 0000052118 ルルとララのスイートポテト おはなしトントン １７ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7885 0000162057 ルルとララのすてきなパーティブック Let’s try cooking! あんびるやすこ:監修 ぴあ
る 7886 0000070714 ルルとララのチョコレート おはなしトントン ２ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7887 0000055228 ルルとララのにこにこクリーム おはなしトントン ３９ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7888 0000169383 ルルとララのハロウィン おはなしトントン 59 あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7889 0000088047 ルルとララのフレンチトースト おはなしトントン あんびるやすこ:作・絵
る 7890 0000055269 ルルとララのふんわりムース おはなしトントン ２３ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7891 0000021006 ルルとララのホットケーキ おはなしトントン ２７ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7892 0000158451 ルルとララのミルキープリン おはなしトントン 51 あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7893 0000055244 ルルとララのわくわくクレープ おはなしトントン ２１ あんびるやすこ:作・絵 岩崎書店
る 7894 0000063818 ルルル ラララ にしむら　あつこ
れ 7895 0000182956 レ・ミゼラブル 下 岩波少年文庫 537 ユーゴー:作 岩波書店
れ 7896 0000182949 レ・ミゼラブル 上 岩波少年文庫 536 ユーゴー:作 岩波書店
れ 7897 0000158485 例解学習国語辞典 金田一京助:編 小学館
れ 7898 0000158469 例解学習国語辞典 金田一京助:編 小学館
れ 7899 0000148411 霊界通信レストラン 怪談レストラン 31 かとうくみこ:絵 童心社
れ 7900 0000030114 レイジーちゃんのおたんじょうび おはなしドロップシリーズ 二宮由紀子:さく 佼成出版社
れ 7901 0000029462 れいぞうこのなつやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ:さく ＰＨＰ研究所
れ 7902 0000040535 冷凍死体のなぞ 海外ＳＦミステリー傑作選 １１ Ｐ・ワイリー:原作 国土社
れ 7903 0000038265 レイトン教授とさまよえる城 ＧＡＧＡＧＡ レベルファイブ:原案・監修 小学館
れ 7904 0000169896 レイナが島にやってきた! 長崎夏海:作 理論社
れ 7905 0000038943 レイン ４ 吉野匠:〔著〕 アルファポリス
れ 7906 0000038927 レイン ６ 吉野匠:〔著〕 アルファポリス
れ 7907 0000038901 レイン ８ 吉野匠:〔著〕 アルファポリス
れ 7908 0000038976 レイン 雨の日に生まれた戦士 吉野匠:〔著〕 アルファポリス
れ 7909 0000185967 レイン 雨を抱きしめて Sunnyside Books アン・Ｍ・マーティン:作 小峰書店
れ 7910 0000025569 レオくんいつまでも まほうつかいのレオくん １０ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7911 0000025247 レオくんうみのなかへ まほうつかいのレオくん ９ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7912 0000025643 レオくんおばけたいじ まほうつかいのレオくん ３ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7913 0000025270 レオくん空をとぶ まほうつかいのレオくん １ 寺村輝夫:作 あかね書房



児童書（書名による五十音リスト）

れ 7914 0000025577 レオくんたたかう まほうつかいのレオくん ８ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7915 0000025593 レオくんたちあがる まほうつかいのレオくん ５ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7916 0000025288 レオくんなぞの花 まほうつかいのレオくん ７ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7917 0000025585 レオくんまほうのかぎ まほうつかいのレオくん ６ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7918 0000025601 レオくんゆきのなか まほうつかいのレオくん ４ 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7919 0000144212 レオくんゆきのなか まほうつかいのレオくん 4 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7920 0000025635 レオくんゆめをみる まほうつかいのレオくん 2 寺村輝夫:作 あかね書房
れ 7921 0000077644 歴史をつくった女性たち ジュニア・ノンフィクション ２３ 庄司浅水:作 教育出版センター
れ 7922 0000043919 レタスの絵本 そだててあそぼう 62 つかだもとひさ:へん 農山漁村文化協会
れ 7923 0000161968 れっしゃのたび ペンギンきょうだい 工藤ノリコ:作 ブロンズ新社
れ 7924 0000095372 れっつ!シュート!! 次良丸忍:作 金の星社
れ 7925 0000038836 れっつ！ランニング 次良丸忍:作 金の星社
れ 7926 0000133082 レッツ・ゴー多摩川フレンズ 文研じゅべにーる 早川真知子:作 文研出版
れ 7927 0000146167 レネット 金色の林檎 名木田恵子:作 金の星社
れ 7928 0000187161 廉太郎ノオト 谷津矢車:著 中央公論新社
ろ 7929 0000182592 ロアルド・ダールコレクション 2 ロアルド・ダール:著 評論社
ろ 7930 0000171785 ロアルド・ダールコレクション ２０ ロアルド・ダール:著 評論社
ろ 7931 0000058438 老犬クー太命あるかぎり ある校長先生一家と過ごした十八年 井上夕香:作 ハート出版
ろ 7932 0000139097 ローザ ニッキ・ジョヴァンニ:文 光村教育図書
ろ 7933 0000177972 ロード キャンピングカーは北へ 文研じゅべにーる 山口理:作 文研出版
ろ 7934 0000037507 ローワンと黄金の谷の謎 リンの谷のローワン ２ エミリー・ロッダ:作 あすなろ書房
ろ 7935 0000042283 ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン 5 エミリー・ロッダ:作 あすなろ書房
ろ 7936 0000137703 ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン 5 エミリー・ロッダ:作 あすなろ書房
ろ 7937 0000137471 ローワンと伝説の水晶 リンの谷のローワン 3 エミリー・ロッダ:作 あすなろ書房
ろ 7938 0000193755 ローワンと魔法の地図 エミリー･ロッダ あすなろ書房
ろ 7939 0000063008 ろくちゃんとはっくしょん 幼児絵本シリーズ 織茂恭子:さく 福音館書店
ろ 7940 0000008433 ろくべえまってろよ ぽっぽライブラリ 灰谷健次郎:作 文研出版
ろ 7941 0000012823 ろくべえまってろよ ぽっぽライブラリ 灰谷健次郎:作 文研出版
ろ 7942 0000126987 ろくろ首 ランランらくご 2 斉藤洋:文 あかね書房
ろ 7943 0000132852 ろくろっくび せなけいこ・おばけえほん 〔せなけいこ:作〕 童心社
ろ 7944 0000033118 ろけっとこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ:文，絵 岩波書店
ろ 7945 0000169243 ロケット発射場の一日 講談社の創作絵本 いわた慎二郎:作・絵 講談社
ろ 7946 0000172767 ロゼットのたんけん ぼくの自然観察記 おくやまひさし:著 少年写真新聞社
ろ 7947 0000147652 ロックリバー物語 1 世界の子どもライブラリー マーティン＝ウォデール:作 講談社
ろ 7948 0000025296 ろばのウインドミル マイケル・ボンド:さく ほるぷ出版
ろ 7949 0000027391 ろばのウインドミル マイケル・ボンド:さく ほるぷ出版
ろ 7950 0000016980 ロバのおうじ グリム:げんさく ほるぷ出版



