
児童向け　図書一覧表 平成29年10月12日現在 ＊書名あいうえお順

書名 著者名 種類 出版社 登録日

あおい玉あかい玉しろい玉 稲田和子 絵本 童話館出版 2017/3/10

青いとり 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

赤いくつ 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

赤毛のアン 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

赤毛のアン　上 モンゴメリ 児童書 偕成社 2016/3/31

赤毛のアン　下 モンゴメリ 児童書 偕成社 2016/3/31

あかちゃんがやってきた 角野栄子 絵本 福音館書店 2016/11/17

あかちゃんのうた 松谷みよ子・いわさきちひろ 絵本 童心社 2016/3/1

あなたのばんよロジャー！ スザンナ・グレッツ 絵本 童話館出版 2017/3/10

アマゾン大脱出 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

アマゾンのサバイバル 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

雨やどりはすべり台の下で 岡田淳 絵本 偕成社 2017/7/18

あめのひのえんそく 間瀬なおかた 絵本 ひさかたチャイルド 2017/2/1

あめのひのディーゼルカー のさかゆうさく 児童書 福音館書店 2016/11/19

あやとりひめ 森山京 児童書 理論社 2017/7/20

アラビアの空飛ぶ魔法 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

アランの歯はでっかいぞこわ-いぞ ジャーヴィス 絵本 ＢＬ出版 2017/6/15

アリとくらすむし 島田　たく 絵本 株式会社ポプラ社 2016/6/20

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 絵本 ポプラ社 2017/9/28

アルプスの少女ハイジ 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

いいおかお 松谷みよ子 絵本 童心社 2016/3/12

イーヨーのたんじょうび（プーさんえほん４） AAミルン 絵本 岩波書店 2016/3/31

異常気象のサバイバル① 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

異常気象のサバイバル② 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

異常気象のサバイバル② 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

いっすんぼうし あや英夫 絵本 永岡書店 2016/12/24

いっすんぼうし 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム 絵本 あかね書房 2017/3/10

いないいないばあ 松谷みよ子 絵本 童心社 2016/3/12

いないいないばあ－２ 松谷みよ子 絵本 童心社 2016/7/15

いまなんじ やましたはるお 絵本 あかね書房 2017/3/10

うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子 絵本 小峰書店 2016/9/1

うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子 絵本 小峰書店 2017/3/10

うさぎのチッチ ケス・グレイ 絵本 ＢＰ出版 2017/3/10

うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ 絵本 福音館書店 2017/2/18

宇宙のサバイバル　① 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/3/20
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宇宙のサバイバル　②ソユーズ宇宙船編 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

