
書名 著者名 番号

あいうえおうさま 寺村輝夫　文  /  和歌山静子　絵 598

あ　赤い機関車ジェームス 汽車のえほん (３) ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・ダルビー／絵 桑原　三郎／訳 197

あ、はるだね ジュリー・フォリアーノ　文　　エリン・Ｅ・ステッド　絵 592

あーんあん せなけいこ作・絵  701

アイスクリームごっこ？ 二宮　由紀子／作 219

アイスクリームがふってきた わたなべ　しげお 1042

あおい目のこねこ エゴン・マチーセン／さく・え , せたていじ／やく 265

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 , 藤田圭雄／訳 673

あかちゃん１・２・３ しみず　みちを 1041

あがりめさがりめ　 真島節子／絵 152

あきちゃった アントワネット・ポーティス作　　なかがわちひろ訳 1

あしたからは名探偵 杉山 亮=作 223

あそびのレシピ 鈴木洋子 996

あそぼうよ レオ＝レオニ（訳：谷川俊太郎） 16

あたし、あかちゃんだいすき のぶみ 1002

あなぐまさんはごきげんななめ スーザン・バーレイ 662

あなぐまのもちよりパーティ スーザン・バーレイ 661

あのやまこえてどこいくの ひろかわ　さえこ 1043

あひるのジマイマのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 181

あべこべものがたり 光吉夏弥・再話　箕田源二郎・絵 463

アベルのしま ウイリアム・スタイグ 471

あめふり まついのりこ作 712

あやとり いととり１ 斎藤たま採取・文 /辻村益朗絵 101

あやとり いととり２ 斎藤たま採取・文 /辻村益朗絵 102

あやとり いととり３ 斎藤たま採取・文 /辻村益朗絵 103

あらしのよるに きむらゆういち 144

アラビアンナイトのおはなし 中川正文・ぶん　　　赤羽末吉・え 457

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 1105

あるはれたひに きむらゆういち 145

アンガスとあひる　 マージョリー・フラック／著 , 瀬田貞二／訳 646

あんたがたどこさ 真島節子／絵 153

アンデルセンどうわ 大畑末吉／編 460

アンパンマンのクリスマスイブ やなせたかし 1017

アンパンマンしょくぱんまんとカレーパンマン やなせ　たかし 1081

い　一休さん 寺村輝夫 文 421

い　一年生になったぞワン 竹崎有斐 作 214

いいおかお 松谷みよ子ぶん　瀬川康男え 836

いいおへんじできるかな 木村祐一 730

いいきもち ひぐちみちこ作 856

いいことってどんなこと 神沢利子作　片山健絵 847

いーは と あーは やぎゅうげんいちろう作 881

イエペはぼうしがだいすき 石亀泰郎／写真 , 文化出版局編集部／文 901

いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン／ぶん・え , むらおかはなこ／やく 641

いたいいたいはとんでいけ 松谷　みよ子 1044

いたずらこねこ バーナディン・クック／ぶん , レミイ・シャーリップ／え , まさきるりこ／やく 634

いただきまあす おおともやすお絵　わたなべしげお作 815

いちご 平山和子／さく 877

イチゴウサギをさがせスペシャル編 学研 69

いっしょにうたって！ 真島節子／絵 151

いっすんぼうし 石井桃子／文 , 秋野不矩／画 356

いったでしょ 五味太郎 341

いってきまあす！ おおともやすお絵　わたなべしげお作 816

いつのまにか名探偵 杉山 亮=作 222

いっぱいやさいさん 斉藤恭久／絵 , まどみちお／文 358

いないいないばあ 松谷みよ子／文 , 瀬川康男／画 840

いないいないばああそび 木村祐一 728

いぬ　いっぱい グレース・スカール／さく , やぶきみちこ／やく 792

いぬ　わくわく観察図鑑　 監修： 今泉忠明 980

イヌのいいぶん ネコのいいわけ なかのひろみ文 /植木裕幸写真 /福田豊文写真 973

いやいやえん 中川李枝子／作 　子どもの本研究会／編 404

いやだいやだ せなけいこ作・絵  707

イルカえほん 78

いろいろバス ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 9

うしろにいるのだあれ ふくだ　としお 1045

う　海にすむ動物たち 藪内正幸／作・絵 967

う　海のさかな 渡辺可久／作・絵 960

ウーフとツネタとミミちゃんと 神沢利子作 415

うえにはなあに　したにはなあに ローラＭ・シェーファー作　バーバラバッシュ絵 867

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 571

うさこちゃん ひこうきにのる ブルーナ作　石井桃子訳 787

うさこちゃんとうみ ブルーナ作　石井桃子訳 781



うさこちゃんとどうぶつえん ブルーナ作　石井桃子訳 782

うさこちゃんとゆうえんち ブルーナ作　石井桃子訳 785

うさこちゃんのたんじょうび ブルーナ作　石井桃子訳 784

うさこちゃんのにゅういん ブルーナ作　石井桃子訳 786

うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ作 817

うたえほん 土田義晴　作 724

うたえほん　２ 土田義晴　作 725

うたってくださいこと りさん 五味太郎 345

うちにかえったガラコ 島田ゆか 511

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 525

うみの１００かいだてのいえ いわいとしお 685

うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 皆越ようせい写真・文 990

うらしまたろう 講談社 72

うれしいくりすます わらべきみか　　えびなひろ 70

うろこだま 長谷川摂子　文　　下田昌克　絵 25

えのでん　タンコロ 倉部今日子　作 275

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 416

エミールくんがんばる トミー・ウンゲラー 作 ／ 今江祥智 訳  389

エリック ショーン・タン作　　岸本佐知子　訳 165

エルマーと16ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット／作   渡辺茂男／訳 268

エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット／作   渡辺茂男／訳 267

エルマーのぼうけん R・S・ガネット 64

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット／作   渡辺茂男／訳 266

えんまのつかい 長浜　宏 1013

お　王さまと九人のきょうだい 赤羽末吉／絵 , 君島久子／訳 657

お　小田急ロマンスカー・VSEにのろう！ 松本典久 文 931

おいしそうなしろくま 柴田ケイコ 276

おいしゃさんなんかこわくない 渡辺茂男 作 212

おうさまババール ジャン・ド・ブリュノフ作　やがわすみこ訳 637

おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン／え , グリム／〔原作〕 , せたていじ／やく 655