児童書（書名による五十音リスト）

ろ 7951 0000181339 ロバのシルベスターとまほうの小石 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ:さく 評論社
ろ 7952 0000148429 ロビン・フッド ディズニーアニメ小説版 27 Ａ．Ｌ．シンガー:作 偕成社
ろ 7953 0000044958 ロボ カランポーのオオカミ王 シートン動物記 3 アーネスト・Ｔ．シートン:作・絵 福音館書店
ろ 7954 0000051409 路傍の石 アイドル・ブックス 2 山本有三:著 ポプラ社
ろ 7955 0000132340 路傍の石 アニメ日本の名作 ５ 山本有三:原作 金の星社
ろ 7956 0000013268 ロボくんとことり やなせたかしの愛と勇気の絵本 ２ やなせたかし:作・絵 フレーベル館
ろ 7957 0000024125 ロボット・カミイ 福音館創作童話シリーズ 古田足日:さく 福音館書店
ろ 7958 0000040436 ロボママ 文研ブックランド エミリー・スミス:作 文研出版
ろ 7959 0000038521 ロボママ 文研ブックランド エミリー・スミス:作 文研出版
ろ 7960 0000030478 ロマンチック城ユーレイ　ツアー ふーことユーレイ ４ 名木田恵子:作 ポプラ社
ろ 7961 0000092437 ロンドンのゴースト マジック・ツリーハウス 30 メアリー・ポープ・オズボーン:著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
わ 7962 0000172460 ワークシートでらくらく科学クラブ Part2 国眼厚志:著 明治図書出版
わ 7963 0000172866 ワークシートでらくらく科学クラブ Part3 国眼厚志:著 明治図書出版
わ 7964 0000172874 ワークシートでらくらく科学クラブ 理科大好き人間に育てるネタ26選 国眼厚志:著 明治図書出版
わ 7965 0000045211 わおう先生、勝負! あかね・新読み物シリーズ 6 村中李衣:作 あかね書房
わ 7966 0000173138 若い木霊 宮沢賢治 福武書店
わ 7967 0000048918 わかがえりのみず 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー １ 木暮正夫:文 フレーベル館
わ 7968 0000051029 若草物語 アイドルブックス 29 ルイザ・メイ・オルコット:〔著〕 ポプラ社
わ 7969 0000131557 若草物語 少年少女世界名作の森 ４ ルイザ・メイ・オルコット:〔著〕 集英社
わ 7970 0000018424 わか子の一ねん生にっき 草炎社こども文庫 ２７ 鈴木喜代春:作 草炎社
わ 7971 0000022251 わかったさんのシュークリーム わかったさんのおかしシリーズ ２ 寺村輝夫:作 あかね書房
わ 7972 0000022194 わかったさんのホットケーキ わかったさんのおかしシリーズ ５ 寺村輝夫:作 あかね書房
わ 7973 0000025445 吾輩は猫である 声にだすことばえほん 夏目漱石:文 ほるぷ出版
わ 7974 0000051151 吾輩は猫である 上 アイドルブックス 19 夏目漱石:著 ポプラ社
わ 7975 0000004150 わがままウッキー クラウディア・ビーリンスキー:作 ひくまの出版
わ 7976 0000039446 別れのとき ハートランド物語 ３ ローレン・ブルック:著 あすなろ書房
わ 7977 0000172882 わくわくアインシュタイン式子どもの論理脳ドリル アインシュタイン研究会:編 東邦出版
わ 7978 0000045989 わくわく近代日本史50話 吉村徳蔵:著 草土文化
わ 7979 0000172858 わくわくゴロリのペーパーしんでエコ工作 NHKシリーズ ヒダオサム:著 日本放送出版協会
わ 7980 0000189514 わくわく大ぼうけん!恐竜めいろ170もん 土門トキオ:作 西東社
わ 7981 0000176792 わけありリンゴのアップルパイ あさいゆうこ:作 ＢＬ出版
わ 7982 0000020347 わざわざことわざ 五味太郎:作 絵本館
わ 7983 0000029116 忘れても好きだよおばあちゃん！ あかね・新えほんシリーズ ２９ ダグマー・Ｈ．ミュラー:作 あかね書房
わ 7984 0000035816 忘れないよリトル・ジョッシュ 文研じゅべにーる マイケル・モーパーゴ:作 文研出版
わ 7985 0000007625 わすれられないおくりもの 児童図書館・絵本の部屋 スーザン・バーレイ:さく　え 評論社
わ 7986 0000015628 わすれんぼうのねこモグ ジュディス・カー:作 あすなろ書房
わ 7987 0000132563 わすれんぼうをなおすには 旺文社創作童話 角野栄子:ぶん 旺文社



