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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

10分で読める冒険やまほうのお話 横山洋子

ああ無情 ビクトル・ユーゴー

あいうえおのえほん よこたきよし

アイスクリームがふってきた わたなべしげお

アイドル歌手はもう歌えない 南英男

愛の一家 ザッパー子どものための世 21

青い竜と黄色い竜 松谷みよ子

あかいくつ アンデルセン学研ひとりよみ名

赤いくつ 平田昭吾世界名作ファンタ 8

あかいくつ名作アニメ絵本シ 14

あかずきん 早野美智代名作絵本 6

赤だったらいいのにな 等門じん

あかりのはじまり ゆきのゆみこはじまりの物語 2

あがりめさがりめ ましませつこ

秋の句 桜井信夫はじめてであう俳 3

あしたからは名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

あたまがよくなる！図鑑 篠原菊紀

あたまのビタミン　なぞなぞ話 小暮正夫

あなたのおへそ かこさとし　からだの本　１ かこさとし

あなたをずっとずっとあいしている 宮西達也ティラノサウルスシ

アナと雪の女王 小西樹里

あのこにあえた もりやまみやこ

あまえんぼフンガくん 国松エリカフンガくん

雨、あめ ピーター・スピアー

あめあがりの名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

あめあめふれふれもっとふれ シャーリー・モーガン

あやうし　たんていじむしょ トロルおしりたんてい 6

あやしいほらあな 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 4

あやとりひめ －五色の糸の物語－ 森山京

あらしのよるに 木村祐一あらしのよるにシリ 1

アラジン ディズニーディズニー名作童 21

アリババと40人のとうぞく 小沢　正世界名作おはな

あるきだした小さな木 ボルクマン

あるはれたひに 木村祐一あらしのよるにシリ 2

アルプスの少女 ヨハンナ・スピリ

あわてんぼフンガくん 国松エリカフンガくん

アンデルセンどうわ1年生 末吉暁子新おはなし文庫1

アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト

家なき子 マーロー

生き物大探検ドラえもんふしぎ 2

イシシ・ノシシ大ピンチ 原ゆたかかいけつゾロリ

イシシ・ノシシ大ピンチ 原ゆたかかいけつゾロリ 240

いせきからのSOS トロルおしりたんてい 5

いそがしいよる さとう　わきこばばばあちゃん

いそがしいよる さとうわきこばばばばあちゃ

イソップものがたり世界名作ファンタ 3

いたずらカラスのハンス ヴィルヘルム・ブッシュ

いたずら子犬ポシャンとポトム ヴィルヘルム・ブッシュ

いたずら子ザルとこばけちゃん 手島悠介

いたずらまじょ子のなんでもいちばん？ 藤真知子
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

1,2,3と一、ニ、三 星川ひろ子

1ねんせいのよみもの

１ねんせいのよみもの 長崎源之助しんこころにのこる

いちばんやさしい合本おりがみ百科 折り紙研究グループ

いちばんをさがせ！世界一 にしもとおさむえさがしあそび 1

いつかはきっと シャーッロット・ゾロトフ

一休さん 寺村輝夫

一休さん 永岡書店名作アニメ絵本シ

いっすんぼうし 谷真介

いっすんぼうし 講談社はじめてのまんが

いっすんぼうし はなさかじいさん 筒井敬介筒井敬介の名作 25

いっすんぼうし 山谷泰子アニメ・ファンタジ 37

いつのまにか名探偵 杉山　亮名探偵シリーズ 2

いつもちこくのおとこのこ－ジョン・パトリック・ノーマ ジョン・バーニンガム

いなかのねずみ ディズニーディズニー名作童 15

いぬうえくんがやってきた きたやまようこ

いぬうえくんのおきゃくさま きたやま　ようこ

犬の学芸会 チーム１５１E小学生文庫

イヌのひみつ 学研

いのちのまつり ヌチヌグスージ 草場一壽

いばらひめ やなぎやけいこ

いやいやえん 中川李枝子

うみのみずはなぜからい チャイルド本社

ウェン王子とトラ チェン・ジャン・ホン

ウォートンのとんだクリスマス ラッセル・Ｅ・エリクソン

ウォーリーのふしぎなたび マーティン　ハンドフォー

ウォーリーをさがせ！ マーティン　ハンドフォー

うたえほん　ＩＩ つちだよしはる

宇宙 そのひろがりをしろう 加古里子

ウヒョッとびっくりゆうれい話 小暮正夫

海からきた少女 立原えりか

うみにしずんだうす 水谷章三

海の女王のわな 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 8

うみべのハリー ジーン・ジオン

浦島太郎 講談社

うらないのひみつ 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 10

ウルトラなぞなぞ１．２年生 BOYプロジェクト

英語のひみつ 横井忠彦監修学研まんがひみ

栄養と健康 坂井建雄ドラえもんからだ 6

エジソン 久保喬

エジソン 野村兼嗣子どもの伝記全集 2

エリセラさんご 水木桂子

エルマーと16ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネッ

エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネッ

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネッ

王さまのみみはロバのみみ 平田昭吾世界名作ファンタ 55

王子とこじき マーク・トウェイン子どものための世 6

お江戸決まり文句 杉山亮

おおかみと７ひきのこやぎ ポプラ社

おおかみと７ひきのこやぎ ブレーメンのおんがくたい 筒井敬介筒井敬介 27

大きい1年生と小さな2年生 古田足日

大どろぼうはアイスクリームはかせ 山脇恭

おかあさんの　おもいで 野間佐和子七つの海のティコ 6

おかえし 村山桂子
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

おくりものはナンニモナイ パトリック・マクドネル

おこづかい大作戦 イリーナ・ピボワロワ

おこりんぼフンガくん 国松エリカフンガくん

おしいれのぼうけん 古田 足日/田畑 精一

おしいれのぼうけん ふるたたるひぼくたちこどもだ 1

おしゃべりゆわかし 佐藤さとる

おしゃれキャット ディズニーディズニー名作童 13

おしゃれキャットディズニーゴール 37

おしゃれなからす 平田昭吾よい子とママのア 8

おしりたんてい ププッ　レインボーダイヤをさが トロル

オズのオズマひめ 永岡書店名作アニメ絵本シ

オズのまほうつかい ライマン・フランク・バーム子どものための世 14

オズの魔法つかい 平田昭吾世界名作ファンタ 19