宇宙のサバイバル　③国際宇宙ステーション編 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

うらしまたろう 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

うらしまたろう 時田史郎 絵本 福音館書店 2017/3/10

うわさのズッコケ株式会社 那須正幹 絵本 ポプラ社 2017/7/19

うんちくんとうんちくじいさん 齊藤雄基 絵本 幻冬舎エデュケーション 2017/3/10

ＡＢＣのえほん サイモン・バシャー 絵本 玉川大学出版部 2016/11/17

えんぴつびな 長崎源之助 絵本 金の星社 2017/3/10

おおきくなるっていうことは 中川ひろたか 絵本 童心社 2016/3/12

おおきくなるっていうことは 中川ひろたか 絵本 童心社 2017/3/10

おおきなかぶ トルストイ 絵本 福音館書店 2016/7/15

大きなかぶ 平田昭吾 絵本 ブティック社 2016/12/24

おおきなかぶ ロシア民謡 絵本 福音館書店 2017/3/10

大どろぼうホッツェンプロップ プロイスラー 絵本 偕成社 2017/7/18

オコジョのすむ谷 増田戻樹 絵本 あかね書房 2017/3/10

おじさんのかさ 佐野洋子 絵本 講談社 2017/3/10

おしゃれなからす 平田昭吾 絵本 ブティック社 2016/12/24

オズの魔法つかい 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

おそろいパンツ 今井弓子 絵本 岩崎書店 2017/3/10

おとうふ百ちょうあぶらげ百枚 三田村信行 児童書 あかね書房 2017/7/20

おどります 高畠純 絵本 絵本館 2017/3/10

おにはうちふくはそと 西本鶏介 絵本 ひさかたチャイルド 2017/3/10

おばあちゃんすごい！ 中川ひろたか 絵本 童心社 2017/3/10

おばあちゃんのビアホールはこわいよ 松谷みよ子 絵本 ポプラ社 2017/3/10

おばあちゃんのひなまつり 計良ふきこ 絵本 ひさかたチャイルド 2016/11/17

おばけのもり 金成泰三 絵本 岩崎書店 2017/3/10

おはよう なかがわえりこ 絵本 グランまま社 2017/2/18

おひめさまのなぞなぞ 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

おふろだいすき 松岡享子 絵本 福音館書店 2016/3/21

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子 絵本 童心社 2016/3/12

おへそのあな 長谷川義史 絵本 ＢＬ出版 2016/3/21

おむかえ 吉岡さやか 児童書 福音館書店 2016/11/19

おむすびころりん 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

おむすびころりん 與田準一 絵本 偕成社 2017/3/10

おもちのきもち かがくいひろし 絵本 講談社 2016/3/21

おやすみ、ロジャー カール=ヨハン・エリーン 児童書 飛鳥新社 2016/5/1
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おれはティラノサウルスだ 宮西達也 絵本 ポプラ社 2017/2/18

おれはなにわのライオンや さねとうあきら 絵本 文溪堂 2017/3/10

かあさんぎつね 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

かいけつゾロリつかまる 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2016/9/13

かいけつゾロリとなぞのひこうき 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2016/9/13

かいけつゾロリのおいしい金メダル 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/3/20

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/3/20

かいけつゾロリの大金もち 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2016/3/1

かいけつゾロリのきょうふのサッカー 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2016/9/13

かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2016/9/13

かいけつゾロリのクイズ王 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいけつゾロリの大まじんをさがせ‼ 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2016/9/13

かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2016/9/13

かいけつゾロリのなぞのスパイと100本のバラ 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/6/20

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 絵本 冨山房 2016/3/21

かがみの国のアリス 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

かぐやひめ 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

かさじぞう 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

ガスパールびょういんへいく アン・グットマン 絵本 ブロンズ新社 2016/11/17

ガタガタふるえるゆうれい話 小暮正夫 絵本 岩崎書店 2017/7/18

かたちパズルえほん こどもちゃれんじ 絵本 ベネッセ 2016/7/15

がたんごとんがたんごとん 安西水丸 絵本 福音館書店 2016/3/12

かちかち山 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

かぶさんとんだ 五味太郎 絵本 福音館書店 2017/3/10

かみさまからのおくりもの ひぐち みちこ 絵本 こぐま社 2016/7/15

ガラシとクルピラ 陣内すま 児童書 福音館書店 2016/11/19

からすのパンやさん かこさとし 絵本 偕成社 2016/3/21

ガリバーのぼうけん 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

カンガとルー森にくる（プーさんえほん５） AAミルン 絵本 岩波書店 2016/3/31

きえた！？かいけつゾロリ 原ゆたか 絵本 ポプラ社 2017/3/20
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きつねとぶどう 坪田譲治 絵本 金の星社 2017/3/10