児童書（書名による五十音リスト）

わ 7988 0000158436 わたし、がんばったよ。 急性骨髄性白血病をのりこえた女の子のお話。 岩貞るみこ:文 講談社
わ 7989 0000063750 わたし、ドキンちゃん！ アンパンマンはじめまして やなせたかし:原作 フレーベル館
わ 7990 0000013755 わたし、まだねむたくないの！ スージー・ムーア:さく 岩崎書店
わ 7991 0000063743 わたし、メロンパンナちゃん！ アンパンマンはじめまして やなせたかし:原作 フレーベル館
わ 7992 0000022533 わたし、もっと大きくなるんだ わくわくせいかつか １２ 竹野栄:作 太平出版社
わ 7993 0000132415 わたし妹四年生 子どもの文学 21 山本藤枝:著 偕成社
わ 7994 0000022905 わたしお母さんになったら １ねん１くみ子どもの詩の本 鹿島和夫:編 理論社
わ 7995 0000149823 わたしおてつだいねこ 竹下文子:作 金の星社
わ 7996 0000027417 わたししんじてるの 絵本の時間 ５２ 宮西達也:作絵 ポプラ社
わ 7997 0000030668 わたしたち手で話します あかね・新えほんシリーズ ２７ フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク:作 あかね書房
わ 7998 0000039453 わたしたちの家 ハートランド物語 ２ ローレン・ブルック:著 あすなろ書房
わ 7999 0000049296 わたしたちの戦争体験 7 田代脩:監修 学研教育出版
わ 8000 0000052613 わたしたちの地球環境 人類が生きのびるために 1 高野尚好:日本語版監修 小峰書店
わ 8001 0000050351 わたしたちの地球環境 人類が生きのびるために 3 高野尚好:日本語版監修 小峰書店
わ 8002 0000052605 わたしたちの地球環境 人類が生きのびるために 4 高野尚好:日本語版監修 小峰書店
わ 8003 0000052597 わたしたちの地球環境 人類が生きのびるために 6 高野尚好:日本語版監修 小峰書店
わ 8004 0000131664 わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ:編 偕成社
わ 8005 0000030742 わたしたちの帽子 高楼方子:作 フレーベル館
わ 8006 0000144568 わたしとあそんで 世界傑作絵本シリーズ マリー・ホール・エッツ:ぶんえ 福音館書店
わ 8007 0000185884 わたしといろんなねこ おくはらゆめ:作絵 あかね書房
わ 8008 0000016733 私のあしながおじさん 絵本アニメ世界名作劇場 日本アニメーション株式会社:編集 ぎょうせい
わ 8009 0000068494 わたしのいちばんあのこの1ばん ポプラせかいの絵本 28 アリソン・ウォルチ:作 ポプラ社
わ 8010 0000169417 わたしの犬、ラッキー ダイアン・メイコック:作 あすなろ書房
わ 8011 0000026245 わたしのいもうと 新編・絵本平和のために ５ 松谷みよ子:文 偕成社
わ 8012 0000052431 わたしのイルカ研究 やさしい科学 篠原正典:著 さ・え・ら書房
わ 8013 0000182196 わたしのおかあさんは世界一びじん ゆかいなゆかいなおはなし ベッキー・ライアー:ぶん 大日本図書
わ 8014 0000005645 わたしのかさ えほん、よんで！ ６ もりようこ:作 あかね書房
わ 8015 0000026013 わたしのくまさんに デニス・ハシュレイ:文 ＢＬ出版
わ 8016 0000138388 わたしの仕事 11 今井美沙子:著 理論社
わ 8017 0000046151 わたしの仕事 14 今井美沙子:著 理論社
わ 8018 0000147561 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 1 今井美沙子:著 理論社
わ 8019 0000136093 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 10 今井美沙子:著 理論社
わ 8020 0000147553 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 2 今井美沙子:著 理論社
わ 8021 0000147546 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 3 今井美沙子:著 理論社
わ 8022 0000147538 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 4 今井美沙子:著 理論社
わ 8023 0000147520 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 6 今井美沙子:著 理論社