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン

おちばおちばとんでいけ 茂市久美子

おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー

おちゃわん 矢崎節夫

おつきさまこんばんは 林明子

お父さんのかさはこの子です 山下明生

おならうた 谷川俊太郎

おにのはなし 寺村輝夫

おばあさんのひこうき 佐藤さとる

おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ

オバケちゃん学校へいく 松谷みよ子

おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやまけん

そうべえふしぎなりゅうぐうじょう たじまゆきひこ

おばけのはなし2 寺村輝夫おばけのはなし 2

おばけのはなし3 寺村輝夫おばけのはなし 3

おばけマンション むらいかよ

おばけマンション むらいかよおばけマンション 1

おばけもこわがる　おばけのくに むらいかよおばけマンション 11

おはなしだいすき1 サンマークおはなしだいすき 1

おはなしだいすき2 サンマークおはなしだいすき 2

おはなしだいすき3 サンマークおはなしだいすき 3

おはなしだいすき4 サンマークおはなしだいすき 4

おひさまってくいしんぼう 中島絢子

おひめさま　がっこうへいく まだらめ三保

おほしさまへのてがみ 堀内純子

おまえうまそうだな 宮西達也ティラノサウルスシ

おみやげはきょうりゅう つちだよしはる

おむすびころりん 平田昭吾世界名作ファンタ 22

おもしろ化学　小学校１年生 米村でんじろう米村でんじろうの

親子で楽しむきりがみずかん 大原まゆみ

おやゆびひめ 平田昭吾世界名作ファンタ 7

おりがみ百科 仲田安津子

おれはティラノザウルスだ 宮西達也ティラノサウルスシ

かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 原ゆたかかいけつゾロリ 127

かいけつゾロリ　きょうふのようかいえんそく 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリ　けっこんする！？ 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリ　ぜったいぜつめい 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう 原ゆたかかいけつゾロリ 45

かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく 原ゆたかかいけつゾロリ 46

かいけつゾロリ つかまる！！ 原　ゆたかかいけつゾロリ 104

かいけつゾロリとなぞのひこうき 原　ゆたかかいけつゾロリ
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

かいけつゾロリとなぞのまほう少女 原ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリとまほうのへや 原ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート 原ゆたかかいけつゾロリ 52

かいけつゾロリの大どろぼう 原ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリの大どろぼう 原ゆたかかいけつゾロリ 215

かいけつゾロリのおばけ大さくせん 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのきょうふのカーレース 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのきょうふの宝さがし 原　ゆたかかいけつゾロリ 171

かいけつゾロリのきょうふのやかた 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのじごくりょこう 原ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！＜後編 原ゆたかかいけつゾロリ 48

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！＜前編 原ゆたかかいけつゾロリ 47

かいけつゾロリのてんごくとじごく 原ゆたかかいけつゾロリ 186

かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん前編 原ゆたかかいけつゾロリ 219

かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのまほうつかいのでし 原ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのまほうつかいのでし 原ゆたかかいけつゾロリ 3

かいけつゾロリのまほうのランプーッ 原ゆたかかいけつゾロリ 54

かいけつゾロリのママだーいすき 原　ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのめいたんていとうじょう 原ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原　ゆたかかいけつゾロリ 51

かいけつゾロリのようかい大リーグ 原ゆたかかいけつゾロリ

かいけつゾロリのようかい大リーグ 原ゆたかかいけつゾロリ 198

海賊アドベンチャー 原裕朗＆バースデイ冒険!　発見!　大

海底大探検ドラえもんふしぎ 15

かいとう　VS　たんてい トロルおしりたんてい 4

かいわれざむらいとだいこんひめ 川北亮司

かえでがおか農場のなかまたち アリスとマーティン・プロベ

かがくなぜどうして 一年生 久道健三

かがくなぜどうして2年生 久道健三

かぐやひめ 平田昭吾世界名作ファンタ

かぐやひめ 永岡書店名作アニメ絵本シ

崖の上のポニョ 宮崎駿

影の谷へ さとうまきこロータス森の伝説 2

かさじぞう 瀬田貞二

かさぶたくん やぎゅう げんいちろう

かさもって　おむかえ 征矢清

かしこいポリーとまぬけなおおかみ キャサリン　ストー

かたあしだちょうのエルフ おのき　がくおはなし名作絵 9

かっこいい！たのしい！まちがいさがし 大河原一樹

学校ウサギをつかまえろ 岡田淳

かっぱのすりばち 廣田弘子

かにむかし 木下順二

かぶどんとくわどん 七尾純

かぼちゃひこうせん　ぷっくらこ レンナート・ヘルシング

からすのパンやさん かこさとし

からだ大探検ドラえもんふしぎ

からだ大探検ドラえもんふしぎ 6

からだなんでもクイズ 坂井建雄ドラえもんからだ 8

からだなんでも相談室 坂井建雄ドラえもんからだ 7

からだのしくみ 坂井建雄ドラえもんからだ 3

ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト子どものための世
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