オオカミのひみつ 木村祐一 357

おおきくなった! まついのりこ作 713

おおきなおおきなおいも 赤羽末吉／さく・え 229

おおきなかぶ 佐藤忠良／画 , 内田莉莎子／再話 894

おかあさんだ まついのりこ作 714

おかあさんといっしょ 藪内正幸作 860

おかあさんのたんじょうび なかの　ひろたか 1046

おさじさん 松谷みよ子ぶん／東光寺啓え 838

おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナさく・え 676

おさるのおうさま いとう　ひろし 204

おさるのまいにち いとうひろし／作・絵 202

おさるはおさる いとうひろし／作・絵 203

おしいれのぼうけん 古田足日　作 353

おしっこちょぴりもれたろう ヨシタケシンスケ 273

おしり 三浦太郎 737

おしりたんてい　むらさきふじんのあんごうじけん トロル 1089

おしりたんてい　やみよにきえるきょじん トロル 1090

おしりたんてい　ふめつの　せっとうだん トロル 1091

おしりたんてい　かいとうVSたんてい トロル 1092

おしりたんてい　いせきからのSOS トロル 1093

おしりたんてい　あやうしたんていじむしょ トロル 1094

おしりたんてい　みはらしそうのかいじけん トロル 1095

おしりたんてい　カレーなる　じけん トロル 1096

おしりたんてい　かいとうとねらわれたななよめ トロル 1097

おしりたんてい　ラッキーキャットはだれのてに！ トロル 1098

おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとし 1015

おたんじょうび まついのりこ作 715

おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー 1047

おつきさま こんばんは 林明子さく・え 775

おっぱいいっぱいのんだこは 木坂　涼 1023

おてつだいねこのクリスマス　 竹下文子 作 227

おとうさん あそぼう おおともやすお絵　わたなべしげお作 808

男の子のおりがみ 110

おなかのすくさんぽ 片山健作 883

おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ作 884

おにぎり 平山和子／え　平山英三/さく 843

おにのはなし 寺村輝夫 文 428

おにのはなし 寺村輝夫 文 428

おにはうち　ふくはそと チャイルド本社 49

おねしょのかみさま 長谷川義史 539

おばけトリックアート（おばけやしきのきょうふ） 北岡明佳　監修　　グループ・コロンブス文 924

おばけのてんぷら せなけいこ作 359



おばけのバーバパパ                                                    アネット・チゾン，タラス・ティラー／〔共〕著 , 山下明生／訳 600

おばけのはなし1 寺村輝夫 文 424

おばけのはなし2 寺村輝夫 文 425

おばけのはなし3 寺村輝夫 文 426

おはよう まついのりこ作 716

おふろごっこ 木村祐一 739

おふろだ、おふろだ！ おおともやすお絵　わたなべしげお作 809

おふろだいすき 松岡享子／作 , 林明子／絵 349

おまたせクッキー パット＝ハッチンス／さく , 乾侑美子／やく 642

おみせやさん かどのえいこ　　 43

おやすみなさいおつきさま マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく , クレメント・ハード／え , せたていじ／やく                                                            615

おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／著 , いしいももこ／訳 , ジャン・シャロー／絵 614

おやすみなさいフランシス                                              ラッセル・ホーバン文　 ガース・ウィリアムズ絵 まつおかきょうこ訳                                     381

おんなじおんなじ 多田ヒロシ作 818

女の子のおりがみ 111

か　川のさかな 渡辺可久／作・絵 961

がいこつさん 五味太郎 339

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／著 , 神宮輝夫／訳 649

かえるさん ミツコ・キミコ 53

かおかおどんなかお 柳原良平さく・え 846

かさ　さしてあげるね はせがわせつこ 57

かさじぞう チャイルド本社 47

かさじぞう 瀬田貞二／再話 , 赤羽末吉／画 885

かしこいビル ウイリアム・ニコルソン/さく 681

かじだ、しゅつどう 山本忠敬作 862

かぞえうたのほん 岸田衿子／作 , スズキコージ／え 348

がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく 774

かちかちやま 長谷川摂子　文　　ささめやゆき　絵 21

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン／作 , 松岡享子／訳 651

かにこちゃん きしだえりこ／作　ほりうちせいいち／絵 270

かにむかし 木下順二/文　清水崑/絵 312

かばくん 岸田衿子／作 , 中谷千代子／え 872

かばんうりのガラコ 島田ゆか 510

カブトくん タダサトシ作 346

カブトムシ・クワガタムシ　学研わくわく観察図鑑 監修： 岡島秀治 977

かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／著 , 渡辺茂男／訳 618

火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・Ｅ・エリクソン作　ローレンス・ディ・フィオリ絵（訳：佐藤涼子）　 459

からすの パンやさん 加古里子／絵・文 320

かわたろうのおくりもの 長井理佳 1008

がんばれ機関車トーマス 汽車のえほん (４) ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・ダルビー／絵 桑原　三郎／訳 198