木のすきなケイトさん H　・　J　ホプキンス 児童書 ＢＬ出版 2016/6/20

ぎゅっ ジェズ・オールバラ 絵本 徳間書店 2017/2/18

９９９ひきのきょうだい 木村研 絵本 ひさかたチャイルド 2017/3/10

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二 絵本 福音館書店 2016/3/21

きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス 絵本 金の星社 2017/7/19

恐竜世界のサバイバル 洪在徹 科学漫画 朝日新聞出版 2016/9/13

恐竜の谷の大冒険 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

巨大ダコと海の神秘 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

霧のなかの白い犬 アン・ブース 児童書 あかね書房 2017/6/15

霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 児童書 講談社 2017/7/20

きりんいす 岡井美穂 児童書 福音館書店 2016/11/19

銀河鉄道の夜 宮澤賢治 児童書 偕成社 2016/3/31

きんぎょがにげた 五味太郎 絵本 福音館書店 2016/3/12

きんぎょがにげた 五味太郎 絵本 福音館書店 2017/2/1

金たろう 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

ぐぎがさんとふへほさん 岸田衿子 児童書 福音館書店 2016/11/19

グスコーブドリの伝記 宮澤賢治 絵本 理論社 2016/3/1

くっついた 五味太郎 絵本 こぐま社 2016/7/15

くふうの図鑑 図鑑 小学館 2016/3/21

くまとやまねこ 湯本香樹実 絵本 河出書房新社 2017/2/18

くまのテディちゃん グレタ・ヤヌス 絵本 こぐま社 2016/3/12

クマのパディントン マイケル・ボンド 絵本 理論社 2016/3/1

くまのプーさん ディズニー・アニメブックス 絵本 講談社 2017/3/10

ぐりとぐら なかがわえりこ・おおむらゆりこ 絵本 福音館書店 2016/3/1

ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ・やまわきゆりこ 絵本 福音館書店 2016/3/1

ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ・やまわきゆりこ 絵本 福音館書店 2016/3/1

ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ・やまわきゆりこ 絵本 福音館書店 2016/3/1

ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ・やまわきゆりこ 絵本 福音館書店 2016/3/1

くるみわり人形 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ 絵本 福音館書店 2016/3/21

くれよんのくろくん なかやみわ 絵本 童心社 2016/3/12

くろねこのどん 岡野かおる子 児童書 理論社 2017/6/15

こぐまちゃんおはよう わかやま けん 絵本 こぐま社 2016/7/15

こぐまちゃんおはよう わかやま けん 絵本 こぐま社 2017/2/1

こぐまちゃんのみずあそび わかやま けん 絵本 こぐま社 2017/2/1

4



児童向け　図書一覧表 平成29年10月12日現在 ＊書名あいうえお順

書名 著者名 種類 出版社 登録日

ここで土になる 大西　暢夫 児童書 アリス館 2016/6/20

心やさしく賢い子に育つみじかいおはなし 児童書 小学館 2017/2/18

ゴッホの絵本 結城昌子 児童書 小学館 2016/11/19

こびととくつや 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

コブタの気持ちもわかってよ 小泉吉宏 絵本 ベネッセ 2017/3/10

こぶたのほいくえん なかがわりえこ 絵本 福音館書店 2016/3/1

こぶとり 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人 児童書 佼成出版社 2016/6/20

転んでも、大丈夫 臼井不美男 児童書 ポプラ社 2017/6/15

昆虫世界のサバイバル③ 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

昆虫世界のサバイバル‐１ ホンジェチョル 児童書 朝日新聞出版 2016/5/1

昆虫とあそぼう とだこうしろう 絵本 戸田デザイン研究室 2016/3/1

さかさ町 Ｆ．エマーソン・アンドリュース 児童書 株式会社岩波書店 2016/6/20

さつまのおいも 中川ひろたか 絵本 童心社 2016/3/12

砂漠のサバイバル 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

サバンナのサバイバル 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/3/20

さよならさんかく わかやまけん 絵本 こぐま社 2016/3/12

さよならさんかく わかやまけん 絵本 こぐま社 2017/2/1

