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031 フランスの民話 上 アンリ・プーラ（著） 萩野弘巳（訳） 青土社
032 フランスの民話 中 アンリ・プーラ（著） 萩野弘巳 青土社
033 フランスの民話 下 アンリ・プーラ（著） 萩野弘巳 青土社
034 ざわざわ　こども文学の実験 １（創刊号） 草創の会（編集） 四季の森社
035 ざわざわ　こども文学の実験 第2号 草創の会（編集） 四季の森社
041 カワイの絵本童謡 赤い鳥小鳥 1 カワイ出版
042 カワイの絵本童謡 赤い鳥小鳥 1 カワイ出版
043 カワイの絵本童謡 しゃぼん玉 2 カワイ出版
044 カワイの絵本童謡 しゃぼん玉 2 カワイ出版
045 カワイの絵本童謡 七つの子 3 カワイ出版
046 カワイの絵本童謡 七つの子 3 カワイ出版
047 カワイの絵本童謡 七つの子 3 カワイ出版
048 カワイの絵本童謡 夕焼小焼 4 カワイ出版
049 カワイの絵本童謡 夕焼小焼 4 カワイ出版
050 カワイの絵本童謡 どんぐりころころ 5 カワイ出版
051 カワイの絵本童謡 どんぐりころころ 5 カワイ出版
052 カワイの絵本童謡 めだかのがっこう 6 カワイ出版
053 カワイの絵本童謡 めだかのがっこう 6 カワイ出版
054 カワイの絵本童謡 ぞうさん 7 カワイ出版
055 カワイの絵本童謡 ぞうさん 7 カワイ出版
056 カワイの絵本童謡 サッちゃん 8 カワイ出版
057 カワイの絵本童謡 サッちゃん 8 カワイ出版
058 カワイの絵本童謡 小鳥のうた 9 カワイ出版
059 カワイの絵本童謡 小鳥のうた 9 カワイ出版
060 カワイの絵本童謡 あめふりくまのこ 10 カワイ出版
061 カワイの絵本童謡 あめふりくまのこ 10 カワイ出版
062 NURSERY SONGS THIRTY OLD-TIME NURSERY SONGS
063 別冊太陽 子どもの昭和史　童謡・唱歌・童画１００ 秋山正美（構成・解説） 平凡社
064 うたと押し花絵で綴る　日本民謡 「ききみみずきん」「かさじぞう」「赤ん坊になったおばあさん」「鶴の恩返し」 植野雅子 文芸社
065 OLD　KING　COLE'S BooK of NVRSERY　RHYMES THE MARCMILLAN CONMPANY

066 THE SONG OF SIXPENCE TOY BOOK PICTURE BooK
067 HUMPTY DUMPTY & OTHER SONGS
075 どんくまさんは　ほっかりこ 柿本幸造（絵） 蔵冨千鶴子（文） 至光社
076 やってきました　どうぶつえん ヨゼフ・ウイルコン（絵） 佐久間彪（文） 至光社
077 まじょまじょせんせいとんでみる 鶴岡千代子（作） 長谷川知子（絵） 河合出版
079 ジャンボゴリラとゆきだるま こやま　峰子（作） 渡辺あきお（絵） カワイ出版
080 スーパーマンサンタ もとはしやすあき（絵） キングレコード
093 あしたはうんどうかい こわせたまみ（作） 福田岩緒（絵） 佼成出版社
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094 そばのはな　さいたひ こわせたまみ（作） いもとようこ（絵） 佼成出版社
095 とーまれ　とーまれ こわせたまみ（作）　 いもとようこ（絵） ひさかたチャイルド