わ 8024 0000147512 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 7 今井美沙子:著 理論社
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わ 8025 0000138917 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 8 今井美沙子:著 理論社
わ 8026 0000136085 わたしの仕事 心を語る229名の人びと 9 今井美沙子:著 理論社
わ 8027 0000145540 わたしの好きな場所 なつの日納屋で 小泉るみ子四季のえほん 1 小泉るみ子:作・絵 ポプラ社
わ 8028 0000134247 わたしのせいじゃない せきにんについて あなたへ 6 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
わ 8029 0000207902 わたしのせいじゃない せきにんについて あなたへ 6 レイフ・クリスチャンソン:文 岩崎書店
わ 8030 0000038851 私の大好きな国アフガニスタン 安井浩美:著・写真 あかね書房
わ 8031 0000136077 わたしのチャッピイ 新選・子どもの文学 6 日本児童文学者協会:編 小峰書店
わ 8032 0000137992 わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック:文 新日本出版社
わ 8033 0000130856 わたしのノラネコ研究 山根明弘:著 さ・え・ら書房
わ 8034 0000053207 わたしのひかり 評論社の児童図書館・絵本の部屋 モリー・バング:作 評論社
わ 8035 0000033878 わたしのひよこ ポプラ物語館 ４８ 礒みゆき:文 ポプラ社
わ 8036 0000001081 わたしのワンピース にしまきかやこ:・えとぶん こぐま社
わ 8037 0000004143 わたしのワンピース にしまきかやこ:・えとぶん こぐま社
わ 8038 0000181545 わたしのワンピース にしまきかやこ:えとぶん こぐま社
わ 8039 0000145920 わたしは、わたし 鈴木出版の海外児童文学-この地球を生きる子どもたち- ジャクリーン・ウッドソン:作 鈴木出版
わ 8040 0000178053 わたしはあかねこ サトシン:作 文溪堂
わ 8041 0000031617 わたしはあなたのこんなところが好き。 のほほん絵本館 7 堀川波:作 ポプラ社
わ 8042 0000138990 わたしはクジラ岬にすむクジラといいます 偕成社おはなしポケット 岩佐めぐみ:作 偕成社
わ 8043 0000131904 わたしは心を伝える犬 ゆんみの聴導犬サミー ゆんみ:著 ハート出版
わ 8044 0000007294 わたしはせんせい みんなであそぼ… たのしいごっこあそび絵本 パトリシア・ベレビー:ぶん ひくまの出版
わ 8045 0000012435 わたしはだいじなたからもの カール・ノラック:ぶん ほるぷ出版
わ 8046 0000064295 わたしほんがよめるの ブルーナのたのしいべんきょう ３ ディック・ブルーナ:ぶん・え 福音館書店
わ 8047 0000021352 わたしゃほんとにうんがいい イギリス民話 チューリップえほんシリーズ せなけいこ:文・絵 鈴木出版
わ 8048 0000013854 わたしようちえんにいくの ローレンス・アンホールト:文 文化出版局
わ 8049 0000131235 わたしを置いていかないで ときめき文学館 １ Ｉ・スコーテ:作 金の星社
わ 8050 0000189373 ワタの糸と布 イチは、いのちのはじまり イチからつくる 大石尚子:編 農山漁村文化協会
わ 8051 0000193011 わたり鳥の旅 樋口広芳:作 偕成社
わ 8052 0000076372 渡りの足跡 梨木香歩:著 新潮社
わ 8053 0000023382 わっこおばちゃんのしりとりあそび 絵本・こどものひろば さとうわきこ:さく 童心社
わ 8054 0000062992 わにがわになる 多田ヒロシ:著 こぐま社
わ 8055 0000005223 ワニくんのバナナ やすいすえこ:作 佼成出版社
わ 8056 0000007021 わにさんどきっ はいしゃさんどきっ 五味太郎:作絵 偕成社
わ 8057 0000007815 ワニとごうとう 藤本たか子:作 ブックローン出版
わ 8058 0000023739 わにのはいた ゆかいなゆかいなおはなし マーガリット・ドリアン:ぶんとえ 大日本図書
わ 8059 0000008474 ワニぼうのこいのぼり 内田麟太郎:文 文渓堂
わ 8060 0000062893 わにわにのおふろ 福音館の幼児絵本 小風さち:ぶん 福音館書店
わ 8061 0000028217 わらいボール わくわく幼年どうわ ２０ 赤羽じゅんこ:作 あかね書房