さるかにばなし 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

三ねんねたろう おおかわえっせい 絵本 むかしむかし絵本 2017/3/10

三びきのくま 平田昭吾 絵本 ブティック社 2016/12/24

三びきのコブタのほんとうの話 ジョン・シェスカ 絵本 岩波書店 2017/2/18

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 絵本 福音館書店 2016/3/21

じかきむしのぶん 松竹いね子 児童書 福音館書店 2016/11/19

しげちゃん 室井滋 絵本 金の星社 2016/3/21

地震のサバイバル 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/3/20

しまっちゃうおじさんのこと いがらしみきお 絵本 竹書房 2016/11/17

島ひきおに 山下明生 絵本 偕成社 2017/3/10

島ひきおにとケンムン 山下明生 絵本 偕成社 2017/3/10

シャーロックホームズの冒険　上 コナン　ドイル 児童書 偕成社 2016/3/31

シャーロックホームズの冒険　中 コナン　ドイル 児童書 偕成社 2016/3/31

シャーロックホームズの冒険　下 コナン　ドイル 児童書 偕成社 2016/3/31

しゅくだい いもとようこ 絵本 岩崎書店 2016/3/21

女王フュテピのなぞ メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムス 絵本 福音館書店 2016/3/1

しろいやみのはてで きむらゆういち 絵本 講談社 2016/11/17
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しろくまちゃんのホットケーキ わかやまけん 絵本 こぐま社 2016/3/12

しろくまちゃんのほっとけーき－２ わかやまけん 絵本 こぐま社 2016/7/15

しろくまちゃんぱんかいに わかやまけん 絵本 こぐま社 2016/3/12

深海のサバイバル ゴムドリco 科学漫画 朝日新聞出版 2016/9/13

人体のサバイバル ゴムドリco 科学漫画 朝日新聞出版 2016/9/13

すいかのたね さとうわきこ 絵本 福音館書店 2017/3/10

すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 絵本 偕成社 2016/3/21

ストライプ デヴィッド・シャノン 絵本 セーラー出版 2017/3/10

すばこ キム・ファン 絵本 ほるぷ出版 2017/6/15

スプーンおばさんちいさくなる アルフ・プリョイセン 絵本 偕成社 2017/3/10

せかいいちの名探偵 杉山亮 絵本 偕成社 2017/7/18

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ ホセ・ムヒカ 児童書 しおぶんしゃ 2016/5/1

せかいの図鑑 図鑑 小学館 2016/3/12

セロ弾きのゴーシュ 宮澤賢治 児童書 偕成社 2016/3/31

そいつの名前はエメラルド 竹下文子 児童書 金の星社 2017/7/20

ぞうくんのさんぽ なかのひろたか 絵本 福音館書店 2016/11/19

空にむかってともだち宣言 茂木ちあき 児童書 国土社 2017/6/15

そらまめくんとめだかのこ なかやみわ 絵本 福音館書店 2016/11/17

そらまめくんのあたらしいベッド なかやみわ 絵本 小学館 2016/3/1

そらまめくんのベッド なかやみわ 絵本 福音館書店 2016/3/12

そんごくう 平田昭吾 絵本 ブティック社 2016/12/24

だいくとおにろく 川村たかし 絵本 ひかりのくに 2017/3/10

だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 絵本 講談社 2016/3/12

台風のサバイバル 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

だじゃれ日本一周 長谷川義史 絵本 理論社 2016/3/21

たべたのだあれ 五味太郎 絵本 文化出版局 2017/2/18

だめねこのいっしょうけんめい 森山　京 児童書 ポプラ社 2016/5/1

だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン 絵本 評論社 2017/3/10

だるまさんが かがくいひろし 絵本 ブロンズ新社 2017/9/14

だるまさんと かがくいひろし 絵本 ブロンズ新社 2017/9/14

だるまさんの かがくいひろし 絵本 ブロンズ新社 2017/9/14

たろうのともだち 村山桂子 絵本 福音館書店 2016/3/1

ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー 絵本 福音館書店 2016/7/15

ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ 絵本 福音館書店 2016/7/15

ちいさなくれよん 篠塚かをり 絵本 金の星社 2017/3/10

ちいさなマドレーヌ ベーメルマンス しかけ絵本 大日本絵画 2016/3/31
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児童向け　図書一覧表 平成29年10月12日現在 ＊書名あいうえお順