カレーvsちょうのうりょく 原ゆたかかいけつゾロリ

カレーvsちょうのうりょく 原ゆたかかいけつゾロリ 43

かわいそうなぞう つちやゆきお

カンペぎつねのたからもの 渡辺節子

きいろいばけつ もりやまみやこ

きえたアイドルのなぞ やまもとしょうぞうゆうれいたんてい 1

きかんしゃ1414 フェルト

吉四六さん 寺村輝夫

きつねのさいばん ゲーテ

きつねやまのよめいり わかやまけん

きのうのおひさま、どこにいったの？ 薫くみこ

君のためにできるコト 菊田まり子

きみはほんとうにステキだね 宮西達也ティラノサウルスシ

キャベたまたんてい　かいとうセロリとうじょう 三田村信行

キャベたまたんてい　なぞのゆうかいじけん 三田村信行

キャベツくん 長新太

９９ひきのきょうだい 木村研

９ひきのうさぎ せなけいこ

キュリー夫人 ドーリー

教室はまちがうところだ 蒔田晋治/長谷川知子

きょうのおべんとうなんだろうな きしだえりこ

きょうはなにしてあそぶ？ きのした　あつこ

きょうふのちょうとっきゅう 原ゆたかかいけつゾロリ

きょうりゅう 小畠郁生21世紀幼稚園百 9

きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス

恐竜大探検ドラえもんふしぎ 1

ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわゆみこ

きりかぶのあかちゃん しらね　みよこ

きりのなかで 木村祐一あらしのよるにシリ 4

きんたろう 講談社

きんたろう 野間佐和子まんが日本昔ば

金のたまごをうんだがちょう ジェフリー・パターソン

くいしんぼフンガくん 国松エリカフンガくん

クジラちゃん　みて、みて、ぼく、とぶよ 灰谷健次郎

くつのはじまり 上野与志はじまりの物語 6

くまの子ウーフ 神沢利子

くまのこ　まこちゃん 神沢利子

くまのプーさん キャロライン・ケネスディズニーゴール 12

くまのプーさん ディズニーディズニー名作童 12

くまのプーさん　ザ・ムービー　はじめまして、ランピ 斎藤妙子ディズニー名作ゴ 30

くものきれまに 木村祐一あらしのよるにシリ 3

くもんの読書コース 公文教育研究会

くらべる図鑑

クリスマスキャロル ディズニーアニメランド

クリスマスに　ほしいもの 星野はしる

ぐりとぐら なかがわえりこ

ぐりとぐら 中川李枝子

ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえここどものとも傑作

ぐりとぐらのえんそく なかがわりえここどものとも傑作

ぐりとぐらのおおそうじ なかがわりえこ

ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ

栗林さんの虫めがね変身へんしん  栗林 慧

グリム童話 グリム

グリム童話 千葉幹夫

2019年5月2日 P. 5 / 17A



タイトル サブタイトル 作者シリーズ

くるーりとおひさまこうじょう ひるたりょうこ

車のいろは空のいろ 続 あまんきみここども童話館

くるみわり人形 E.T.ホフマンこどものための世 4

ぐるんぱのようちえん 西内みなみ

くれよんしんちゃん 21 臼井儀人

クレヨンぞうさん 大日本ようねん文庫

くろくまくん 松澤由佳

くろべのツンコぎつね 大割輝明

かいけつゾロリ　はなよめとゾロリじょう 原　ゆたかかいけつゾロリ

けいてぃー はたらきもののじょせつしゃ バージニア・リー・バートン

血液の流れ 坂井建雄ドラえもんからだ 2

けんた・うさぎ 中川季枝子

こぐまちゃんおはよう わかやまけんこぐまちゃんえほ

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやまけんこぐまちゃんえほ

こぐまちゃんのほっとけーき わかやまけんこぐまちゃんえほ

こぐまちゃんのみずあそび わかやまけんこぐまちゃんえほ

子ぐまブラリーのぼうけん アンネ・フランクアンネの童話 1

コクリコ坂から 高橋千鶴徳間アニメ絵本 32

心があったかくなる話 4年生 日本児童文学者協会

心があったかくなる話１年生 日本児童文学者協会

心があったかくなる話２年生 日本児童文学者協会

心にしみるお母さんの話 2年生 砂田弘

心の歌1 桜井信夫はじめてであう短 3

心の歌2 桜井信夫はじめてであう短 4

ココロ屋 梨屋アリエ

心をそだてるはじめての伝記101人

子だぬきと子ねこ むくはとじゅう

こだぬきとやっこだこ 小沢正

ことばあそびをしよう 村田栄一

ことばのこばこ 和田誠

こどもことば絵じてん 金田一春彦

このつぎなあに 山中恒

こぶたくん ジーン・バン・ルーワン

こぶたのプーと青いはた カーラ・スティーブンズ

こぶとりじいさん 鈴木良武

こまったさんのオムレツ 寺村輝夫おはなしりょうりき 4

こまったさんのカレーライス 寺村輝夫おはなしりょうりき 2

こまったさんのグラタン 寺村輝夫おはなしりょうりき 6

こまったさんのコロッケ 寺村輝夫おはなしりょうりき 8

こまったさんのサラダ 寺村輝夫おはなしりょうりき 5

こまったさんのサンドイッチ 寺村輝夫おはなしりょうりき 7

こまったさんのシチュー 寺村輝夫おはなしりょうりき 10

こまったさんのスパゲティ 寺村輝夫おはなしりょうりき 1

こまったさんのハンバーグ 寺村輝夫おはなしりょうりき 3

こまったさんのラーメン 寺村輝夫おはなしりょうりき 9

コロちゃんのケーキづくり エリック・ヒル

昆虫のひみつ 林夏介学研まんがひみ 22

こんとあき 林明子

作文がすきになる本　1・2年生 柳内達雄

作文がすきになる本　3・4年生 柳内達雄

作文わくわく教室 植垣一彦

さくら子のたんじょう日 宮川ひろ

さっちゃんのまほうのて 田畑精一

さつまいものはじまり 芦村公博はじまりの物語 7
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

さるかに 松谷みよ子