096 もうすぐ春です　佐々木寿信童謡集 子ども　詩のポケット 佐々木寿信 てらいんく
097 おはようがいっぱい　池田もと子童謡集 子ども　詩のポケット４７ 池田もと子 小倉玲子（装挿画） てらいんく
098 ねこくん　こんやは　なに　たべる？ ぎょうざをつくろう 本間ちひろ（作） 土井善晴（レシピ） リーブル
099 にげたパンツ 高木あきこ（文） なかのひろたか（絵） 童心社
100 たべものうた たかぎ　あきこ やまわき　ゆりこ（絵） 東京印書館
101 おやつのうた たかぎ　あきこ（うた） 上條滝子（絵） リーブル
102 なめとこ山の熊 宮沢賢治（作） 本橋英正（画） 草思社
103 リンゴとポンカン 赤岡江里子 遠藤勁（絵）
104 パンダさんがそらをとんだ あそべる絵本 コバちゃん（文） 山口けいこ（絵） 文芸社
105 THE BABY'S OPERA
106 THE FROG WHO WOULD A-WOOING GO CHARLES BENNETT

121 ハンドブック　世界の愛唱歌　 1000字でわかる名曲ものがたり 長田暁二 ヤマハミュージックメディア

122 子どもたちに伝えたい日本の童謡 ー神奈川ー 池田小百合 実業之日本社
124 しおまねきと少年 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ8 吉田 瑞穂 教育出版センター

125 野のまつり ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ9 新川 和江 教育出版センター *
126 枯れ葉と星 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ11 高田 敏子 教育出版センター

127 地球へのピクニック ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ14 谷川 俊太郎 教育出版センター *
128 ゆめみることば ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ15 与田 準一 教育出版センター *
129 だれもいそがない村 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ16 岸田 衿子 教育出版センター *
130 水と風 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ17 江間 章子 教育出版センター *
131 げんげと蛙 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ20 草野 心平 教育出版センター

132 白いクジャク ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ23 鶴岡 千代子 教育出版センター

133 まっかな秋 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ30 薩摩 忠 教育出版センター

134 ヤァ！ヤナギの木 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ31 新川 和江 教育出版センター *
135 シリア砂漠の少年 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ32 井上 靖 教育出版センター

136 鳩を飛ばす ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ36 水村 三千夫 教育出版センター *
137 風のうた ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ42 中野 栄子 教育出版センター *
138 絵をかく夕日 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ43 宮田 滋子 教育出版センター *
139 ハーブムーンの夜に ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ47 秋葉 てる代 教育出版センター *
140 ピカソの絵 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ50 三枝 ますみ 教育出版センター

141 とんぼの中にぼくがいる ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ51 夢 虹二 教育出版センター *
142 秋いっぱい ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ69 藤 哲夫 教育出版センター

143 海を越えた蝶 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ72 小島 禄琅 教育出版センター

144 レモンの木 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ74 山下 竹二 教育出版センター

145 地球がすきだ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ81 小島 禄琅 教育出版センター

146 おばあちゃんの手紙 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ91 新井 和 教育出版センター
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147 みずたまりのへんじ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ92 はなわ たえこ 教育出版センター

148 空になりたい ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ101 石橋 一輝 教育出版センター

149 いちにのさんかんび ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ103 くすのき しげのり 教育出版センター *
150 ゆうべのうちに ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ112 原 国子 教育出版センター

151 お花見 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ114 武鹿 悦子 教育出版センター

152 どろんこアイスクリーム ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ117 後藤 れい子 教育出版センター

153 どんな音がするでしょか ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ119 宮中 雲子 教育出版センター

154 のんびりくらげ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ120 前山 敬子 教育出版センター