書名 著者名 種類 出版社 登録日

小さな山神スズナ姫 富安陽子 児童書 偕成社 2017/7/20

ちいちゃんとかくれんぼ しみずみちを 絵本 ほるぷ出版 2016/11/17

ちからたろう 片岡輝 絵本 チャイルド本社 2017/3/10

地球館　生命の星のひみつ 2016/12/24

チキン！ いとうみく 児童書 文研出版 2017/6/15

茶畑のジャヤ 中川　なをみ 児童書 すずき出版 2016/6/20

ちょっとだけまいご クリス・ホートン 絵本 ＢＬ出版 2016/3/21

月のてんし 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

つくも神 伊藤遊 児童書 ポプラ社 2017/7/20

つるのおんがえし 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

Ｄｅａｒ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍｏｏｎ　きみにありがとう アンドレ・ダーハン 絵本 講談社 2017/3/10

てぶくろ エイゲーニー・Ｍ・ラチョフ 絵本 福音館書店 2017/3/10

てん ピーター・レイノルズ 絵本 あすなろ書房 2017/3/10

てんぐ先生は一年生 大石真・夏也 絵本 ポプラ社 2017/7/18

てんぐのうちわ 松岡節 絵本 ひかりのくに 2017/3/10

てんぐのかくれみの 松岡節 絵本 ひかりのくに 2017/3/10

どうぞのいす 香山美子 絵本 ひさかたチャイルド 2016/3/21

どうぶつれっしゃ-1 しのだこうへい 絵本 ひさかたチャイルド 2016/8/12

どうぶつれっしゃ-2 しのだこうへい 絵本 ひさかたチャイルド 2016/8/12

とこちゃんはどこ 松岡享子 絵本 こどものとも絵本 2016/11/17

とどくかな 五味太郎 絵本 偕成社 2016/3/12

トミカコレクション２００６ トミカ社 絵本 ポプラ社 2017/2/1

トムテ リードベリ 絵本 偕成社 2017/3/10

ともだちごっこ 内田麟太郎 絵本 偕成社 2016/3/21

ともだちや 内田麟太郎 絵本 偕成社 2016/3/21

ドラゴンとおひめさま 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

ドラゴンはくいしんぼう 茂市久美子 絵本 国土社 2017/7/18

とりかえっこ さとうわきこ 絵本 ポプラ社 2017/2/1

ドリトル先生の動物園 ヒュー・ロフティング 児童書 角川つばさ文庫 2017/7/18

鳥のサバイバル‐１ ゴムドリCO. 児童書 朝日新聞出版 2016/5/1

どれにしようかな？ たかてら かよ 絵本 ひかりのくに 2016/7/15

ドングリ山のやマンばあさん 富安陽子 児童書 理論社 2017/7/20

なーらんだ 五味太郎 絵本 こぐま社 2016/3/12

ナイゾーくん 斉藤雄基 絵本 幻冬舎エデュケーション 2017/3/10

ながぐつをはいたねこ 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

なくしたもの　みつけた 五味太郎 絵本 サンリード 2017/3/10
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児童向け　図書一覧表 平成29年10月12日現在 ＊書名あいうえお順