児童書（書名による五十音リスト）

わ 8062 0000177568 わらうオバケ5つのお話 ぞくぞくびっくり箱 5 日本児童文学者協会:編 文溪堂
わ 8063 0000171819 わらうきいろオニ 梨屋アリエ:作 講談社
わ 8064 0000032268 わらうピエロ人形 ナツカのおばけ事件簿 ５ 斉藤洋:作 あかね書房
わ 8065 0000020750 わらしべちょうじゃ にほんむかしばなし 岩崎京子:文 フレーベル館
わ 8066 0000006205 わらってよ　カバのはいしゃさん えほん・ドリームランド １８ さくらともこ:作 岩崎書店
わ 8067 0000132084 わらべうた 谷川俊太郎:著 集英社
わ 8068 0000168237 笑われたくない! 文研ブックランド 手嶋ひろ美:作 文研出版
わ 8069 0000005868 わりとけっこう 中川ひろたか:ぶん 絵本館
わ 8070 0000009795 悪い本 怪談えほん １ 宮部みゆき:作 岩崎書店
わ 8071 0000032888 ワルガキ、生き霊を追って走る！ 地獄堂霊界通信 ジュニア文学館 ６ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8072 0000032839 ワルガキ、初恋をする！？ 地獄堂霊界通信 ジュニア文学館 １４ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8073 0000032870 ワルガキ、幽霊にびびる！ 地獄堂霊界通信 ジュニア文学館 ２ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8074 0000033126 ワルガキＶＳ．死神さいごの戦い 地獄堂霊界通信 ミステリー＆ホラー文学館 ６ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8075 0000032862 ワルガキと、うわさの幽霊通り 地獄堂霊界通信 ジュニア文学館 １６ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8076 0000033100 ワルガキとひとりぼっちの超能力者（エスパー） 地獄堂霊界通信 ミステリー＆ホラー文学館 ５ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8077 0000032276 ワルガキと魔女の転校生 地獄堂霊界通信 ミステリー＆ホラー文学館 １ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8078 0000024059 ワルガキと満月の人魚 地獄堂霊界通信 ミステリー＆ホラー文学館 ３ 香月日輪:作 ポプラ社
わ 8079 0000178293 ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ:作 ほるぷ出版
わ 8080 0000149443 ワンダー2さいのおはなし 2 世界文化社
わ 8081 0000055681 ワンダー２さいのおはなし ３ 世界文化社
わ 8082 0000056036 ワンダー２さいのおはなし はじめてであうお話 世界文化社
わ 8083 0000055988 ワンダー３さいのおはなし ４ 世界文化社
わ 8084 0000055962 ワンダー３さいのおはなし ５ 世界文化社
わ 8085 0000055954 ワンダー３さいのおはなし ６ 世界文化社
わ 8086 0000055947 ワンダー３さいのおはなし ７ 世界文化社
わ 8087 0000055996 ワンダー３さいのおはなし げんきがでるお話 世界文化社
わ 8088 0000056002 ワンダー３さいのおはなし とってもおもしろいお話 世界文化社
わ 8089 0000056010 ワンダー３さいのおはなし 日本と世界のむかしばなし１０話 世界文化社
わ 8090 0000067728 ワンダー４さいのおはなし ４ 世界文化社
わ 8091 0000149450 ワンダー4さいのおはなし 5 世界文化社
わ 8092 0000056119 ワンダー４さいのおはなし ６ 世界文化社
わ 8093 0000056051 ワンダー４さいのおはなし ７ 世界文化社
わ 8094 0000056101 ワンダー４さいのおはなし ８ 世界文化社
わ 8095 0000056150 ワンダー４さいのおはなし 思いやりの心を育てるお話 世界文化社
わ 8096 0000056143 ワンダー４さいのおはなし 思いやりの心を育てるお話 世界文化社
わ 8097 0000056127 ワンダー４さいのおはなし 心があったかくなるお話 世界文化社
わ 8098 0000055673 ワンダー４さいのおはなし 本当にあったどうぶつのお話 世界文化社
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わ 8099 0000055822 ワンダー５さいのおはなし ３ 世界文化社
わ 8100 0000056093 ワンダー５さいのおはなし ４ 世界文化社
わ 8101 0000010249 わんぱくだんのきょうりゅうたんけん ゆきのゆみこ:作 ひさかたチャイルド
わ 8102 0000022145 わんぱくだんのなつまつり ゆきのゆみこ:作 ひさかたチャイルド
わ 8103 0000018432 わんぱくだんのにんじゃごっこ ゆきのゆみこ:作 ひさかたチャイルド
わ 8104 0000034272 わんわん探偵団おかわり うなぎ病院事件の巻 杉山亮:作 偕成社
わ 8105 0000023986 わんわん物語 ディズニーアニメ小説版 ２１ ストラッサー:作 偕成社
わ 8106 0000188946 わんわんわーん! どうぶつこんにちは!:年少向けかみしばい よこみちけいこ:脚本 童心社
わ 8107 0000100826 ワンワンワン あかちゃんかみしばいぱちぱちにっこり とよたかずひこ:脚本・絵 童心社