さるかにばなし 平田昭吾世界名作ファンタ 18

３さいの本 日本のおはなし 沢井佳子

三銃士 アレクサントル･デュマ子どものための世 30

サンタクロースっているんでしょうか？ 偕成社

サンタさんだよかえるくん さくらともこ

三年生の童話 坪田譲治

3年生の読みもの 学校図書

三びきのこぶた 瀬田貞二

3匹の子ぶた ディズニーディズニー名作童 10

シートン動物記 アーネスト・トムソン・シート少年少女名作全

ジェインのもうふ アーサー・ミラー

ジオジオ ジオジオのたんじょうび 岸田怜子

ジオジオのかんむり 岸田衿子

時空列車クロノス 原裕朗＆バースデイ冒険!　発見!　大

しげちゃん 室井滋

事件だよ！全員集合 杉山亮ミルキー杉山のあ

じごくのそうべい たじまゆきひこ

自習ドリル 辞書引き名人 深谷 圭助

したきりすずめ 講談社はじめてのまんが

しちどぎつね たじまゆきひこ

しっぺいたろう 松谷みよ子

じてんしゃにのるひとまねこざる H.A.レイひとまねこざる

じどうしゃのはじまり ゆきのゆみこはじまりの物語 8

じぶんだけのいろ レオ・レオニ

シマウマしましまなぜあるの？ リラ・プラップ

しまりす　ポックルのやくそく はとりぜんじ

ジャイアント・シャム・サンド ジョン・ヴァーノン・ロード

ジャックとまめのつる 平田昭吾世界名作ファンタ 48

しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー

しゃべる詩・あそぶ詩・きこえる詩 はせみつこ編

ジャングルで乾杯！ 林美恵子

ジャンボゴリラとゆきだるま こやま峰子

11ぴきのねこ 馬場のぼる

11ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる

十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ

十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ子どものための世 24

十二支のはじまり やまち　かずひろ

シューベルト 岡上鈴江

１４ひきのあきまつり いわむらかずお１４ひきシリーズ

14ひきのあさごはん いわむらかずお

１４ひきのおつきみ いわむらかずお

14ひきのせんたく いわむらかずお

14ひきのぴくにっく いわむらかずお

宿題ロボットてんさいくん 国松俊英

寿限無 齋藤孝

１０っぴきのかえるうみへいく 間所ひさこ

10ぴきのかえるのたなばたまつり 間所ひさこ

小学生の自由研究　１・２年生

しょうがパンぼうや リチャード・スキャーリー

小公子 フランセス・Ｅ・Ｈ・バーネッ小公子

小公女 平田昭吾世界名作ファンタ 9

小公女 バーネット子どものための世 11

聖徳太子 小石房子
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

植物大探検ドラえもんふしぎ 13

ジョニーのにっき ヘルメ・ハイネ

白雪姫 上地ちづ子ディズニーアニメ 7

白雪姫 ディズニーディズニー名作童 7

しらゆきひめ リタ・バルダッチディズニーゴール 8

しりたがりやのこぶたくん ジーン・バン・ルーワン2

シレットクのシルバー 佐藤眞佐美

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ

シロは死なない 北方謙三

詩をつくろう 石毛拓郎

しんせつなともだち ふあん　いーちゅんこどものとも傑作 39

シンデレラ ペロー世界名作アニメ絵 2

シンデレラ ディズニーディズニー名作童 3

シンデレラディズニーゴール 7

シンデレラ 森はるなディズニーアニメ 13

シンデレラひめ えすがたあねさま 辻真先

シンデレラ姫 講談社ディズニー名作絵

シンドバッドの冒険 坂田寛夫世界の名作 5

人物大探検ドラえもんふしぎ 11

すいかのたね さとう わきこばばばばあちゃ

スイミー レオ・レオニ

スイミー レオ・レオニ世界絵本箱

杉原千畝 あべさより学習まんが人物

スコルピオンの秘密基地 原裕朗＆バースデイ冒険!　発見!　大

ずとんといっぱつ すていぬシンプ だいかつやく ジョン・バーニンガム

スプーンおばさんのぼうけん アルフ　プリョイセン

成長と誕生 坂井建雄ドラえもんからだ 5

せかいいちおおきなうち レオレオーニ (著) 、谷川レオレオーニの絵

せいかいいちの名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

世界のカブトムシ・クワガタムシ 岡島秀治

せかいの国ぐに 池上彰キッズのためのし

世界のふしぎ大探検ドラえもんふしぎ 10

世界のむかし話二年生 ときありえ新おはなし文庫 6

セロひきのゴーシュ 宮沢賢治

千と千尋の神隠し 宮崎駿

ぞうくんのさんぽ なかのひろたかこどものとも傑作

そらいろのたね 中川李枝子

空とぶかいぞくせん 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 2

空飛ぶ船と世界一のばか アーサー・ランサム

そらまめくんとめだかのこ なかやみわこどものとも傑作

そらまめくんのベッド なかや　みわ

そんごくう 永岡書店名作アニメ絵本シ

だいすき少女の童話1年生

たいせつにしたい　１２のにんぎょうげき　めいさくの

大魔王の復活 原裕朗＆バースデイ冒険!　発見!　大

たかたか山のたかちゃん 中川季枝子

たから島 スチーブンソン

たからものとんだ もりやまみやこ

たこをあげるひとまねこざる H.A.レイひとまねこざる

だってだってのおばあさん さの　ようこ

龍の子太郎 松谷みよ子

たなばた 岩崎京子にほんむかしばな

たぬきのいとぐるま 木暮正夫日本のどうぶつ昔 2

食べ物の消化 坂井建雄ドラえもんからだ 1
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たべられる 原ゆたかかいけつゾロリ