書名 著者名 種類 出版社 登録日

なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 児童書 学研教育出版 2016/5/1

夏の庭 湯本香樹実 児童書 徳間書店 2017/2/18

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき 絵本 金の星社 2017/6/15

南極のサバイバル 洪在徹 絵本 朝日新聞出版 2017/6/20

なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤洋 児童書 あかね書房 2017/7/20

なんだかへんて子 山中恒 絵本 偕成社文庫 2017/7/18

にげだした学者犬 長崎源之助 絵本 岩崎書店 2017/3/10

ニちょうめのおばけやしき 小暮正夫 絵本 岩崎書店 2017/7/18

にっぽんの図鑑 図鑑 小学館 2016/3/21

にゃーご 安西達也 絵本 すずき出版 2016/3/21

にんぎょひめ アンデルセン 絵本 世界文化社 2017/3/10

にんじん せなけいこ 絵本 福音館書店 2016/11/19

盗まれたあした たからしげる 児童書 小峰書店 2017/7/20

ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム 絵本 評論社 2017/3/10

ねずみさんのながいパン 多田ヒロシ 絵本 こぐま社 2016/3/12

ねずみのおひめさま 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

ねずみのよめいり 戸田和代 絵本 ひかりのくに 2017/3/10

ノンタン！サンタクロースだよ おおともやすおみ 絵本 偕成社 2017/3/10

ばあばは、だいじょうぶ 楠章子 絵本 童心社 2017/6/15

はくちょうのみずうみ 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

パコ 森山　京 児童書 ポプラ社 2016/5/1

はじめてのおつかい 筒井頼子 絵本 福音館書店 2016/3/12

はじめてばけたたぬきのたのくん 竹崎有斐 絵本 佼成出版社 2017/3/10

走れ！飛べ！子てんぐ三郎 広瀬寿子 児童書 あかね書房 2017/7/20

はしれ、じょうききかんしゃ 望月正子 絵本 岩崎書店 2016/7/15

バスがきました 三浦太郎 絵本 童心社 2016/3/1

はずかしがりやのミリアム ロール・モンブル 絵本 ひさかたチャイルド 2017/3/10

ばすくん みゆきりか 絵本 小学館 2016/3/21

ばすくんのおむかえ みゆきりか 絵本 小学館 2016/3/21

バスをおりたら 小泉るみ子 絵本 ポプラ社 2017/3/10

はだかの王さま 平田昭吾 絵本 ブティック社 2016/12/24

花さかじいさん 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

花さき山 齋藤隆介 絵本 岩崎書店 2016/3/21

はなたれこぞうさま 川崎大治 絵本 童話館出版 2017/3/10

はなよめになったねこ 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

はやくねてよ あきやまただし 絵本 岩崎書店 2017/3/10
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児童向け　図書一覧表 平成29年10月12日現在 ＊書名あいうえお順