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム作／光吉夏弥訳 632

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム作／光吉夏弥訳 633

き　吉四六（きっちょむ）さん 寺村輝夫 文 422

き　恐竜　　学研わくわく観察図鑑 監修： 真鍋真  絵： 小田隆 982

き　恐竜たんけん図鑑 松岡達英／作・絵 963

き　木はいいなあ Ｊ．Ｍ．ユードリイ／作 , Ｍ．シーモント／絵 , 西園寺祥子／訳 636

きいろいことり ブルーナ作　石井桃子訳 789

きいろいばけつ もりやまみやこ 作 215

木がずらり ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 123

きかんしゃやえもん 阿川弘之／著 , 岡部冬彦／え 363

ききみみずきん チャイルド本社 48

きしゃにのっていってきます！ 松本典久 文／井上広和 写真 933

ぎったんばっこん なかえよしを 文 ／ 上野紀子 絵 709

キツネどんのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 183

きつねのゆうしょくかい 安房直子作 209

木に持ちあげられた家 テッド・クーザ―作　　ジョン・クラッセン絵　　柴田元幸　訳 520

キャッツ　ボス猫・グロウルタイガー絶体絶命 ＴＳエリオット文　エロール・ル・カイン絵 535

ギャロップ！！ ルーファス・バトラー・セダー 191

きゅうりさんととまとさんとたまごさん 松谷みよ子 1022

ぎゅっ ジェズ・オールバラ 897

キュッパのはくぶつかん オーシル・カンスタ・ヨンセン（訳：ひだにれいこ） 583

きょうのおやつは（かがみのえほん） わたなべちなつ作 14

きょうはおおかみ キョウ・マクレア作　イザベル・アーセノー絵 514

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二／作 , 林明子／絵 322

きょうりゅうが学校にやってきた　 アン・フォーサイス 作／熊谷鉱司 訳 260

きょうりゅうきょうりゅう バイロン・バートン作 671

きょうりゅうで町はおおさわぎ　 アン・フォーサイス 作／熊谷鉱司 訳 261

ぎょうれつぎょうれつ マリサビーナ・ルッソ／絵と文 , 青木久子／訳 674

きらきら 谷川俊太郎／文　　,吉田六郎／写真 271

切り紙12か月 今森光彦作 108

きりのなかで きむらゆういち 147

きれいなはこ せなけいこ作・絵  704



きんぎょがにげた 五味太郎作 886

くいしんぼうのはなこさん 石井桃子／文 , 中谷千代子／絵 350

ぐうぐうごりら 神沢利子 1028

くうこうではたらくくるま こもりまこと 941

くだもの 平山和子／さく 844

くだものさん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 121

クッキーのおうさま 竹下文子 作 228

くつくつあるけ 林　明子 1036

くっついた 三浦太郎 734

くぬぎよこちょうのおまわりさん 山崎陽子 1004

くま！くま！くまだらけ ルース・クラウス文　　モーリスセンダック絵 3

くまたくんのおるすばん わたなべ　しげお 1048

くまちゃん、どこいくの もりやま　みやこ／作 218

くまとやまねこ 湯本香樹実 354

くまとりすのおやつ きしだえりこ/文ほりうちせいいち/え 882

くまのコールテンくん ドン・フリーマン／作 , まつおかきょうこ／訳 611

くまのテディちゃん グレタ・ヤヌス／作 , ロジャー・デュボアザン／絵 , 湯沢朱実／訳 170

くまのビーディーくん ドン・フリーマン/さく 682

くまの子ウーフ 神沢利子作 413

くものきれまに きむらゆういち 146

クモの巣図鑑 新海明　文　　谷川明男　写真 989

グリーンピースはおおあわて ベネディクト・ゲチエ（訳：野崎　歓） 589

クリスマスおめでとう ひぐちみちこ作 857

クリスマスってなんなの？ Ｈ．モンセル・作　光吉夏弥・訳 259

ぐりとぐら 中川李枝子／著 , 大村百合子／え 801

ぐりとぐらとくるりくら 中川李枝子／著 , 大村百合子／え 803

ぐりとぐらとすみれちゃん 中川李枝子／著 , 大村百合子／え 806

ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子／著 , 大村百合子／え 807

ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子／著 , 大村百合子／え 805

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子／著 , 大村百合子／え 802

ぐりとぐらのおまじない なかがわりえこさく　やまわきゆりこえ 138

ぐりとぐらのかいすいよく 中川李枝子／著 , 大村百合子／え 804

ぐりとぐらのしりとりうた なかがわりえこさく　やまわきゆりこえ 137

くるりんこん なかえよしを 文 ／ 上野紀子 絵 710

ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ作　堀内誠一絵 855

グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー作／中井はるの訳 1086

グレッグのダメ日記（ボクの日記があぶない！） ジェフ・キニー作／中井はるの訳 1087

グレッグのダメ日記（もう、がまんできない！） ジェフ・キニー作／中井はるの訳 1088

グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 185

くんちゃんのだいりょこう　 ドロシー・マリノ／文・絵 , 石井桃子／訳 610

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく , まさきるりこ／やく 609

ゲルニカ　ピカソ、故国への愛 アラン・セール文　　松島京子　訳 900

げんきなマドレーヌ ベーメルマンス作・画　瀬田貞二訳 612

けんた・うさぎ 中川李枝子／作 405

こ　子どもに語る　日本の昔話・１ 稲田和子著　筒井悦子著 441

こ　子どもに語る　日本の昔話・２ 稲田和子著　筒井悦子著 442

こ　子どもに語る 日本の昔話・３ 稲田和子著　筒井悦子著 443

こ　子どもに語る  グリムの昔話・１ 佐々梨代子・野村泫/訳 451

こ　子どもに語る  グリムの昔話・２ 佐々梨代子・野村泫/訳 452

こ　子どもに語る  グリムの昔話・３ 佐々梨代子・野村泫/訳 453

こ　子どもに語る  グリムの昔話・４ 佐々梨代子・野村泫/訳 454

こ　子どもに語る  グリムの昔話・５ 佐々梨代子・野村泫/訳 455

こ　子どもに語る  グリムの昔話・６ 佐々梨代子・野村泫/訳 456

ごあいさつあそび 木村祐一 731

こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール／文 , ジェローム・ウェクスラー／写真 , つぼいいくみ／訳 953

幸福の王子 曽野綾子　訳　　　建石修志　画 458

ごきげんなすてご 伊東寛／さく                                                          201

こぎつねコンチ 中川李枝子／作 406

こぐまちゃんありがとう わかやまけん作 827

こぐまちゃんいたいいたい わかやまけん作 826

こぐまちゃんおはよう わかやまけん作 821

こぐまちゃんおやすみ わかやまけん作 832

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやまけん作 823

こぐまちゃんとふうせん わかやまけん作 829

こぐまちゃんとぼーる わかやまけん作 822

こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやま　けん 46

こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやまけん作 824

こぐまちゃんのどろあそび わかやまけん作 830

こぐまちゃんのみずあそび わかやまけん作 825

ここよ　ここよ かんざわとしこ／文　　やぶうちまさゆき／絵 272

こすずめのぼうけん ルース・エインワース／作 , 石井桃子／訳 , 堀内誠一／画 896

国旗のえほん 921



コッケモーモー ジュリエット・ダラス＝コンテ／文 , アリソン・バートレット／絵 , たなかあきこ／訳 638

ことばあそびえほん　さかさま　はやくち　ならべかえ 石津　ちひろ 143

ことばのこばこ 和田誠／〔作〕 334

こども囲碁教室 囲碁編集部編 904

こども世界の民話　下 内田莉莎子／〔ほか〕著 462

こども世界の民話　上 内田莉莎子／〔ほか〕著 461

こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン作　小林いずみ訳 622

こねこのトムのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 174

こねこのねる ブルーナ作　石井桃子訳 791

このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ 595

こびと大研究 なばたとしたか さく 533

こびと大百科 なばたとしたか さく 534

こびとづかん なばたとしたか さく 531

こやぎがぴょんぴょん 田島征三 1027

これなあにずかん（おうちへん） 絵　いちかわあきこ 1021

これなーんだ　どうぶつ 所真也 75

これなーんだたべもの 所真也 76

これはのみのぴこ 谷川俊太郎／作 , 和田　誠／画 323

ころころころ 元永定正作 859

コロちゃんの　たんじょうび エリック・ヒル作　松川真弓 訳 669

コロちゃんはどこ？ エリック・ヒル作　松川真弓 訳 668

こわいわるいうさぎのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 176

こんガらガっち　あっちこっちすすめの本 ユーフラテス 543

こんガらガっち　おそるおそるすすめの本 ユーフラテス 544

昆虫図鑑　いろんな場所の虫さがし 藤丸篤夫写真・文 976

昆虫図鑑　花の虫さがし 藤丸篤夫写真・文 975

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 527

こんとあき 林明子／さく・え 333

こんにちは おおともやすお絵　わたなべしげお作 810

こんにちはウーフ 神沢利子作 414

さ　３だいの機関車  汽車のえほん (１) ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・ダルビー／絵 桑原　三郎／訳 195

さ　三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え , せたていじ／やく 620

さあ、はこをあけますよ！ ドロシー・クンハート作　　ふしみみさを訳 2

さがしています アーサー・ビナード作　　岡倉禎志・写真 518

魚がすいすい ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 124

錯視のひみつにせまる本①錯視の歴史 新井仁之監修こどもくらぶ編 922

錯視のひみつにせまる本②錯視の技 新井仁之監修こどもくらぶ編 923

さっちやんのまほうのて たばた　せいいち 360

さばうりどん 長谷川摂子　文　　伊藤秀男　絵 24

さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ作 650

さよならさんかく わかやまけん作 833

サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・絵 , 石井桃子／訳 652

ザリガニ　学研わくわく観察図鑑 監修： 武田正倫 978

ざりがにのおうさままっかちん 大友康夫作・絵 225

さんかくサンタ tupera tupera 125

サンタクロースと小人たち マウリ・クンナス 1001

ざんねんないきもの事典 下問文恵、徳永明子かわむらふゆみ 1100

さんびきのこぶた 77

じ　「ジンジャーとピクルズや」のおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 182

じ　１１ぴきのねこ 馬場のぼる／著 325

じ　１１ぴきのねこ　どろんこ 馬場のぼる／著 326

じ　１１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる／著 327

じ　１１ぴきのねことぶた 馬場のぼる／著 328

じ　１１ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる／著 329

じ　１１ぴきのねこふくろのなか　 馬場のぼる／著 330

じ　14ひきのあきまつり いわむらかずお作 310

じ　14ひきのあさごはん いわむらかずお作 301

じ　14ひきのおつきみ いわむらかずお作 309

じ　14ひきのかぼちゃ いわむらかずお作 304

じ　14ひきのこもりうた いわむらかずお作 311

じ　14ひきのさむいふゆ いわむらかずお作 308

じ　14ひきのせんたく いわむらかずお作 303

じ　14ひきのとんぼいけ いわむらかずお作 305

じ　14ひきのぴくにっく いわむらかずお作 302

じ　14ひきのひっこし いわむらかずお作 306

じ　14ひきのやまいも いわむらかずお作 307

し　寝台特急カシオペア 松本典久 作／レイルマンフォトオフィス 写真 932

し　新・東京のでんしゃずかん 松本典久 文／井上広和 写真 937

し　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 573

し　新ウォーリーのふしぎなたび マーティン・ハンドフォード 572

じごくのそうべえ 田島　征彦 作 351

しずかなおはなし サムイル・マルシャーク／文 , ウラジミル・レーベデフ／え , 内田りさこ／訳 625



しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく　,　ボフタン・ブデンコ／え , うちだりさこ／やく 653