たべるぜ！おおぐいせんしゅけん 原ゆたかかいけつゾロリ

たろのえりまき きたむら　えり

たんたのたんけん 中川李枝子

たんたのたんてい 中川李子

ダンプえんちょうやっつけた 古田 足日/ 田畑 精一

ダンボ ヘリン・アバーソン＆ハロディズニーゴール 9

ダンボ ディズニーディズニー名作童 2

たんぽぽヘリコプター まどみちお

だんまりこおろぎ エリック・カール

ちいさいモモちゃん 松谷みよ子モモちゃんとアカ 1

小さな青いきかんしゃ アーシュラ・フリハン

ちいさないきもの 伊藤ふくおくらしとかいかた 2

小さなスプーンおばさん アルフ　プリョイセン

チェブラーシカ エドゥアルド・ウスペンスキ

チェブラーシカはじめてのりょこう エドゥアルド・ウスペンスキ

チェロの木 いせひでこ

地下鉄ねずみのミニー　どぶねずみ大作戦 イレーヌ・シュワルツ

ちか100かいだてのいえ いわいとしお

ちからたろう 長谷川彰

ちからたろう 平田昭吾世界名作ファンタ 60

チキチキチキチキいそいでいそいで 角野栄子

地球 その中をさぐろう 加古里子

地球大探検ドラえもんふしぎ 3

地図大探検ドラえもんふしぎ 12

ちびドラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ

ちびまるこちゃんのなぞなぞ 1年生 上田みるこ/フォルスタッフちびまるこちゃん

ちびまるこちゃんのなぞなぞ 2年生 上田みるこ/フォルスタッフちびまるこちゃん

鳥類図鑑 保育社

チリとチリリ どい　かや

チロヌップのきつね たかはし　ひろゆき

チロヌップのきつね 高橋宏幸

チロの星まつり 藤井旭

チロリン村物語 オバケをつかまえろ！ 垣松恭介

つきからおちたうさぎ 西本鶏介日本のどうぶつ昔 6

月のうさぎ 瀬戸内寂聴寂聴おはなし絵

月夜のみみずく ヨーレン

つまんない　つまんない ヨシタケシンスケ

つりばしゆらゆら もりやまみやこ

つるのおんがえし日本おはなし名 1

つるのおんがえし 山谷泰子アニメ・ファンタジ 53

つんつくせんせいとくまのゆめ たかどのほうこ

であえてほんとうによかった 宮西達也

ディズニーおはなしだいすき 講談社

ディズニー名作１００話おはなしきかせて

手作りおもちゃ入門 多田信作

手作りの食べ物絵事典 杉本恵子

てぶくろ 福音館書店

手ぶくろを買いに 新美南吉

天空の城　ラピュタ 宮崎駿

てんぐのはなし 寺村輝夫

天国犬への手紙 チーム１５１E小学生文庫

てんごくの土ようび ヘルネ・ハイネ

天才えりちゃん金魚を食べた 竹下龍之介いわさき創作童話
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

天才えりちゃん月に行く 竹下龍之介いわさき創作童話

天才チンパンあらわる 手島悠介いわさき創作童話

でんわにでたのはだれ 岡野薫子

とうきちとむじな 松谷みよこ

東京からきた女の子 長崎源之助

とうさんおはなしして アーノルド・ローベル

どうする どうする あなのなか きむら ゆういち

とうちゃんのトンネル 原田泰治

どうぶつ 広瀬之宏くらしとかいかた 3

どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤洋

どうぶつのおかあさん 小林厚、福音館書店

ドオン！ 山下洋輔

どくしょのじかんによむ本１ 小学１年生 西本鶏介

とけいのほん１ まついのりこ

とけいのほん2 まついのりこ

どこでもいっしょ トロが来た日 リニーマガジンズ

どしゃぶりのひに 木村祐一あらしのよるにシリ 5

としょかんライオン ミシェル･ヌードセン

とっておきの名探偵 杉山亮

とっておきの名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

とっとこハム太郎 あいしてる 河井リツ子とっとこハム太郎

とっとこハム太郎 あいしてるでちゅ♡ 河井リツ子とっとこハム太郎

とっとこハム太郎 その2でちゅ 河合リツ子とっとこハム太郎

とっとこハム太郎 ハムちゃんずでございまちゅ① 河井リツ子とっとこハム太郎

とっとこハム太郎 大ぼうけんでちゅ 河井リツ子とっとこハム太郎

どっどどどどうど　雨ニモマケズ 宮沢賢治

とべないホタル 小沢昭巳

ともだち 谷川 俊太郎

ともだちや 内田麟太郎

ドラえもんのおもしろ国語クイズ館 栗岩英雄ドラえもん

ドラえもんのひらめきクイズ 藤子不二雄

とらよりこわいほしがき 小沢清子

どろぼうがっこう かこさとし

とんちの一休さん 今西祐行

とんち彦一 二反長半

どんなケーキがいいかしら 谷真介

どんなときも名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

ナイチンゲール 山主敏子

長いしっぽのポテトおじさん 上崎美恵子

長くつ下のピッピ アストリッド・。リンドグレー子どものための世 13

なかよし取扱説明書(犬式) きたやまようこ

なぜ？どうして？１年生 村山哲哉たのしい！かがく

なぜ？どうして？３年生 村山哲哉たのしい！科学の

なぜ？どうして？２年生 村山哲哉たのしい！科学の

なぜなぜベスト図鑑01 むし１なぜなぜベスト図 1

なぜなぜベスト図鑑02 むし２なぜなぜベスト図 2

なぜなぜベスト図鑑03 どうぶつ・とり１なぜなぜベスト図 3

なぜなぜベスト図鑑04 どうぶつ・とり２なぜなぜベスト図 4

なぜなぜベスト図鑑05 みずべのいきもの１なぜなぜベスト図 5

なぜなぜベスト図鑑06 みずべのいきもの２なぜなぜベスト図 6

なぜなぜベスト図鑑07 くさばなやきなぜなぜベスト図 7

なぜなぜベスト図鑑08 いきものとかんきょうなぜなぜベスト図 8

なぜなぜベスト図鑑09 ひとのからだ１なぜなぜベスト図 9

なぜなぜベスト図鑑10 ひとのからだ２なぜなぜベスト図 10
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