英字 8108 0000026344 Ａ・Ｂ・Ｃ めいろなぞなぞまちがいさがし ゲームでがくしゅう このみひかる:作 鈴木出版
英字 8109 0000136739 ABCの本 へそまがりのアルファベット 安野光雅:〔著〕 福音館書店
英字 8110 0000147231 Aladdinジャファーの逆襲 ディズニーアニメ小説版 11 橘高弓枝:文 偕成社
英字 8111 0000017509 Ｃｈｏｍｐ，Ｃｈｏｍｐ，Ｃｈｏｍｐ ＹｕｎＡｈ　Ｈａｅ:〔文〕 ｍｐｉ
英字 8112 0000001511 Ｄｅａｒサンタさん ほっとたいむ ５ ふくだすぐる:さく・え 岩崎書店
英字 8113 0000041947 Hikaru The story of a firefly who couldn’t fly 小沢昭巳:著 ハート出版
英字 8114 0000045260 IQ国語クイズ&パズル 脳力アップめざせ!IQクイズマスター ワン・ステップ:編 金の星社
英字 8115 0000045393 ＩＱスポーツ・音楽・家庭科クイズ＆パズル 脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスター ワン・ステップ:編 金の星社
英字 8116 0000038125 ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ ＩＱ探偵シリーズ ３ 深沢美潮:作 ジャイブ
英字 8117 0000038117 ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 ＩＱ探偵シリーズ ２ 深沢美潮:作 ジャイブ
英字 8118 0000038109 ＩＱ探偵ムーそして、彼女はやってきた。 ＩＱ探偵シリーズ １ 深沢美潮:作 ジャイブ
英字 8119 0000038083 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室 下 ＩＱ探偵シリーズ ５ 深沢美潮:作 ジャイブ
英字 8120 0000146266 IQ探偵ムー飛ばない!?移動教室 上 IQ探偵シリーズ 4 深沢美潮:作 ジャイブ
英字 8121 0000038075 ＩＱ探偵ムー真夏の夜の夢羽 ＩＱ探偵シリーズ ６ 深沢美潮:作 ジャイブ
英字 8122 0000165001 ＩＱ理科クイズ＆パズル 脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスター ワン・ステップ:編 金の星社
英字 8123 0000045054 Mr.マリックの超魔術大図解! Ｍｒ．マリック:〔著〕 汐文社
英字 8124 0000170332 NEWウォーリーのゆめのくにだいぼうけん! マーティン　ハンドフォード:作・絵 フレーベル館
英字 8125 0000170290 NEWウォーリーをさがせ! マーティン　ハンドフォード:作・絵 フレーベル館
英字 8126 0000170340 NEWウォーリーをさがせ!きえた名画だいそうさく! マーティン　ハンドフォード:作・絵 フレーベル館
英字 8127 0000170308 NEWタイムトラベラーウォーリーをおえ! マーティン　ハンドフォード:作・絵 フレーベル館
英字 8128 0000026690 ＮＨＫおじゃる丸 エボシのなかは大魔境 ＮＨＫシリーズ 犬丸りん:さく 日本放送出版協会
英字 8129 0000026716 ＮＨＫおじゃる丸 エンマ大王おおよわり ＮＨＫシリーズ 犬丸りん:さく 日本放送出版協会
英字 8130 0000027243 ＮＨＫおじゃる丸 おじゃる丸まったり登場！ ＮＨＫシリーズ 犬丸りん:さく 日本放送出版協会
英字 8131 0000026708 ＮＨＫおじゃる丸 小町ちゃんにメロリンコ ＮＨＫシリーズ 犬丸りん:さく 日本放送出版協会
英字 8132 0000044602 ＮＨＫおじゃる丸クイズでおじゃる 目指せ小学生クイズ王 向山洋一:監修・クイズ原案 日本放送出版協会
英字 8133 0000045724 NHKスポーツ大陸 〔4〕 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班:編 金の星社
英字 8134 0000149161 ＮＨＫその時歴史が動いた コミック版 １ ＮＨＫ「その時歴史が動いた」取材班:編 ホーム社
英字 8135 0000046433 NHKその時歴史が動いた コミック版 2 ＮＨＫ「その時歴史が動いた」取材班:編 ホーム社
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英字 8136 0000036319 ＮＨＫその時歴史が動いた コミック版 ３ ＮＨＫ「その時歴史が動いた」取材班:編 ホーム社
英字 8137 0000026799 ＳＬれっしゃだいさくせん のりものえほん 横溝英一:文・え 小峰書店
英字 8138 0000149468 Snore,Snore,Snore ＢｏＲｉｎ:〔文〕 ｍｐｉ
英字 8139 0000031492 SOS!海底探険 マジック・ツリーハウス 5 メアリー・ポープ・オズボーン:著 メディアファクトリー
英字 8140 0000033738 ＳＯＳ！七化山のオバケたち おはなしフレンズ！ ２４ 富安陽子:作 ポプラ社
英字 8141 0000137679 SOS、あやうし空の王さま号 児童図書館・文学の部屋 ラッセル・エリクソン:作 評論社
英字 8142 0000008250 THE CHRISTMAS STOCKINGS
英字 8143 0000058743 ＴＨＥ　ＰＩＧ　Ｌｉｆｅ Ａｒｔｌｉｓｔ　Ｉｎｃ．:著 ゴマブックス
数字 8144 0000027912 ０点虫が飛び出した！ あかね・新読み物シリーズ １３ 赤羽じゅんこ:作 あかね書房
数字 8145 0000064717 １・２・３・カチャウ！ ３歳から ディズニーブックス 講談社
数字 8146 0000002915 １０＋１ぴきのかえる ＰＨＰのえほん ３ 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8147 0000099879 １００かいだてのいえ いわいとしお:〔作〕 偕成社
数字 8148 0000043000 １００回めのたんじょうび ハンナのすてきなホテル ２ マーク・バージェス:作 金の星社
数字 8149 0000100032 １００グラムのいのち ペットを殺処分から救う奇跡の手 ノンフィクション・生きるチカラ １１ 太田京子:著 岩崎書店
数字 8150 0000177675 100にんのサンタクロース 谷口智則:作・絵 文溪堂
数字 8151 0000006577 １００万回生きたねこ 佐野洋子:作・絵 講談社
数字 8152 0000001719 １００まんびきのねこ 世界傑作絵本シリーズ ワンダ・ガアグ:ぶん・え 福音館書店
数字 8153 0000182238 100まんびきのねこ 世界傑作絵本シリーズ ワンダ・ガアグ:ぶん・え 福音館書店
数字 8154 0000034124 １０１ 映画版 ドディー・スミス:原作 文渓堂
数字 8155 0000147819 101匹わんちゃん ディズニーアニメ小説版 3 橘高弓枝:文 偕成社
数字 8156 0000177071 １０２ ディズニーアニメ小説版 ３８ アリス・ダウンズ:作 偕成社
数字 8157 0000150334 105歳の料理人ローズの愛と笑いと復讐 フランツ＝オリヴィエ・ジズベール:著 河出書房新社
数字 8158 0000127126 10thバースデイは運命の日!? だいすきBOOKS 1 大原興三郎:作 ポプラ社
数字 8159 0000148965 １０がつのこうさく からだうごかそう！ たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8160 0000015636 １０月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8161 0000172478 10才までに覚えておきたいちょっと難しい1000のことば アーバン
数字 8162 0000172916 10才までに覚えておきたいちょっと難しい1000のことばザ・パズル 角田美里:パズル制作 アーバン
数字 8163 0000171926 10ねこ 岩合光昭 福音館書店
数字 8164 0000010058 １０ぴきのおばけのかいすいよく １０ぴきのおばけシリーズ ４ にしかわおさむ:作・絵 ひかりのくに
数字 8165 0000002576 １０ぴきのかえる ＰＨＰこころのえほん ３ 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8166 0000002840 １０ぴきのかえる ＰＨＰこころのえほん ３ 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8167 0000002873 10ぴきのかえるのうんどうかい PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8168 0000002592 10ぴきのかえるのおしょうがつ PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8169 0000002824 10ぴきのかえるのおしょうがつ PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8170 0000002881 10ぴきのかえるのおつきみ PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8171 0000002550 10ぴきのかえるのたなばたまつり PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8172 0000002931 １０ぴきのかえるのなつまつり ＰＨＰのえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所