自然遺産の迷路（屋久島発世界一周の旅へ） 香川元太郎　作・絵 524

したきりすずめ 長谷川摂子　文　　ましませつこ　絵 19

したきりすずめ 石井桃子／再話 , 赤羽末吉／画 355

しっぽ 長新太 12

じてんしゃにのるひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 , 光吉夏弥／訳 371

じぶんでつくろう　こどもしゅげい 大月ヒロ子作　　木村　愛・絵 906

しましまじま ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 545

じゃあじゃあびりびり まついのりこ作 711

ジャーニー　女の子とまほうのマーカー アーロン・ベッカー 519

シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト 473

シャーロットとしろいうま ウール・クラウス 1051

ジャムつきパンとフランシス ラッセル・ホーバン作　リリアン・ホーバン絵　松岡享子訳 377

シャンプーだいすき 木村祐一 729

十二支のはじまり 長谷川摂子　文　　山口マオ　絵 26

しゅっぱつしんこう！ 山本忠敬作 863

じょうずじょうず まついのりこ作 717

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男 32

植物あそび ながた　はるみ 997

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男／文 , 山本忠敬／絵 889

ジョンのたんじょうび ヘレン・オクセンバリー 1052

しらゆきひめ ポプラ社 58

しりたがりやのふくろうぼうや デービッド・ビースナー 1049

しろいうさぎとくろいうさぎ ガ―ス・ウイリアムズ 1050

しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん作 828

しろくまちゃんぱんかいに わかやまけん作 831

しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ作 585

進化の迷路(原始の海から人類誕生まで) 香川元太郎　作・絵 521

新タイムトラベラー　ウォーリーをおえ！ マーティン・ハンドフォード 574

スイミー レオ・レオニ／著 , 谷川俊太郎／訳 617

スィング！ ルーファス・バトラー・セダー 190

スーホの白い馬 大塚勇三／再話 , 赤羽末吉／画 658

ずかん・じどうしゃ 山本忠敬作 864

図鑑MOVE　昆虫 監修：養老孟司 984

図鑑WANDA　星と星座 坂井宏先 983

すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー／さく , いまえよしとも／やく 387

スミレひめのにわづくり スーザン・バーレイ 664

スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー 1053

ずら～りカエル 松橋利光　高岡昌江 955

ずら～りキンギョ 松橋利光　高岡昌江 956

スーパーワイド迷路絵本　ねこまじょミーニャとなぞなぞ大まおう 山本　和子 1068

スーパーワイド迷路絵本　かいぞくフライパンせんちょう 岡本　一郎 1069

スーパーワイド迷路絵本　しりとりしょうてんがいにいこう！ 間部　香代 1070

スーパーワイド迷路絵本　バッフルごううちゅうへはつしん 山本　和子 1071

スーパーワイド迷路絵本　なんじゃかんじゃなんっじゃもんじゃやしき 林木　林 1072

スーパーワイド迷路絵本　たろうがいつぱい 間部　香代 1073

スーパーワイド迷路絵本　めざせへんしんチャンピョン 間部　香代 1074

スーパーワイド迷路絵本　まんぷく！もぐもぐ3人ぐみ 林木　林 1075

スーパーワイド迷路絵本　とんちとんすけとりものちょう 岡本　一郎 1076

スーパーワイド迷路絵本　とんがり山のふゆのドキドキレース ゆきの　ゆみこ 1077

スーパーワイド迷路絵本　ボーケンだんしゃくのせかいいつしゅう 岡本　一郎 1078

スーパーワイド迷路絵本　がんばれワンワンマン 山本　和子 1079

世界でもっとも有名なシェフ　 カーネルサンダースの自伝 カーネル・ハーランド・サンダース 1200

世界のカブトムシ 今森光彦 988

世界のクワガタムシ 今森光彦 985

世界のチョウ 今森光彦 987

世界のふしぎな　虫おもしろい虫 今森光彦 986

世界のむかしばなし 瀬田貞二／訳 450

世界のわらい話 久保喬 65

せきたんやのくまさん セリビ・ウォージントンさく・え 193

せっけんつるりん 今井　弓子 1054

ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー／著 , たむらりゅういち，あそうくみ／やく 392

せんたくかあちゃん さとうわきこ作 849

せんろはつづく 竹下文子/文 鈴木まもる/ 絵 515

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木まもる/文・絵 516

せんろはつづくまだつづく 鈴木まもる/文・絵 517

ぞうくんのさんぽ なかのひろたか作・絵 853

ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ作　やがわすみこ訳 608

続　ざんねんないきもの事典 今泉忠明 1101

続々　ざんねんないきもの事典 今泉忠明 1102

続　時の迷路（明治、大正、昭和そして未来へ） 香川元太郎　作・絵 523

そらいろのたね なかがわりえこ／文 , おおむらゆりこ／絵 852



空とぶ船と世界一のばか アーサー・ランサム 659

そらとぶじゅうたん 山本　省三 1055

そらまめくんのベッド なかやみわ作 854

それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 274

それはすばらしい　なつのあるひ 新沢としひこ 1007

ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン／さく , さいおんじさちこ／やく 639

だいくとおにろく 松居直再話　赤羽末吉画 850

だいじょうぶlだいじょうぶ いとうひろし／作・絵 200

だいじょうぶかしらねず みくん 五味太郎 344

だいすきアンパンマン やなせたかし 1020

だーいすき　ちゅ はかた　たん 1056

たこをあげるひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 , 光吉夏弥／訳 372

だじゃれ日本一周 長谷川　義史 550

たのしい！きりがみ 中村頼子 112

だまし絵サーカス ウォーレス・エドワーズ作　　神戸万知　訳 928

だまし絵の不思議な世界 杉原厚吉 930

だるまちゃんとうさぎちゃん 加古里子／文・絵 868

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／文・絵 869

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／文・絵 870

だるまちゃんととらのこちゃん 加古里子／文・絵 871

だれかしら 多田ヒロシ／著 720

だ－れだだれだ？ 木村祐一 732

だれのおうち かどのえいこ 1037

だれのズボン？ スティーナ・ヴィルセン（訳：ヘレンハルメ美穂） 13

たれぱんだ 末政ひかる 56

たろうのともだち 堀内誠一／え , 村山桂子／作 878

ダンゴムシみつけたよ                                                  皆越ようせい／写真・文 954

たんじょうびおめでとう わかやまけん作 835

たんたのたんけん 中川李枝子／さく , 山脇百合子／え 402

たんたのたんてい 中川李枝子／さく , 山脇百合子／え 403

だんだんのみ 長谷川摂子　文　　福地伸夫　絵 17

ダンプえんちょうやっつけた 古田足日　作 337

たんぽぽ 平山和子／え・ぶん                                                    959

ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん・え , いしいももこ／やく 640

ちいさなうさこちゃん ブルーナ作　石井桃子訳 780

ちいさなさかな ブルーナ作　石井桃子訳 790

ちいさなちいさな　めにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス作　エミリー・サットン絵（訳：越智典子） 537