155 星の家族 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ123 宮田 滋子 教育出版センター

156 青い地球としゃぼんだま ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ129 中島 和子 教育出版センター *
157 いのちのみちを ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ140 黒田 勲子 銀の鈴社
158 まみちゃんのネコ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ149 楠木 しげお 銀の鈴社
159 月と子ねずみ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ152 水村 三千夫 銀の鈴社
160 月と子ねずみ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ152 水村 三千夫 銀の鈴社
161 愛一輪 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ160 宮田 滋子 銀の鈴社
162 ことばのくさり ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ161 井上 灯美子 銀の鈴社
163 みんな王様 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ162 滝波 万理子 銀の鈴社
164 白い花火 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ168 鶴岡 千代子 銀の鈴社
165 海辺のほいくえん ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ170 尾崎 杏子 銀の鈴社
166 横須賀スケッチ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ172 小林 比呂古 銀の鈴社
167 かたぐるましてよ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ176 三輪 アイ子 銀の鈴社
168 コロポックルでておいで ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ179 中野 恵子 銀の鈴社
169 とびたいペンギン ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ181 新谷 智恵子 銀の鈴社
170 小鳥のしらせ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ187 原 国子 銀の鈴社
171 方舟地球号―いのちは元気― ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ188 人見 敬子 銀の鈴社
172 雲のひるね ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ195 石原 一輝 銀の鈴社
173 風がふく日のお星さま ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ197 宮田 滋子 銀の鈴社
174 空をひとりじめ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ198 渡辺 恵美子 銀の鈴社
175 手と手のうた ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ199 宮中 雲子 銀の鈴社
176 手と手のうた ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ199 宮中 雲子 銀の鈴社
177 心の窓が目だったら ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ201 井上 灯美子 銀の鈴社
178 心の窓が目だったら ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ201 井上 灯美子 銀の鈴社
179 緑のふんすい ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ206 藤本 美智子 銀の鈴社
180 緑のふんすい ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ206 藤本 美智子 銀の鈴社
181 きたのもりのシマフクロウ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ209 宗 美智子 銀の鈴社
182 きたのもりのシマフクロウ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ209 宗 美智子 銀の鈴社
183 さくらが走る ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ215 宮田 滋子 銀の鈴社
184 いろのエンゼル ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ218 井上 灯美子 銀の鈴社
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185 いろのエンゼル ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ218 井上 灯美子 銀の鈴社
186 白鳥よ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ222 宮田 滋子 銀の鈴社
187 まわしてみたい石臼 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ227 吉田 房子 銀の鈴社
188 花詩集 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ228 吉田 房子 銀の鈴社
189 心のふうせん ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ231 藤本 美智子 銀の鈴社
190 心のふうせん ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ231 藤本 美智子 銀の鈴社
191 地球は家族　ひとつだよ ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ247 冨岡 みち 銀の鈴社
192 ぼくらのうた ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ249 石原 一輝 銀の鈴社
193 ぼくらのうた ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ249 石原 一輝 銀の鈴社
194 たからもの ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ253 井上 灯美子 銀の鈴社 *
195 おたんじょう ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ254 大竹 典子 銀の鈴社
196 おたんじょう ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ254 大竹 典子 銀の鈴社
197 赤い鳥青い鳥 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ 渡辺 浦人 教育出版センター