書名 著者名 種類 出版社 登録日

ハルバルさん 乾栄里子 絵本 福音館書店 2017/3/10

ハワイ，伝説の大津波 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

版画のはらうた１ くどうなおこ 絵本 株式会社童話屋 2017/7/18

ハンスのダンス 中川ひろたか 絵本 文溪堂 2017/3/10

ぴかくんめをまわす 松居直 絵本 福音館書店 2016/11/19

ひつじぱん あきやまただし 絵本 すずき出版 2016/3/21

ピノキオ 平田昭吾 絵本 ブティック社 2016/12/24

ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと 児童書 金の星社 2016/6/20

100万回生きたねこ 佐野洋子 絵本 講談社 2016/3/1

100万回生きたねこ 佐野洋子 絵本 講談社 2016/3/21

ビロードのうさぎ ビアンコ 絵本 ブロンズ新社 2016/3/31

プーあなにつまる・ふしぎなあしあと（プーさんえほん２） AAミルン 絵本 岩波書店 2016/3/31

プーのはちみつとり（プーさんえほん１） AAミルン 絵本 岩波書店 2016/3/31

プーのゾゾがり（プーさんえほん３） AAミルン 絵本 岩波書店 2016/3/31

ふしぎなレストラン にしむらひろみ 絵本 佼成出版社 2017/3/10

ふしぎの図鑑 図鑑 小学館 2016/3/21

ふたりはともだち アーノルド・ローベル作 絵本 文化出版局 2016/3/1

二日月 いとう　みく 児童書 そうえん社 2016/6/20

ふまんがあります ヨシタケシンスケ 絵本 ＰＨＰ研究所 2016/3/1

フランダースの犬 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

ブレーメンのおんがくたい 平田昭吾 絵本 ブティック社 2016/12/24

へっこきよめさ 望月新三郎 絵本 学研 2017/3/10

ヘレンケラー 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

ペンギンのゆうえんち さかざきちはる 絵本 WAVE出版 2016/9/1

へんしんトンネル あきやまただし 絵本 金の星社 2017/3/10

ヘンゼルとグレーテル グリム 絵本 永岡書店 2016/12/24

ぼうしとったら tupera tupera しかけ絵本 学研教育出版 2016/3/1

ホウ博士とロボットのいる町 村松美樹子 児童書 ポプラ社 2017/7/20

ぼく、あめふりお 大森裕子 絵本 教育画劇 2017/3/10

ぼくたちのリアル 戸森しるこ 児童書 講談社 2017/6/15

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ 絵本 ブロンズ新社 2016/3/21

ぼく、のるるん 斉藤雄基 絵本 東急電鉄 2017/3/10

ぼくは王さま 寺村輝夫 絵本 理論社 2017/7/19

ぼくらのデスゲーム 宗田理 児童書 角川つばさ文庫 2017/7/18

ほげちゃん　 やぎたみこ 絵本 偕成社 2016/3/21

ほげちゃん　まいごになる やぎたみこ 絵本 偕成社 2016/3/21
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児童向け　図書一覧表 平成29年10月12日現在 ＊書名あいうえお順