ちいさなねこ 石井桃子／さく , 横内襄／え 842

ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン/さく 683

ちいさなふね 笠野裕一 1024

ちいさなもみのき マーガレット・ワイズ・ブラウン 692

ちいさなろば ルース・エインズ・ワースさく 895

ちいちゃんとさんりんしゃ しみず　みちを　 1057

ちか１００かいだてのいえ いわいとしお 686

ちがうねん ジョン・クラッセン 582

チビクロさんぽ へれん・ばなまん 44

ちびゴリラのちびちび ボーンスタイン 670

ちびっこ大せんしゅ Ｓ．ホフ・作・絵　光吉夏弥・訳 258

チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ／さく , せたていじ／やく 635

チャレンジミッケ！１　おもちゃばこ ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 561

チャレンジミッケ！２　ゆめのまち ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 562

チャレンジミッケ！３　コレクション ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 563

チャレンジミッケ！４　サンタクロース ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 564

チャレンジミッケ！５　むかしむかし ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 565

チャレンジミッケ！６　こわーいよる ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 566

チャレンジミッケ！７　パイレーツ ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 567

チャレンジミッケ！８　おもちゃとっきゅう ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 568

チャレンジミッケ！９　タイムトラベル ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 569

チューリップさん 片山令子 1014

ちらかしぼうや ジャン・オームロッド 1085

ちょっとだけまいご クリス・ホートン（訳：木坂　涼） 898

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 418

月おとこ トミー・ウンゲラー 391

津波！命を救った稲むらの火 小泉八雲原作 113

津波！命を救った稲むらの火　その後 高村忠範 114

つなみてんでんこ　はしれ、上へ！ 指田　和 115

つみきのいえ 平田研也 338

つりばしゆらゆら もりやまみやこ 作 216

つるのおんがえし 長谷川摂子　文　　ながさわまさこ　絵 18

つるのおんがえし チャイルド本社 50

て　天使のかいかた なかがわちひろ 230

で　伝承 おりがみ I 辻村益朗編・絵 104



で　伝承 おりがみ II 辻村益朗編・絵 105

で　伝承 おりがみ III 辻村益朗編・絵 106

で　伝承 おりがみ IV 辻村益朗編・絵 107

ティッチ パット・ハッチンス／著 , 石井桃子／訳 643

てがみぼうやのゆくところ 加藤　晶子 8

てつたくんのじどうしゃ ほりうちせいいち/絵　わたなべしげお/さく 313

でてこい でてこい はやしあきこ 770

てぶくろ エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え , うちだりさこ／訳 654

てんぐのはなし 寺村輝夫 文 427

でんしゃ バイロン・バートンさく・え 794

でんしゃの顔 持田昭俊 文・写真 935

伝説の迷路（ヤマトタケルの世界から神話と物語の旅へ） 香川元太郎　作・絵 526

と　時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ／作 , あべきみこ／訳 623

と　鳥の観察図鑑 国松俊英／文　藪内正幸／絵 968

と　鳥の巣の本 鈴木まもる／文・絵 969

と　東京 でんしゃ図鑑 939

ど　動物のあかちゃん　　学研わくわく観察図鑑 監修： 小宮輝之 981

と・も・だ・ち いもとようこ／絵・文 331

どいてよ　へびくん 五味太郎 343

どうすればいいのかな？ おおともやすお絵　わたなべしげお作 811

どうぞのいす 香山美子 1016

どうながのプレッツェル マーグレット・レイ／ぶん , Ｈ．Ａ．レイ／え , わたなべしげお／やく 645

どうぶつ ことわざえほん きたやまようこ／作 156

どうぶつ はやくちあいうえお きしだえりこ／作　かたやま けん／絵 155

どうぶつえんガイド あべ弘士作・絵 /なかのまさたかデザイン 972

どうぶつえんができた 寺村輝夫 作 420

どうぶつえんのどうぶつあんない 木村しゅうじ絵 /小森厚解説 970

どうぶつなんでもナンバーワン１００ 講談社 40

どうぶつのあしがたずかん 加藤由子／文　ヒサクニヒコ／絵 966

どうぶつのおかあさん 小森厚／ぶん , 薮内正幸／え 874

動物の見ている世界 ギヨーム・デュプラ作　　　渡辺慈人　訳 994

童話の花束（JOMO童話賞作品集） JOMO童話賞作品集 31

時の迷路（恐竜時代から江戸時代まで） 香川元太郎　作・絵 522

とけいのほん１ まついのりこ作 879

とけいのほん２ まついのりこ作 880

どこいったん ジョン・クラッセン 581

とこちゃんはどこ 加古里子作　松岡享子絵 887

どこどこ　ここ・ここ 五味太郎 10

どしゃぶりのひに きむらゆういち 148

となりのせきのますだくん たけだみほ作 314

とべバッタ 田島　征三 688

トムテ　 リードベリ作　　ウィーベリ絵 529

ともだちいっぱい 新沢としひこ 1003

ともだちができちゃった！ Ｓ．アシャロン・作　光吉夏弥・訳　 257

トヤのひっこし イチンノロブ・ガンバートル文　バーサンスレン・ボロルマー絵 687

とらくんどこへいくのかな 大友　のり子 1058

とらっく バイロン・バートンさく・え 795

とらっくとらっくとらっく 渡辺茂男／文 , 山本忠敬／絵 876

ドラえもんのせかいりょこう 小学館 1080

トリックアート　おばけやしき 北岡明佳　監修　　グループ・コロンブス文 927

トリックアート　たからさがし 北岡明佳　監修　　グループ・コロンブス文 926

トリックアート　ゆうえんち 北岡明佳　監修　　グループ・コロンブス文 925

どれみふぁけろけろ 東　君平 作・絵 210

どろんこ どろんこ！ おおともやすお絵　わたなべしげお作 812

どろんこくん 山脇　恭 1005

どろんここぶた アーノルドローベル 作 ／ 岸田衿子 訳 264

どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん , マーガレット・ブロイ・グレアム／え , 渡辺茂男／訳 629