児童書（書名による五十音リスト）

数字 8173 0000170274 10ぴきのかえるのなつまつり PHPのえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8174 0000002584 10ぴきのかえるののどじまん PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8175 0000002923 10ぴきのかえるののどじまん PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8176 0000002816 １０ぴきのかえるのピクニック ＰＨＰにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8177 0000003988 １０ぴきのかえるのふゆごもり ＰＨＰのえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8178 0000002857 10ぴきのかえるはじめてのキャンプ PHPにこにこえほん 間所ひさこ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8179 0000131565 １０分で読める名作 １年生 岡信子:選 学研
数字 8180 0000144758 １０分で読める名作 ２年生 岡信子:選 学研
数字 8181 0000049205 １０分で読める名作 ３年生 岡信子:選 学研
数字 8182 0000049890 10分で読める名作 4年生 木暮正夫:選 学研
数字 8183 0000024513 １０分で読める名作 ５年生 木暮正夫:選 学研
数字 8184 0000049031 １０分で読める名作 ６年生 木暮正夫:選 学研
数字 8185 0000148981 １１がつのこうさく がくげいかいでへんしん！ たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8186 0000015677 １１月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8187 0000187146 11番目の取引 鈴木出版の児童文学:この地球を生きる子どもたち アリッサ・ホリングスワース:作 鈴木出版
数字 8188 0000003962 １１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場のぼる:著 こぐま社
数字 8189 0000003871 １１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場のぼる:著 こぐま社
数字 8190 0000003954 １１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる:著 こぐま社
数字 8191 0000049395 11ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる:著 こぐま社
数字 8192 0000002774 11ぴきのねこどろんこ 馬場のぼる:著 こぐま社
数字 8193 0000039727 １１をさがして 文研じゅべにーる パトリシア・ライリー・ギフ:作 文研出版
数字 8194 0000046656 １２か月のかんたんお料理 手づくりＢＯＸ ２ 花田えりこ:文・絵 岩崎書店
数字 8195 0000149005 １２がつのこうさく もうすぐクリスマス たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8196 0000015719 １２月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8197 0000016923 １２つきのおくりもの 世界名作えほんライブラリー ２２ サムイル・マルシャーク:原作 フレーベル館
数字 8198 0000091561 13歳のキミへ 中学生生活に自信がつくヒント35 高濱正伸:著 実務教育出版
数字 8199 0000053934 13歳のハローワーク 村上竜:著 幻冬舎
数字 8200 0000037234 １４歳の生涯 体験記集 原爆児童文学集 ３０ 中本昭:ほか作 汐文社
数字 8201 0000004838 １４ひきのあきまつり いわむらかずお:さく 童心社
数字 8202 0000004994 １４ひきのあさごはん いわむらかずお:作 童心社
数字 8203 0000004986 １４ひきのあさごはん いわむらかずお:作 童心社
数字 8204 0000004846 １４ひきのおつきみ いわむらかずお:さく 童心社
数字 8205 0000005017 １４ひきのおつきみ いわむらかずお:さく 童心社
数字 8206 0000004937 １４ひきのかぼちゃ いわむらかずお:さく 童心社
数字 8207 0000005025 １４ひきのこもりうた いわむらかずお:さく 童心社
数字 8208 0000004911 １４ひきのこもりうた いわむらかずお:さく 童心社
数字 8209 0000004853 １４ひきのさむいふゆ いわむらかずお:さく 童心社



児童書（書名による五十音リスト）

数字 8210 0000005009 １４ひきのさむいふゆ いわむらかずお:さく 童心社
数字 8211 0000004861 １４ひきのせんたく いわむらかずお:さく 童心社
数字 8212 0000004895 １４ひきのせんたく いわむらかずお:さく 童心社
数字 8213 0000004887 １４ひきのせんたく いわむらかずお:さく 童心社
数字 8214 0000004952 １４ひきのとんぼいけ いわむらかずお:さく 童心社
数字 8215 0000004879 １４ひきのぴくにっく いわむらかずお:さく 童心社
数字 8216 0000004903 １４ひきのぴくにっく いわむらかずお:さく 童心社
数字 8217 0000004929 １４ひきのぴくにっく いわむらかずお:さく 童心社
数字 8218 0000004978 １４ひきのひっこし いわむらかずお:作 童心社
数字 8219 0000004945 １４ひきのもちつき いわむらかずお:さく 童心社
数字 8220 0000004960 １４ひきのやまいも いわむらかずお:さく 童心社
数字 8221 0000127613 15歳の夏 ハートランド物語 1 ローレン・ブルック:著 あすなろ書房
数字 8222 0000147397 1がつのこうさく お正月にあそぼう たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8223 0000015529 １月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8224 0000166413 1週間の物語 タイムストーリー 日本児童文学者協会:編 偕成社
数字 8225 0000033423 １つぶのおこめ さんすうのむかしばなし デミ:作 光村教育図書
数字 8226 0000026617 １と７ 二宮由紀子:作 ひかりのくに
数字 8227 0000156299 1日10分でえがじょうずにかけるほん いきもの テーマ別いきもの あきやまかぜさぶろう:さく 講談社
数字 8228 0000053256 1日10分でえがじょうずにかけるほん のりもの テーマ別のりもの あきやまかぜさぶろう:さく 講談社
数字 8229 0000148452 1ねん1くみ1ばんえらい! こどもおはなしランド 68 後藤竜二:作 ポプラ社
数字 8230 0000019786 １ねん１くみ１ばんなかよし こどもおはなしランド １１ 後藤竜二:作 ポプラ社
数字 8231 0000039693 1年に1度のアイスクリーム
数字 8232 0000013938 １年ネコ組のイヌ 長嶺ヤス子:絵と文 集英社
数字 8233 0000054692 ２１世紀こども人物館 小学館
数字 8234 0000054700 ２１世紀こども人物館 小学館
数字 8235 0000054437 21世紀こども地図館 World watch 小学館
数字 8236 0000054650 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館
数字 8237 0000054585 21世紀こども百科 World watch 小学館
数字 8238 0000000737 ２１世紀こども百科宇宙館 小学館
数字 8239 0000054718 ２１世紀こども百科しごと館 あこがれの職業を大図解！！ ＷＯＮＤＥＲ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ 小学館
数字 8240 0000054528 21世紀こども百科大図解 小学館
数字 8241 0000054619 21世紀こども百科地球環境館 WORLD WATCH 小学館
数字 8242 0000054593 21世紀こども百科歴史館 小学館
数字 8243 0000131946 ２３時間５７分のひとり旅 さだまさし:作 くもん出版
数字 8244 0000146365 258本をうんだバット 記録への挑戦 1 友成那智:著 ポプラ社
数字 8245 0000047902 2がつのこうさく げんきに「おにはそと!」 たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8246 0000016345 ２月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社