書名 著者名 種類 出版社 登録日

干したから 森枝卓士 絵本 フレーベル館 2017/6/15

ボタンちゃん 小川　洋子 児童書 ＰＨＰ 2016/6/20

またあした ぱくきょんみ 児童書 福音館書店 2017/2/1

まほうのえのぐ 林明子 絵本 福音館書店 2017/3/10

ママがおばけになっちゃった さくのぶみ 絵本 講談社 2016/3/1

マンモスとなぞの原始人 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

みずたまのたび アンヌ・クロザ 児童書 西村書店 2016/6/20

みつけたものとさわったもの ウイルとニコラス 絵本 童話館出版 2016/11/17

みつばちマーヤ 平田昭吾 絵本 永岡書店 2016/12/24

耳の聞こえないメジャーリーガーウイリアム・ホイ ナンシーチャーニン 絵本 光村教育図書 2017/6/15

みんなともだち 中川ひろたか 絵本 童心社 2016/3/12

みんなのかお さとうあきら・とだきょうこ 絵本 福音館書店 2016/3/1

メガネをかけたら くすのきしげのり 絵本 小学館 2017/3/10

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子 絵本 こどものとも絵本 2017/3/10

モカと幸せのコーヒー 刀根　里衣 児童書 NHK出版 2016/5/1

茂吉のねこ 松谷みよ子 絵本 おはなし名作絵本 2017/3/10

もこもこもこ たにかわしゅんたろう 絵本 文研出版 2016/11/17

もしもしおでんわ 松谷みよ子・いわさきちひろ 絵本 童心社 2016/3/1

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 絵本 小学館 2017/3/10

モチモチの木 齋藤隆介 絵本 岩崎書店 2016/3/21

ももたろう 柳川茂 絵本 永岡書店 2016/12/24

ももたろう 卯月泰子 絵本 永岡書店 2016/12/24

もりのおかしやさん 舟崎靖子 絵本 偕成社 2017/3/10

もりのおべんとうやさん 舟崎靖子 絵本 偕成社 2017/3/10

もりのじてんしゃやさん 舟崎靖子 絵本 偕成社 2017/3/10

もりのはいしゃさん 舟崎靖子 絵本 偕成社 2017/3/10

もりのゆうびんきょく 舟崎靖子 絵本 偕成社 2017/3/10

やさいのがっこう　ピーマンくんゆめをみる なかやみわ 絵本 白泉社 2017/9/28

弥生時代のサバイバル 市川　智茂 児童書 朝日新聞出版 2016/5/1

ユウキ 伊藤遊 児童書 福音館書店 2017/7/20

ゆうたとさんぽする きたやまようこ 絵本 あかね書房 2017/3/10

ゆうたのゆめをみる きたやまようこ 絵本 あかね書房 2017/3/10

幽霊城の秘宝 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー 2017/7/20

雪はちくたく 長崎源之助 絵本 銀河社 2017/3/10

ゆめにこにこ 柳原良平 絵本 こぐま社 2016/11/19

四字熟語シヨウ 中川ひろたか 絵本 ハッピーオウル社 2017/3/10
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児童向け　図書一覧表 平成29年10月12日現在 ＊書名あいうえお順

書名 著者名 種類 出版社 登録日

よのなかの図鑑 図鑑 小学館 2016/3/21

ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 絵本 福音館書店 2016/7/15

ラパンくんあそぶのだいすき イヴ・ゴット 絵本 岩崎書店 2017/3/10

ラパンくんチュッチュだいすき イヴ・ゴット 絵本 岩崎書店 2017/3/10

リコちゃんのおうち さかいこまこ 絵本 偕成社 2017/3/10

リサとガスパールのであい アン・グットマン 絵本 ブロンズ新社 2016/11/17

リサとガスパールのたいくつないちにち アン・グットマン 絵本 ブロンズ新社 2016/11/17

りゆうがあります ヨシタケシンスケ 絵本 ＰＨＰ研究所 2016/3/1

りんごがひとつ ふくだすぐる 絵本 岩崎書店 2016/3/21

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 絵本 ブロンズ新社 2016/3/21

ルルとララのハロウィン あんびるやすこ 児童書 岩崎書店 2017/9/28

レ・ミゼラブル　上 V　ユーゴー 児童書 偕成社 2016/3/31

レ・ミゼラブル　中 V　ユーゴー 児童書 偕成社 2016/3/31

レ・ミゼラブル　下 V　ユーゴー 児童書 偕成社 2016/3/31

わたしのワンピース にしまきかやこ 絵本 こぐま社

わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 五味太郎 絵本 偕成社 2016/3/1

わらしべちょうじゃ 岩崎京子 絵本 フレーベル館 2017/3/10

わんぱくだんのかいていたんけん ゆきのゆみこ 絵本 ひさかたチャイルド 2016/3/1

わんわんなくのはだあれ 多田ヒロシ 絵本 こぐま社 2016/3/12

まほうつかいラビちゃん　ラビちゃんこうえんにいく・・・ なかえよしを 絵本 Gakken 2017/10/5

まほうつかいラビちゃん　ラビちゃんサーカスへいく・・・ なかえよしを 絵本 Gakken 2017/10/5

《紙しばい》

あめこんこん 松谷みよ子 紙芝居 童心社 2017/3/14

おだんごころころ 坪田譲治 紙芝居 童心社 2017/3/14

お月さまいくつ 稲庭桂子 紙芝居 童心社 2017/3/14

Z:こねこのしろちゃん 堀尾青史 紙芝居 童心社 2017/3/14

これはりんご 中川ひろたか 紙芝居 童心社 2017/3/14

たまごがころべば 中川ひろたか 紙芝居 童心社 2017/3/15

てぶくろ ウクライナ民話 紙芝居 童心社 2017/3/14

ひよこちゃん チュコフスキー 紙芝居 童心社 2017/3/14

よいしょよいしょ まついのりこ 紙芝居 童心社 2017/3/14

ワンワンワン とよたかずひこ 紙芝居 童心社 2017/3/14
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