な　夏の虫 夏の花 奥本大三郎文 /たかはしきよし絵 971

なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ 593

なぞなぞあそびのうた 角野　栄子 142

なぞなぞえほん１ 中川利枝子さく山脇百合子え 139

なぞなぞえほん１のまき 中川季枝子 1038

なぞなぞえほん2 中川利枝子さく山脇百合子え 140

なぞなぞえほん２のまき 中川季枝子 1039

なぞなぞえほん3 中川利枝子さく山脇百合子え 141

なぞなぞえほん３のまき 中川季枝子 1040

なぞなぞのすきな女の子 松岡享子作 232

なぞなぞのみせ 石津ちひろ　　なかざわくみこ　絵 549

夏のルール ショーン・タン作　　岸本佐知子　訳 689

なないろクレヨンくん 木曽秀夫 54

七つのゆめをのぞいたら 間所ひさこ 66

なにかしら 多田ヒロシ／著 721



なにしてるなにしてる 多田ヒロシ作 819

なにのこどもかな 藪内正幸作 888

なにをかこうかな マーグレット＆Ｈ．Ａ．レイ／作 , 中川健蔵／訳 644

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 417

に　２ひきのわるいねずみのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 177

に　日本恐竜図鑑 ヒサクニヒコ／文・絵 962

にげましょう 河田恵昭 116

に２歳からはじめるよみきかせ絵本 監修　内田伸子 1019

日本のむかしばなし 瀬田貞二／文 440

庭をつくろう！ ゲルダ・ミューラー（訳：ふしみみさを） 503

にゃんたんのゲームブック 左　千夫 1083

にゃんたんのゲームブックゾクゾクッようかいやしき 岡田　日出子 1084

にんぎょひめ ポプラ社 59

にんじん せなけいこ作・絵  705

ねえ、どれがいい？ J・バーニンガム／作　まつかわまゆみ／訳 631

ねこがいっぱい グレース・スカール／さく , やぶきみちこ／やく 793

ねずみくんのチョッキ なかえよしを作　上野紀子絵 315

ねずみのいえさがし ヘレン・ピアスさく 578

ねずみのさかなつり 山下明生作いわむらかずお絵 300

ねずみのともだちさがし ヘレン・ピアスさく 579

ねないこだれだ せなけいこ作・絵  708

ねむれないよるに　 市川宣子 1012

ねんねねんね ひろのたかこ 1029

のせてのせて 松谷みよ子ぶん／東光寺啓え 839

のねずみチュウチュウおくさんのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 178

のはらうた１ 工藤直子作 162

のはらうた２ 工藤直子作 163

のはらうた３ 工藤直子作 164

のはらのずかん 長谷川哲雄／作・絵 964

のりものいっぱい 柳原良平さく・え 845

のりもの運転席ずかん 松本典久 文／井上広和 写真 938

のろまなローラー 小出正吾／作 , 山本忠敬／絵 873

ノンタンおしっこしーしー キヨノサチコ 73

のんたんシリーズ　あかんべのんたん キヨノ　サチコ 762

のんたんシリーズ　あわぷくぷく　ぷぷぷう全1９冊　　 キヨノ　サチコ 749

のんたんシリーズ　いたいのとんでいけー☆ キヨノ　サチコ 759

のんたんシリーズ　いもうといいな キヨノ　サチコ 750

のんたんシリーズ　おねしょでしょん キヨノ　サチコ 755

のんたんシリーズ　おばけむらめいろ キヨノ　サチコ 758

のんたんシリーズ　おやすみなさい キヨノ　サチコ 751

のんたんシリーズ　およぐのだいすき キヨノ　サチコ 764

のんたんシリーズ　こちょこちょこちょ キヨノ　サチコ 756

のんたんシリーズ　サンタクロース　だよ キヨノ　サチコ 752

のんたんシリーズ　しゃっくり　ひっくひく キヨノ　サチコ 763

のんたんシリーズ　たんじょうび キヨノ　サチコ 761

のんたんシリーズ　でかでかありがとう キヨノ　サチコ 766

のんたんシリーズ　バースディブック キヨノ　サチコ 757

のんたんシリーズ　ぱっぱら　ぱなし キヨノ　サチコ 767

のんたんシリーズ　ぶらんこのせて キヨノ　サチコ 753

のんたんシリーズ　ふわふわ　タータン キヨノ　サチコ 765

のんたんシリーズ　ボールまてまてまて キヨノ　サチコ 760

のんたんシリーズ　ほわほわ　ほわわ キヨノ　サチコ 754

のんたんシリーズ（赤ちゃん）　にんにんにこにこ　全９冊 キヨノ　サチコ 740

のんたんシリーズ（赤ちゃん）　いないいなーい キヨノ　サチコ 743

のんたんシリーズ（赤ちゃん）　おしっこしーしー　 キヨノ　サチコ 744

のんたんシリーズ（赤ちゃん）　おはよう　 キヨノ　サチコ 742

のんたんシリーズ（赤ちゃん）　じどうしゃぶっぶー　　 キヨノ　サチコ 746

のんたんシリーズ（赤ちゃん）　はっくしょん！ キヨノ　サチコ 741

のんたんシリーズ（赤ちゃん）　もごもぐもぐ　　 キヨノ　サチコ 745

のんたんシリーズ（赤ちゃん）あそびましょ　　 キヨノ　サチコ 747

のんたんシリーズ（赤ちゃん）はみがき　はーみー　 キヨノ　サチコ 748

は　葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 667

歯いしゃのチュー先生 ウイリアム・スタイグ 605

ばいばい まついのりこ作 718

はけたよ はけたよ 神沢利子／文　西巻茅子／絵 361

はじめてのおつかい 筒井頼子/作　　林　明子/絵 599

はじめてのキャンプ 林明子／さく・え 205

はじめましてスミレひめよ スーザン・バーレイ 663

馬車でおつかいに ウイリアム・スタイグ 606

バスがきました 三浦太郎 738

はだかの王さま ポプラ社 61

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・りー・ばーとん/ぶん・え 677



はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン作　マーガレット・ブロイ・グレアム絵（訳：もりひさし） 584

はっきよい畑場所 かがくい　ひろし 277

はっぱのなかでみいつけた ひろの　たかこ 1060

葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 1061

はなおとこ ヴィヴィアン・シュワルツ作　　ジョエル・スチュアート絵「 540

はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう／さく 950

はなび　ドーン カズコＧ・ストーン 11

はなをくんくん ルース・クラウス／ぶん , マーク・サイモント／え , きじまはじめ／やく 616

はねはねはねちゃん なかがわりえこ／文 , おおむらゆりこ／絵 773

パパ、お月さまとって！ エリック・カール／さく , もりひさし／訳 597

パパがくまになるとき 神沢利子 作 411

パパとあそばう 木村祐一 733

母と子のなぞなぞあそび 山梨賢一 67

バムとケロのおかいもの 島田ゆか 509

バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 506

バムとケロのそらのたび 島田ゆか 505

バムとケロのにちようび 島田ゆか 507

バムとケロのもりのこや 島田ゆか 508

はやくはやくっていわないで 増田ミリ・作　　　平澤一平・絵 7

はらぺこあおむし エリック・カール／さく , もりひさし／訳 672

はらぺこおなべ 神沢利子 作 410

ハリーのセーター ジーン・ジオン／ぶん , マーガレット・ブロイ・グレアム／え , わたなべしげお／やく 628

はりねずみ かあさん 松谷さやか文Ｍ・ミトゥーリチ絵  772

パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ作 6

パンはころころ マーシャ・ブラウン／作 , 八木田宣子／訳 621

はんぶんこ こいでやすこ 1009

パンやのくまさん セリビ・ウォージントンさく・え 192

バーバーパパのたんじょうび チゾン+テイラー 1059

ひ　100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ/文・絵 678

ひ　彦一さん 寺村輝夫 文 423

ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ／作・画 , 木島始／訳 627

ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 171

ひげのサムエルのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 184

ひこうじょうのじどうしゃ 山本忠敬作 865

びっくり！？昆虫館 新開孝写真・文 991

びっくりクリスマス シンシア＆ブライアン・パターソン 55

ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ作　木坂　涼訳 590

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス作　スギヤマカナヨ絵（訳：宇野和美） 29

ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 , 光吉夏弥／訳 373

ひとまねこざるときいろいぼうし　 Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 , 光吉夏弥／訳 374