児童書（書名による五十音リスト）

数字 8247 0000126920 2年生のどうわ 2 椋鳩十学年別童話 椋鳩十:作 理論社
数字 8248 0000058420 2本足の犬次朗 セラピー犬にチャレンジ! 桑原崇寿:作 ハート出版
数字 8249 0000143651 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 10月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8250 0000143669 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 11月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8251 0000143677 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 12月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8252 0000143644 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 1月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8253 0000143636 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 2月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8254 0000138032 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 3月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8255 0000138040 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 4月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8256 0000139105 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 5月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8257 0000135749 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 6月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8258 0000135756 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 7月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8259 0000135764 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 8月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8260 0000135699 365日今日はどんな日? 学習カレンダー 9月 ＰＨＰ研究所:編 ＰＨＰ研究所
数字 8261 0000047126 3がつのこうさく おひなさまつくろう たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8262 0000080218 ３月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8263 0000170704 3日の命を救われた犬ウルフ 殺処分の運命からアイドルになった白いハスキー 池田まき子:作 ハート出版
数字 8264 0000145508 3年2組のわすれんぼ ポプラ社のなかよし童話 11 鈴木清子:作 ポプラ社
数字 8265 0000192609 ３年Ｂ組金八先生　さびしい天使 小山内美江子 高文研
数字 8266 0000017632 ３ばのちびのひよこ ゆびにんぎょうえほん ３ ニコラ・スミィ:作 あかね書房
数字 8267 0000032771 ３ばんめのトイレに花子さんがいる！？ 学校の怪談 １１ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
数字 8268 0000173427 ３ばんめのトイレに花子さんがいる！？ 学校の怪談 １１ 日本民話の会学校の怪談編集委員会:編 ポプラ社
数字 8269 0000010215 ３びきのかわいいオオカミ ユージーン・トリビザス:文 富山房
数字 8270 0000017376 ３びきのかわいいオオカミ 大型しかけえほん ユージーン・トリビザス:ぶん 大日本絵画
数字 8271 0000015271 3びきのくま イギリス民話 バーナデット・ワッツ:絵 西村書店
数字 8272 0000010132 ３びきのくま 世界傑作絵本シリーズ トルストイ:ぶん 福音館書店
数字 8273 0000005157 3びきのくま ミキハウスの絵本 片山健:絵 三起商行
数字 8274 0000055160 ３匹の子ぶた 新編ディズニーアニメランド １９ 佐藤悦夫:〔ほか〕構成 講談社
数字 8275 0000021360 ３びきのこぶたのおみせやさんごっこ わたしのえほん あさのななみ:さく ＰＨＰ研究所
数字 8276 0000026633 ３びきのろしありす 計良ふき子:ぶん 教育画劇
数字 8277 0000058594 3本足のタロー なぜ、ボク捨てられたの? 桑原崇寿:作 ハート出版
数字 8278 0000092197 47都道府県あなたの県の怖い話 上巻 並木伸一郎:作 理論社
数字 8279 0000047910 4がつのこうさく ともだちふえるよ新学期 たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8280 0000015438 ４月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8281 0000138800 4年生の童話 2 椋鳩十学年別童話 椋鳩十:作 理論社
数字 8282 0000007328 ４ばんめのえきはくまごろうえき のりものえほん 野本淳一:ぶん 小峰書店
数字 8283 0000128298 5000匹のホタル ジュニア・ライブラリー 松下竜一:作 理論社



児童書（書名による五十音リスト）

数字 8284 0000188128 54字の物語 3 みんなでつくる意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田雄介:編著 ＰＨＰ研究所
数字 8285 0000188136 54字の物語 史 氏田雄介:共著 ＰＨＰ研究所
数字 8286 0000047894 5がつのこうさく おかあさんありがとう たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8287 0000015479 ５月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8288 0000048223 5つの栄養素 調べて学んでバランスよく食べる 1 童夢:編 偕成社
数字 8289 0000048249 5つの栄養素 調べて学んでバランスよく食べる 2 童夢:編 偕成社
数字 8290 0000048207 5つの栄養素 調べて学んでバランスよく食べる 3 童夢:編 偕成社
数字 8291 0000089821 ５つの栄養素 調べて学んでバランスよく食べる ４ 童夢:編 偕成社
数字 8292 0000048231 5つの栄養素 調べて学んでバランスよく食べる 5 童夢:編 偕成社
数字 8293 0000053611 5つの栄養素 調べて学んでバランスよく食べる 6 童夢:編 偕成社
数字 8294 0000047886 6がつのこうさく おとうさんにプレゼント たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8295 0000147371 7がつのこうさく たなばたをかざろう たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8296 0000015511 ７月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8297 0000055210 ８５パーセントの黒猫 おはなしガーデン ２５ あんびるやすこ:著 岩崎書店
数字 8298 0000034983 ８９番めのネコ エレノア・ニルソン:作 国土社
数字 8299 0000147389 8がつのこうさく 夏休みをたのしもう たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8300 0000015552 ８月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
数字 8301 0000132597 8分音符のプレリュード Y.A.Books 松本祐子:作 小峰書店
数字 8302 0000012732 ９９９ひきのきょうだい しかけ絵本 木村研:作 ひさかたチャイルド
数字 8303 0000007575 ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村研:文 ひさかたチャイルド
数字 8304 0000155713 9がつのこうさく けいろうの日のおくりもの たのしい行事と工作 竹井史郎:著 小峰書店
数字 8305 0000031864 ９月のバラ 世界子ども平和図書館 ３ ジャネット・ウィンター:文・絵 日本図書センター
数字 8306 0000015594 ９月のむかし話 日づけのあるお話３６５日 谷真介:編・著 金の星社
記号 8307 0000027722 〈国際版〉ディズニーおはなし絵本館 ２ 講談社
記号 8308 0000137646 「自閉症」という名のトンネル 不安の国の萌音 日向佑子:著 福音館書店
記号 8309 0000044727 「田んぼの学校」入学編 いのちが集まる・いのちが育む 宇根豊:文 農山漁村文化協会
記号 8310 0000053918 「日本国憲法」なのだ! 赤塚不二夫:編著 草土文化
記号 8311 0000170043 「ねんちゅうぎょうじ」ってなに? ウルトラかいじゅう絵本 ごとうまさる:ぶん あいうえお館
記号 8312 0000050203 「バリアフリー」って、なんだろう? 5 共用品推進機構:監修 学研
記号 8313 0000017459 「迷路絵本」を１００倍楽しむ本 探検！発見！ 香川元太郎:監修 ＰＨＰ研究所