198 いまも星はでている ポエム・アンソロジー 木曜会（編） 教育出版センター

199 いまも星はでている ポエム・アンソロジー 木曜会（編） 教育出版センター

200 宇宙からのメッセージ ポエム・アンソロジー 木曜会（編） 銀の鈴社
201 おにぎりとんがった ポエム・アンソロジー 木曜会（編） 銀の鈴社
202 詩集「夢あそび」 ｼﾞｭﾆｱ・ﾎﾟｴﾑ母娘作品集 さかた　さちこ 近代文藝社
203 童謡歌手からみた日本童謡史 長田暁二 大月書店
204 日本のうた300、やすらぎの世界 米良美一 講談社
205 童謡でてこい 阪田寛夫(著) 津田櫓冬(装丁・さし絵) 河出書房新社
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貸出不可-001 母と子の世界カラー童話シリーズ さるかにかっせん 1 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-002 母と子の世界カラー童話シリーズ したきりすずめ 2 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-003 母と子の世界カラー童話シリーズ しらゆきひめ 3 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-004 母と子の世界カラー童話シリーズ ももたろう 4 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-005 母と子の世界カラー童話シリーズ かちかちやま 5 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-006 母と子の世界カラー童話シリーズ みにくいあひるのこ 6 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-007 母と子の世界カラー童話シリーズ うしわかまる 7 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-008 母と子の世界カラー童話シリーズ いなばのしろうさぎ 8 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-009 母と子の世界カラー童話シリーズ ヘンゼルとグレーテル 9 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-010 母と子の世界カラー童話シリーズ いっすんぼうし 10 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-011 母と子の世界カラー童話シリーズ うらしまたろう 11 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-012 母と子の世界カラー童話シリーズ はなさかじじい 13 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-013 母と子の世界カラー童話シリーズ かぐやひめ 14 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-014 母と子の世界カラー童話シリーズ うかれバイオリン 15 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-015 母と子の世界カラー童話シリーズ はだかの大さま 17 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-016 母と子の世界カラー童話シリーズ ながぐつを　はいた　ねこ 18 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-017 母と子の世界カラー童話シリーズ 金の　さかな 19 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き
貸出不可-018 母と子の世界カラー童話シリーズ アリババと　四十人の　とうぞく 20 浜田廣介（監修） 研秀出版 LP付き【紛失】
貸出不可-019 ドレミファブック 童謡とドレミファ童話　バンビ 1 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-020 ドレミファブック 童謡とドレミファ童話　ながぐつを　はいた　ねこ 2 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-021 ドレミファブック 童謡とドレミファ童話　かわぐつと　じどうしゃ 3 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-022 ドレミファブック ドレミファリズム　みんなで　たいそう 4 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-023 ドレミファブック 童謡とドレミファ童話　ないた　あかおに 5 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-024 ドレミファブック ドレミファリズム　わらべうた　あそび 7 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-025 ドレミファブック 童謡とドレミファ童話　ハンメルンの　ふえふき 9 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-026 ドレミファブック ドレミファ教室　いろいろなリズム 10 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-027 ドレミファブック 童謡とドレミファ童話　うちゅうせん　ペペペペラン 11 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-028 ドレミファブック ドレミファ教室　うたと　わおん 13 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-029 ドレミファブック 童謡とドレミファ童話　はくちょうの　みずうみ 14 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-030 ドレミファブック ドレミファ音楽会　たのしいクラシック 15 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-031 ドレミファブック ドレミファ音楽会　かわいいコンサート 16 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-032 ドレミファブック 童謡と英語あそび　ＡＢＣのうた 17 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-033 ドレミファブック 童謡と英語あそび　１２３のうた 18 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-034 ドレミファブック 童謡と英語あそび　１しゅうかんの　うた 20 鈴木勤（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-035 ドレミファブック クリスマス特集　クリスマス　せかいめぐり 別冊 鈴木勤（編） 世界文化社 １冊
貸出不可-036 ドレミファランド こどものうたと名作童話　ジャックとまめのき 2 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-037 ドレミファランド こどものうたと名作童話　しあわせな　おうじ 3 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-038 ドレミファランド こどものうたと名作童話　あかい　しゅうちょうの　みのしろきん 4 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
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貸出不可-039 ドレミファランド こどものうたと名作童話　さるかに　ばなし 5 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-040 ドレミファランド こどものうたと名作童話　イワンのばか 6 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-041 ドレミファランド こどものうたと名作童話　おかしのくにの　くるみわりにんぎょう 7 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-042 ドレミファランド こどものうたと名作童謡　シンデレラ 8 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-043 ドレミファランド こどものうたと名作童話　コランポーの　ロボ 9 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-044 ドレミファランド こどものうたと名作童話　ほらふきだんしゃくの　ぼうけん 10 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-045 ドレミファランド こどものうたと名作童話　アリババと　４０にんの　とうぞく 11 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-046 ドレミファランド こどものうたと名作童話　かぐやひめ 12 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-047 ドレミファランド こどものうたと名作童話　いさましい　ちびの　したてや 13 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-048 ドレミファランド こどものうたと名作童話　イソップものがたり 14 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-049 ドレミファランド こどものうたと名作童話　ゆきの　じょおう 15 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き
貸出不可-050 ドレミファランド こどものうたと名作童話　みつばち　マーヤ 16 重松祥司（編） 世界文化社 LP付き