ひとまねこざるびょういんへいく Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 , 光吉夏弥／訳 375

百年の家 Ｊ・パトリック作　　　　長田弘　訳 501

ひゃっかい１００かいだてのいえ いわいとしお 684

１０９ひきのどうぶつマラソン のはな　はるか　作・絵 695

ぴょこたんのあなあきワープめいろ このみひかる 38

ひらいたひらいた わかやまけん作 834

ひらがなにっき 若一の絵本制作実行委員会・文　　長野ヒデ子・絵 546

ひろった・あつめた　ぼくのドングリ図鑑 盛口満絵・文 992

ファイティング・ニモ　シール絵本 講談社 35

プーさんとおおあらし 講談社 36

プーさんの初恋 森村桂 30

ふうせんねこ せなけいこ作・絵  702

ぶーちゃんとおにいちゃん 島田ゆか 512

ぶーぶー じどうしゃ 山本忠敬作 771

ふかい森のふたりはなかよし スーザン・バーレイ 665

ふしぎないしうす 梅田俊作 1006

ふしぎなかいだん（とびだす！３Dアートえほん） 永井秀幸作 5

ふしぎなたいこ 石井桃子/文　清水崑/絵 364

ふしぎなたけのこ 松野正子／文 , 瀬川康男／絵 875

ふしぎなたまご ブルーナ作　石井桃子訳 788

ふしぎなにじ（かがみのえほん） わたなべちなつ作 15

富士山うたごよみ 俵　万智　短歌・文　　U・G・サトー絵 504

ふたごのでんしゃ 渡辺茂男 作 211

ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる／著 726

ぶたたぬききつねねこ　その２ 馬場のぼる／著 727

ぶたの　めいかしゅ　ローランド ウイリアム・スタイグ 603

ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功作 893

ふぶきのあした きむらゆういち 149

ふまんがあいます ヨシタケシンスケ 594

ふゆめがっしょうだん 富成忠夫，茂木透／写真 , 長新太／文 958

ふらいぱんじいさん 神沢利子 作 412

フランシスとたんじょうび ラッセル・ホーバン作　リリアン・ホーバン絵　松岡享子訳 378



フランシスのいえで ラッセル・ホーバン作　リリアン・ホーバン絵　松岡享子訳 379

フランシスのおともだち ラッセル・ホーバン作　リリアン・ホーバン絵　松岡享子訳 380

ブルーナのあいうえお（た～ほ） ディック＝ブルーナ絵 62

ブルーナのたべもの ディックブルーナ 1035

ブルーナののりもの ディックブルーナ 1034

ふるさと60年　戦後の日本とわたしたちの歩み 道浦母都子文　金斗鉉絵 365

ブルドーザとなかまたち 山本忠敬作 866

ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー／え , せたていじ／やく 619

フレディ　世界でいちばんかしこいハムスター ディートロフ・ライヒエ 472

フロプシーのこどもたち ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 173

ふわふわぐーぐー たむらしげる 1032

文明の迷路（古代都市をめぐって　アトランティスヘ） 香川元太郎　作・絵 528

ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン作　トミー・ウンゲラー絵（訳：さくまゆみこ） 28

へっこきあねさ 長谷川摂子　文　　荒井良二　絵 20

へびのクリクター トミー・ウンゲラー 作 ／ 中野完二 訳  388

ヘレン・ケラー ポプラ社 60

ヘロヘロおじさん 佐々木マキ 691

ペンギンしょうぼうたい 齊藤洋作 207

ペンギンたんけんたい 齊藤洋作 206

ベンジャミンバニーのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 172

へんてこもりにいこうよ たかどのほうこ作 157

へんてこもりのきまぐれろ たかどのほうこ作 160

へんてこもりのコドロボー たかどのほうこ作 158

へんてこもりのなまえもん たかどのほうこ作 159

ぼうし トミー・ウンゲラー 390

ぼうしとったら ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 122

ぼく うんてんできるんだ！ おおともやすお絵　わたなべしげお作 813

ぼくおよげるんだ わたなべ　しげお 1062

ぼくまいごになったんだ わたなべ　しげお 1063

ぼくだけしってる もりやまみやこ 作 217

ぼくたちのコンニャク先生 星川　ひろ子 903

ぼく、だんごむし 得田之久／文　たかはしきよし／絵 269

ぼくのおにいちゃん 星川　治雄 902

ぼくのだぼくのだ 多田ヒロシ作 820

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ 548

ぼくはきみできみはぼく ルース・クラウス文　　モーリスセンダック絵 591

ぼくはまる 三浦太郎 735

ぼくはめいたんてい１　きえた犬のえ M.W.シャーマット・文　M.シマント・絵　光吉夏弥・訳 251

ぼくはめいたんてい２　まよなかのはんにん M.W.シャーマット・文　M.シマント・絵　光吉夏弥・訳 252

ぼくはめいたんてい３　なくなったかいものメモ M.W.シャーマット・文　M.シマント・絵　光吉夏弥・訳 253

ぼくはめいたんてい４　きょうりゅうのきって M.W.シャーマット・文　M.シマント・絵　光吉夏弥・訳 254

ぼくはめいたんてい５　かぎはどこだ M.W.シャーマット・文　M.シマント・絵　光吉夏弥・訳 255

ぼくはめいたんてい６　ゆきの中のふしぎなできごと M.W.シャーマット・文　M.シマント・絵　光吉夏弥・訳 256

ポケモンをさがせ！金銀 画　相原和典 33

ぼちぼちいこか ﾏｲｸ=ｾｲﾗｰ さく ﾛﾊﾞｰﾄ=ｸﾞﾛｽﾏﾝ え 186

ホットケーキ　愛蔵版おはなしのろうそく９ 東京子ども図書館 419

ほらばなし 寺村輝夫 文 429

ま　魔女の宅急便 角野　栄子 231

まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ作 851

まこちゃんのおたんじょうび にしまきかやこ 1018

魔術師の弟子 トミー・ウンゲラー 394

また！ねずみくんのチョッキ なかえよしを作　上野紀子絵 317

またもりへ マリー・ホール・エッツ／さく, まさきるりこ／やく 679

まちからうみへ　はしれ江ノ電 持田昭俊 文・写真 934

まちねずみジョニーのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 179

まちをつくるじどうしゃ 松本典久 文／井上広和 写真 936

まっかだね 山田ゆみ子 1026

マップス（MAPS）　新世界図・絵 アレクサンドラ・ミジェリンスカ＆ダニエル・ミジェリンンスキ 995

まどから　おくりもの 五味太郎 342

マドレーヌといぬ ベーメルマンス作・画　瀬田貞二訳 613

まなちゃんのいす 長野ヒデ子 1025

まほうつかいになりたい アリシア・C・コルカサル 37

まりーちゃんとひつじ フランソワーズ　文・絵　与田　凖一　訳 395

まりーちゃんのくりすます フランソワーズ　文・絵　与田　凖一　訳 396

まんげつのよるに 木村祐一 150

まんまるまんまる 田村ゆう子 1030

まんまるジャッキー あだち　なみ 1064

みえないとかみえないとか ヨシタケシンスケ 693

み　三つ子のこぶた 中川李枝子／作 401

み　耳かきのすきな王さま 小薗江圭子作 208

み　水草の森　プランクトンの絵本 今森洋輔絵・文 993

ミーミとクークのあか・あお・きいろ わらべきみか 51



みかんぼうやぽかぽか家族 コンドウマキ 68

みちくさねこ ウソップ吉田 1010

ミッキーのおうじとしょうねん 講談社 39

ミッケ！１ 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 551