なぜなぜベスト図鑑11 ちきゅう・うちゅう１なぜなぜベスト図 11

なぜなぜベスト図鑑12 ちきゅう・うちゅう２なぜなぜベスト図 12

なぜなぜベスト図鑑13 しぜんなぜなぜベスト図 13

なぜなぜベスト図鑑14 みのまわりのもの１なぜなぜベスト図 14

なぜなぜベスト図鑑15 みのまわりのもの２なぜなぜベスト図 15

なぜなぜベスト図鑑16 くらし１なぜなぜベスト図 16

なぜなぜベスト図鑑17 くらし２なぜなぜベスト図 17

なぜなぜベスト図鑑18 のりもの１なぜなぜベスト図 18

なぜなぜベスト図鑑19 のりもの２なぜなぜベスト図 19

なぜなぜベスト図鑑20 せかいでいちばんなぜなぜベスト図 20

なぞなぞあそび 3　ぼうけんぴょこたん このみひかる

なぞなぞゲーム大集合 灰崎武浩

なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子

なぞなぞのすきな女の子 松岡亨子

なぞなぞのたび 石津ちひろ

なぞのうちゅうじん 原ゆたかかいけつゾロリ

なぞのおたから大さくせん後編 原ゆたかかいけつゾロリ

なぞのおたから大さくせん前編 原ゆたかかいけつゾロリ

なぞのおばけカレー わたなべめぐみよわむしおばけ 2

なぞのたから島 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 1

夏と秋の歌 桜井信夫はじめてであう短 1

なっとうぼうや わたなべあや

夏の句 桜井信夫はじめてであう俳 2

ナポレオン 野田開作

ナマリの兵隊 ハンス・アンデルセン

なるほど！まんが知能パズル１年 清水驍なるほど！

なんだかんだ名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

にげだした王さま 宮下すずか

にっぽんちず絵本 とだ　こうしろう

日本全国動物に会いに行こう

日本どうぶつ記4 つぼいこう

日本どうぶつ記1 つぼいこう

日本どうぶつ記2 つぼいこう

日本どうぶつ記3 つぼいこう

日本のおばけ話1年生 斉藤晴輝

日本のむかし話二年生 千世繭子新おはなし文庫 5

日本むかしばなし 阿貴良一編著

日本むかしばなし 阿貴良一日本むかしばなし

日本むかしばなし3 寺村輝夫日本むかしばなし 3

日本むかしばなし4 寺村輝夫日本むかしばなし 4

日本むかしばなし01 寺村輝夫日本むかしばなし 1

日本むかしばなし02 寺村輝夫日本むかしばなし 2

日本むかしばなし5 寺村輝夫日本むかしばなし 5

にんきもののひけつ 森 絵都

人魚となぞの木 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 9

にんぎょひめ 西本鶏介

にんぎょひめ 早野美智代名作絵本 3

人間のからだ 斎藤成也キッズのためのし

にんじん物語 ルナール

にんタマ三人ぐみのあっとおどろくたからさがし 尼子騒兵衛にんタマ三人ぐみ

にんタマ三人ぐみのたすけてちょーだいおしょうさ 尼子騒兵衛にんタマ三人ぐみ

ぬすまれたダイヤのなぞ ディビッド・A・アドラー

ねぎぼうずのあさたろう その1 とうげのまちぶせ 飯野和好ねぎぼうずのあさ 1

ねぎぼうずのあさたろう その2 しゅくばはずれのけっとう 飯野和好ねぎぼうずのあさ 2
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ねぎぼうずのあさたろう その3 人情渡し舟 飯野和好ねぎぼうずのあさ 3