ミッケ！２　びっくりハウス 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 552

ミッケ！３　クリスマス 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 553

ミッケ！４　ミステリー 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 554

ミッケ！５　ファンタジー 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 555

ミッケ！６　ゴーストハウス 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 556

ミッケ！７　たからじま 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 557

ミッケ！８　がっこう 文:ｼﾞｰﾝ･ﾏﾙｿﾞｰﾛ 写真:ｳｫﾙﾀｰ･ｳｨｯｸ 558

みつけてかぞえて　どこどこどうぶつ カーティーン・ロブソン文　キャサリンルーカス絵 538

みまわりこびと アストリッド・リンドグレーン文　　キティ・クローザ―絵 587

みんなうんち 五味太郎作 957

みんなでおはよう ナンシー・タフリ 1065

みんなでつくった クリスマス・ツリー キャロライン・ベイルー作　こうもとさちこ絵 899

みんなでね まついのりこ作 719

みんなのこびと なばたとしたか さく 532

みんなの将棋入門 谷川浩司　監修 905

みんまみんまみーつけた 木村裕一 776

む　虫の飼いかたさがしかた 藤丸篤夫写真・文 /新開孝写真・文 974

ムーン・ジャンパー ジャニス・メイ・ユードリー文　　モーリス・センダック絵 586

むしたちのうんどうかい 得田之久／文 , 久住卓也／絵 951

むしたちのおまつり 得田之久／文 , 久住卓也／絵 952

メガネをかけたら くすのき　しげのり 1066

メダカ　　学研わくわく観察図鑑 監修： 岩松鷹司 979

めっきらもっきら どおんどん 降矢なな絵　長谷川摂子作 858

めっけもののサイ シェル・シルヴァスタイン作　　長田弘　訳 530

メリーさんの電話 斉藤洋 63

めんどりのコッコおばさん 小沢　正 作 220

も　森の草花 長谷川哲雄／作・絵 965

もうぬげない ヨシタケシンスケ 4

もうねんね 松谷みよ子ぶん　瀬川康男え 837

モービルタウンのピクニック 髙田ひろお　　 45

もぐらバス 佐藤雅彦＋うちのますみ 541

もしかしたら名探偵 杉山 亮=作 221

もじゃもじゃ せなけいこ作・絵  706

もっかい！ エミリー・グラヴェット（訳：福本有美子訳） 542

ものいうほね ウイリアム・スタイグ 604

モペットちゃんのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 175

ももいろのきりん 中川李枝子作 407

ももたろう 長谷川摂子　文　　はたこうしろう　絵 23

ももたろう 講談社 71

ももたろう 松居直／文 , 赤羽末吉／画 335

もりのなか マリー・ホール・エッツ／文・絵 , まさきるりこ／訳 647

もりのひなまつり こいでやすこ作 848

もりのへなそうる 渡辺茂男作 213

やさい 平山和子さく 841

やさいさん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 120

やさいのおなか 木内勝作 892

やさいのがっこうキャベツくんおはなになるの？ なかや　みわ作 694

やっかいな機関車 汽車のえほん (５) ウィルバート・オードリー／作 レジナルド・ダルビー／絵 桑原　三郎／訳 199

やまんばとがら 長谷川摂子　文　　沼野正子　絵 22

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作 , おがわえつこ／訳 607

ゆうびんやさんのホネホネさん にしむらあつこ作 890

ゆうびんやのくまさん セリビ・ウォージントンさく・え 194

ゆかいなかえる ジュリエット・キープス／文・絵 680

ゆきだるま レイモンド・ブリッグズ作 596

ゆきだるまのくにへようこそ 寮　美千子 1011

ゆきだるまのるんとぷん たかどのほうこ作 161

ゆきのひ Ｅ．Ｊ．キーツ／ぶん・え , きじまはじめ／やく 626

ゆきのひのうさこちゃん ブルーナ作　石井桃子訳 783

ゆきのひのホネホネさん にしむらあつこ作 891

よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画 , 瀬田貞二／訳 675

よいしょ 三浦太郎 736

ようい どん おおともやすお絵　わたなべしげお作 814

幼児のための　よみきかせおはなし集 西本鶏介 41

よかったねねずみさん ヘレン・ピアスさく 580

よこながきしゃぽっぽ リチャード・スキャーリー（訳：きむらまさお） 196

よるくまクリスマスのまえのよる 酒井駒子 536

ラシーヌおじさんとふしぎな動物 トミー・ウンゲラー 393

ラストリゾート Ｊ・パトリック・ルイス作　　ロベルト・インノチェンティ絵 502



ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／ぶん・え , とくながやすもと／やく 648

りすのナトキンのおはなし ビアトリクス・ポター作　石井桃子訳 180

リトルマーメイド マイケル・テイテルバウム 52

リトルマーメイド 講談社 74

りゆうがあります ヨシタケシンスケ 588

りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 1082

りんごがたべたいねずみくん なかえよしを作　上野紀子絵 316

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 547

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 929

ルルちゃんのくつした せなけいこ作・絵  703

ルルルラララ にしむらあつこ 1031

ろけっとこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 , 光吉夏弥／訳 376

ロスト・シング ショーン・タン作　　岸本佐知子　訳 500

ロバのジョジョとおひめさま マイケル・モーパーゴ文　　ヘレンスティーブンズ絵 513

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／著 , せたていじ／やく 601

わけあって絶滅しました 今泉忠明監修 1103

わくわく切り紙昆虫館 今森光彦作 109

わすれられないおくりもの S・バーレイ／作・絵　小川仁央／訳 660

わたしおてつだいねこ 竹下文子 作 226

わたしくわがた 得田之久 34

わたしたちのトビアス セシリア・スべドべリ 263

わたしのおとうとへん・・・かなあ スーザン・バーレイ 262

わたしのすきなもの フランソワーズ 1067

わたしのワンピース にしまきかやこ／え・ぶん 362

ワドル！！　よちよちあるき（しかけえほん） ルーファス・バトラー・セダー作 27

わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 五味太郎 42

ワニのライル、おかあさんをみつける バーナード・ウェーバー・さく　小杉佐恵子・やく 386

ワニのライル、動物園をにげだす バーナード・ウェーバー・さく　小杉佐恵子・やく 383

ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー・さく　小杉佐恵子・やく 382

ワニのライルとたんじょうパーティー バーナード・ウェーバー・さく　小杉佐恵子・やく 384

ワニのライルとなぞの手紙 バーナード・ウェーバー・さく　小杉佐恵子・やく 385

わにわにのおふろ 山口マオ絵　小風さち作 861

わらいばなし 寺村輝夫 文 430

わんニャン きむらよしお 1033