ねずみくんとブランコ なかえよしを

ねずみくんのチョッキ なかえよしを

ねずみのいもほり 山下明生

ねずみのおいしゃさま なかがわ　まさふみこどものとも傑作 50

ねずみのすもう 谷　真介

ねずみのすもう 平田昭吾世界名作ファンタ 43

ネッシーのおむこさん 角野栄子

ねむりからさめたミイラ たかしよいちまんが世界ふしぎ 9

ねむりひめ 奥本大三郎世界名作おはな

眠れる森の美女 ディズニーディズニー名作童 18

年中行事記念日 365日のひみつ 学研マンガ

脳のはたらき 坂井建雄ドラえもんからだ 4

ノーベル 山本藤枝

のび太とふしぎ風使い 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 23

のび太とロボット王国 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 22

のび太のねじ巻き都市冒険記 藤子・F・不二雄大長編ドラえもん 17

乗り物大探検ドラえもんふしぎ 8

のろわれたたまご 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 3

ノンタン　あそびましょ キヨノサチコ

ノンタン　あわ　ぷくぷく　ぷぷぷう キヨノサチコ

ノンタン　いたいのとんでけ キヨノサチコ

ノンタン　いもうと　いいな キヨノサチコ

ノンタン　おしっこ　しーしー キヨノサチコ

ノンタン　おやすみなさい キヨノサチコ

ノンタンでかでかありがとう キヨノサチコノンタンあそぼうよ 19

ノンタンの　たんじょうび キヨノサチコ

ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコノンタンあそぼうよ 1

ノンタン　ほわ　ほわ　ほわわ キヨノサチコ

バーバパパかせいへいく アネット チゾン/タラス テ

バーバパパたびにでる アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

バーバパパのいえさがし　 アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

バーバパパのがっこう　 アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

バーバパパのしまづくり　 アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

バーバパパのだいサーカス　 アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

バーバパパのなつやすみ　 アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

バーバパパのはこぶね　 アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

バーバパパのプレゼント アネット・チゾン/タラス・テバーバパパ

歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ

はくちょうの王子 平田昭吾世界名作ファンタ 27

はくちょうのみずうみ 永岡書店名作アニメ絵本シ 15

はじめてであう　すうがくの絵本 安野光雅

はじめてのおこづかい 生源寺美子

はじめてのおつかい 筒井 頼子

はじめてのおつかい 筒井頼子

はじめてのおるすばん しみずみちを

はだかのおうさま アンデルセン

はっぱじゃないよ　ぼくがいる 姉崎一馬

葉っぱのフレディ いのちの旅 レオ　バスカーリア

はなこ　八月七日にひろったねこ なりゆきわかこ

はなさかじい 松谷みよ子

はなさかじいさん 平田昭吾アニメ・ファンタジ 54

はねのあるキリン 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 11

母をたずねて エドモンド・デ・アミーチス
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

ハム太郎のとっとこえほんでちゅ２ 河井リツ子

バムとケロのおかいもの 島田ゆかバムとケロシリー

バムとケロのさむいあさ 島田ゆかバムとケロシリー

バムとケロのそらのたび 島田ゆかバムとケロシリー

バムとケロのもりのこや 島田ゆか

パラダイス 高畠純

はらぺこあおむし エリック＝カール

はらぺこおなべ 神沢利子

春の句 桜井信夫はじめてであう俳 1

バルバルさん 乾栄里子

はれときどきあまのじゃく 矢玉四郎はれぶたシリーズ 1

はれときどきぶた 矢玉四郎

ハンバーグつくろうよ 角野栄子

バンビディズニーゴール 17

バンビ ディズニーディズニー名作童 17

パンプキン！模擬原爆の夏 令丈ヒロ子

パンやのろくちゃん 長谷川義史

パンやのろくちゃん　でんしゃにのって 長谷川義史

ピーター・パン ユージン・ブラッドリー・コディズニーゴール 10

ピーターのいす ジャック･キーツ

ピーターパン 平田昭吾

ピーター・パン ディズニーディズニー名作童 9

ぴかくん　めをまわす 松居直

光の戦士ミド さとうまきこロータス森の伝説 1

彦一さん 寺村輝夫

彦一とんちばなし 酒井朝彦編著

ひこいちばなし  きっちょむさん 竹崎有斐

美女と野獣 森はるなディズニー名作ゴ 27

びっくりかいてんずし 三田村信行

ぴっぽのたび 刀根里衣

１つぶのおこめ さんすうのむかしばなし デミ

ひとまねこざる H.A.レイひとまねこざる

ひとまねこざるびょういんへいく H.A.レイひとまねこざる

ひとまねこざるときいろいぼうし H.A.レイひとまねこざる

ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ いわむら　かずお

ピノキオ ディズニーディズニー名作童 5

ピノキオディズニーゴール 20

ひみつの花園 フランシス・E・H・バーネッ

ひみつの花園 フランセス・Ｅ・Ｈ・バーネッ

ひみつの花園 バーネットこども世界名作童 16

101ぴきわんちゃん 講談社国際版　ディズニ 7

101匹わんちゃん ディズニーディズニー名作童 8

100万回生きたねこ 佐野洋子

100かいだてのいえ いわいとしお

ひょうのぼんやりおやすみをとる 角野栄子

ぴょんちゃんのとけいえほん 高野紀子

ひらがなあいうえお 下村昇

ひらがなだいぼうけん 宮下すずか

ピラミッドのひみつ たかしよいちまんが世界ふしぎ 1

びりっかすの子ねこ デイヤング

ひるもよるも名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

ビロードのうさぎ マージェリィ・W・ビアンコ

プーさんとふしぎないど 森はるな

プーさんのまほうのみみあてディズニーランド 29
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

プーさんのメリークリスマスディズニーランド 27

冬の句 桜井信夫はじめてであう俳 4

ふくろうくん アーノルド・ローベル

ふくろうのそめものや 小沢正日本のどうぶつ昔 5

ふしぎがわかるよ！図鑑 学研

ふしぎなくにのまじょ子 藤真知子

ふしぎな たね 安野 光雅

ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ

ふしぎの国のアリス ディズニーディズニー名作童 1

ふしぎの国のアリス 森はるなディズニー名作ゴ 19

富士山大ばくはつ かこさとし

ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる

ぶたのぶたじろうさん こわいみちにまよいこみました 内田　鱗太郎

ふたりのテストはみんなばつ 鈴木喜代春

ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル

ふたりはいつも アーノルド・ローベル

ふたりはともだち アーノルド・ローベル

ふなひき太良 儀間比呂志

ふめのはじまり 上野与志はじまりの物語 4

ふぶきのあした 木村祐一あらしのよるにシリ 6

ふまんがあります ヨシタケシンスケ

ふめつの　せっとうだん トロルおしりたんてい 3

冬と春の歌 桜井信夫はじめてであう短 2

ふらいぱんじいさん 神沢利子

ふらいぱんじいさん 神沢利子

フランダースの犬 ウィーダ

ふりかえれば名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

ブルッとこわいおばけの話 小暮正夫

プレゼント 長谷川集平

フンガくん 国松エリカフンガくん

ぶんぶくちゃがま 平田昭吾世界名作ファンタ 44

ベートーベン 浜野政雄

ベーブ・ルース 赤坂包夫

べそっかきフンガくん 国松エリカフンガくん

ベニスの商人 シェークスピア

ヘレン・ケラー 徳永寿美子

ペンギンたんけんたい 斎藤洋

ヘンゼルとグレーテル 平田昭吾世界名作ファンタ 36

へんてこもりのコドロボー たかどのほうこへんてこもり

へんてこもりのなまえもん たかどのほうこへんてこもり

ベントリー･ビーバーのものがたり マージョリー・Ｗ・シャーマ

ボーイフレンドは吸血鬼 早川真知子

ポカホンタス ディズニーディズニー名作童 23

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史

ぼくにもそのあいをください 宮西達也ティラノサウルスシ

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ

ぼくはおこった ハーウィン・オラム

ぼくはワニのクロッカス ロジャー・デュボアザン

ぼくへそまでまんが 矢玉四郎はれぶたシリーズ 4

ぼくんちカレーライス つのだ のぶこ

ポケットのいちご 中野みち子

ポケットモンスターまるかじりブック7

星と星座のひみつ 学研まんが

星と星座のひみつ 相田克太学研まんがひみ 27
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

北極のムーシカミーシカ いぬいとみこ

ほねは　おれます　くだけます かこさとし

ボヨンボヨンだいおうのおはなし ヘルメ・ハイネ

ほらばなし 寺村輝夫

ほらふき先生 ビュルガー

ポレポレやまのぼり たしろちさと

ほんとうに心があったかくなる話 2年生 日本児童文学者協会

ほんのはじまり 上野与志はじまりの物語 11

まいごになったぞう 寺村輝夫

まくらのせんにん そこのあなたの巻 かがくい　ひろし

まこちゃんともりのおくりもの 神沢利子

マコチン 灰谷健次郎

まじょ子とオオカミおとこウルルのたからさがし 藤真知子

まじょになりたい 中島和子

まじょのおとしもの 油野誠一

魔女のひみつ コリン　ホーキンス

魔女のワナムケ 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 7

マスラン・パンパン恋をする ジドル

またまた！ねずみのチョッキ なかえよしを

マッチうりのしょうじょ ポプラ社

まねまね鳥がやってきた! ポール・コックスラストパップ島のコ 4

魔法実験のひみつ 伊東章夫学研まんがひみ 25

まほうつかいのでし／大かいぞく 原ゆたかかいけつゾロリ

まほうのえのぐ 林明子

まほうのふで 西本鶏介

まぼろしの王国トロイア たかしよいちまんが世界ふしぎ 5

まもるぜ！きょうりゅうのたまご 原ゆたかかいけつゾロリ

まんが百人一首入門 川村晃生

まんげつのよるに 木村祐一あらしのよるにシリ 7

まんねんくじら 志茂田景樹

ミータ 堀内純子

ミッキーとミニーのラプンツェルディズニーゴール 39

ミッキ－のきょじんたいじ 森はるな

ミッキーの巨人たいじ ディズニーディズニー名作童 14

ミッキーのクリスマスキャロル ディズニーディズニー名作童 4

ミッキーのジャックと豆の木 ディズニーディズニー名作童 16

ミッキーのまほうつかいのでし ファンタジアよりディズニーゴール 1

ミッキーをさがせ Walt　Disney

三つ子のこぶた 中川季枝子

みつばちマーヤ 平田昭吾世界名作ファンタ 29

みどりいろのたね たかどの　ほうこ

みにくいあひるの子 ディズニーディズニー名作童 6

みにくいおひめさま フィリス・マッギンリー

みやざわ・けんじ 西本鶏介こども伝記ものが 12

みんなみんな　なかよし つちだよしはる

みんなみんなぼくのともだち 福井義人

ムーミンのたからもの トーベ・ヤンソン

ムーミンのともだち トーベ・ヤンソンムーミン

ムーミンのふしぎ トーベ・ヤンソンムーミン

むぎわらぼうし  竹下 文子

むし 今森光彦くらしとかいかた 1

むしのあいうえお 今森光彦

むらさきふじんの　あんごうじけん トロルおしりたんてい 1

名犬ラッシー ナイト
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

名コックだよ、おとうさん 国松俊英

えいが　名探偵コナン ベイカー街の亡霊名探偵コナン

名たんていそばかすジギー 「×」危機いっぱい編 ハインリッヒ・クラウス

恵みの風に帆をはって まるちれす編纂委員会

メリークリスマス　おさるのジョージ M.&H.A.　レイ

モーツアルト 真篠将

もしかしたら名探偵 杉山　亮名探偵シリーズ 1

モチモチの木 斎藤隆介

ももたろう 野間佐和子まんが日本昔ば

ももたろう日本おはなし名 2

もりのシランプリ ふなざきよしひこ

もりのなか マリー・ホール・エッツ

森のネズミの大ぼうけん 岡野薫子

森のネズミの舟のたび 岡野薫子

モンスターホテルであいましょう 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでインターネット 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでおばけバラ 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでおめでとう 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでクリスマス 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでこんばんは 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでおどりましょう 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでパーティだ 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでなつやすみ 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

モンスターホテルでプレーボール 柏葉幸子作、高畑純絵モンスターホテル

もんたと大いのしし 馬場のぼる

ヤギになっちゃうぞ 最上一平

やせるぜ！ダイエット大さくせん 原ゆたかかいけつゾロリ

やたがらす いまにしすけゆき

やっぱりおおかみ 佐々木 マキ

ヤマタノオロチ 照沼まりえ日本昔ばなしアニ 18

山のクリスマス 岩波の子どもの本

やみよに　きえる　きょじん トロルおしりたんてい 2

UFOにのってきた女の子 さねとうあきら

ゆかいなかえる ジュリエット・キープス

ゆきの女王 平田昭吾世界名作ファンタ 24

ゆきのひのうさこちゃん ディック・ブルーナー

ゆびきりえんそく 東君平

百合子と宇宙人ビリビリの冒険 佐藤眞佐美

よあけ ユリー・シュルブィッツ

妖怪大図鑑

よーいどんで名探偵 杉山亮名探偵シリーズ

よーいどんで名探偵 杉山　亮名探偵シリーズ 10

よみがえる魔力 さとうまきこロータス森の伝説 3

よもぎだんご さとうわきこばばばばあちゃ

よるくま 酒井駒子

よわむしおばけ3 ひみつのおばけやしき わたなべめぐみよわむしおばけ 3

よわむしおばけのたんじょうび わたなべ　めぐみよわむしおばけ

よんでおきたい1ねんせいのよみもの 学校図書

ライオン＝キングをさがせ Walt Disney

ライオン・キング 講談社国際版　ディズニ 17

ライオン・キング ディズニーディズニー名作童 22

ラチとらいおん マレーク・ベロニカ

ラン　パン　パン インドみんわ

りっぱなうんち きたやまようこ
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タイトル サブタイトル 作者シリーズ

リトル・マーメイド マイケル・テイテルバウムディズニーゴール 4

リトル・マーメイド ディズニーディズニー名作童 19

りぼんちゃんの新学期 那須正幹

竜王のたからもの 寺村輝夫作、永井郁子絵かいぞくポケット 6

りゆうがあります ヨシタケシンスケ

りゅうの目のなみだ 浜田廣介

りゅうのめのなみだ 浜田廣介名作絵本ライブラ

リロイ　アンド　スティッチディズニーゴール 47

リンカーン 二反長半

りんごがたべたいねずみくん なかえよしを

ルピナスさん－小さなおばあさんの話－ バーバラ・クーニー

ルラルさんのにわ いとうひろし

れいぞうこのなつやすみ 村上しいこ

ろくべえまってろよ 灰谷健次郎

ろけっとこざる H.A.レイひとまねこざる

ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ

ロビンソン・クルーソー デフォー子どものための世 18

ロボットのはじまり ゆきのゆみこはじまりの物語 12

わかったさんのアイスクリーム 寺村輝夫わかったさんのお

わかったさんのクッキー 寺村輝夫わかったさんのお

わかったさんのクッキー 寺村輝夫わかったさんのお 1

わかったさんのクレープ 寺村輝夫わかったさんのお 9

わかったさんのシュークリーム 寺村輝夫わかったさんのお 2

わかったさんのショートケーキ 寺村輝夫わかったさんのお

わかったさんのドーナツ 寺村輝夫わかったさんのお 3

わかったさんのプリン 寺村輝夫わかったさんのお 6

わかったさんのホットケーキ 寺村輝夫わかったさんのお 5

わかったさんのマドレーヌ 寺村輝夫わかったさんのお 10

ワシントン 室谷幸吉子どもの伝記全集 8

忘れても　好きだよ　おばあちゃん！ ダグマー・Ｈ・ミュラー

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ

忘れられない贈り物 スーザン　バーレイ

わたしおてつだいねこ 竹下文子

わたしがあかちゃんだったとき キャスリーン・アンホールト

わたしのワンピース にしまきかやこ

わたしはあなたをあいしています 宮西達也ティラノサウルスシ

わらいばなし 寺井輝夫

わらいばなし　くすくす　あはは！　３０話 大泉書店編集部親子の名作よみき

わらしべちょうじゃ 永岡書店名作アニメ絵本シ

わんわん物語 ディズニーディズニー名作童 11

わんわん物語　ＩＩディズニーゴール 21
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