
　分　類 タ　イ　ト　ル

E　スギ ★ あいうえおのうみで すぎはら　ともこ／作・絵

E　ムラ 青いヤドカリ 村上　康成／作・絵

E　フォ アザラシのくる海 マイケル・フォアマン／作 せな　あいこ／訳

E　タカ アザハタ王と海底城 高久　至／写真 かんちく　たかこ／文

E　オオ アマミホシゾラフグ 江口　絵理／文 大方　洋二／写真

E　マセ いるかがとぶうみ 間瀬　なおかた／作・絵

E　オオ イワシ 大片　忠明／作

E　スズ ウミガメものがたり 鈴木　まもる／作・絵

E　キウ ☆ うみざざざ ひがし　なおこ／作 きうち　たつろう／作

E　フジ ● 海幸彦山幸彦 西本　鶏介／文 藤川　秀之／絵

E　オム うみでなんのぎょうれつ? オームラ　トモコ／作

E　タケ うみのあじ たけがみ　多恵／作

E　イシ ☆ うみのいきものかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵

E　サト うみのおまつりどどんとせ さとう　わきこ／作・絵

E　トヨ ◎ うみのおふろやさん とよた　かずひこ／作・絵

E　シバ うみのごちそうしろくま 柴田　ケイコ／作・絵

E　イト 海の小学校 あまん　きみこ／文 いとう　えみ／絵

E　サワ うみのそこたんけん 中川　ひろたか／文 澤野　秋文／絵

E　コバ うみのどうぶつとしょかんせん 菊池　俊／作 こば　ようこ／絵

E　ヒビ うみのともだち、ぼくのともだち。 岡田　新吾／作 日比　亨光／絵

E　ヨシ 海のなかのぞいた よしの　ゆうすけ／作

E　イワ うみの100かいだてのいえ いわい　としお／作

E　タカ 海のぷかぷか 高久　至／写真 寒竹　孝子／文

E　ホト うみへいったちいさなカニカニ クリス　ホートン／作 木坂　涼／訳

E　コバ うみべであそぼう なかの  ひろみ／文 小林　安雅／写真

E　イワ うみぼうず 杉山  亮／作 軽部　武宏／絵

E　ニシ 浦島太郎が語る浦島太郎 ニシワキ　タダシ／絵 クゲ　ユウジ／文

E　マル エイハブ船長と白いクジラ マヌエル・マルソル／作・絵

E　クル エジソン トーベン・クールマン／作 金原　瑞人／訳

E　ブラ おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール／作 山口　文生／訳

E　オオ おすしのずかん 大森　裕子／作 藤原　昌高／監修

E　キタ おでかけすいぞくかん 阿部　浩志／文 北村　直子／絵

E　ニシ おーなみこなみざぶん! 長野　ヒデ子／作 西村　繁男／絵

E　ヤマ 貝の子プチキュー 茨木　のり子／作 山内　ふじ江／絵

E　イシ カクレクマノミは大きいほうがお母さん 鈴木　克美／作 石井　聖岳／絵

E　ホリ ☆ かにこちゃん きしだ　えりこ／作 ほりうち　せいいち／絵

E　イシ かもめたくはいびん いしい　ひろし／著

E　タケ きょうはすてきなくらげの日！ 武田　美穂／作・絵

E　ナガ きりみ 長嶋　祐成／絵・文

E　タナ くじらすくい 水凪　紅美子／作 たなか　やすひろ／絵

E　ゴミ くじらだ! 五味　太郎／作

E　ムラ クラゲすいぞくかん 村上　龍男／写真 なかの　ひろみ／文

E　ヒロ クマノミのおさんぽ 羽田　美智子／文 広部　俊明／写真

E　ヤマ ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子／作 山脇　百合子／絵

🚢　アンダー・ザ・シー　🐠
🌊さぁ、のぞいてみよう。ゆかいで楽しい海の世界🌊

作　　　　　者



E　モリ 　　さかながはねて 中川　ひろたか／文

E　ヒラ さかなちゃん 平田　昌広／作 森　あさ子／絵

E　トモ さかなのかお なかの  ひろみ／文 ともなが　たろ／絵

E　トモ さかなのじかん なかの  ひろみ／文 まつざわ　せいじ／文

E　ワイ ザトウクジラ ヨハンナ・ジョンストン／作 ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾜｲｽｶﾞｰﾄﾞ／絵

E　トモ サメだいすきすいぞくかん ともなが　たろ／絵 中谷　一宏／監修

E　トモ サンゴといっしょすいぞくかん ともなが　たろ／絵 山野　博哉／監修

E　ナカ サンゴの森 なかむら  こうじ／写真 キャサリン・ミュジック／文

E　アキ したのすいぞくかん あき　びんご／作

E　イモ ● しっぽのつり いもと  ようこ／文・絵

E　フリ ジュゴンのくる海 宮里  きみよ／文 ふりや　かよこ／絵

E　ヤマ しんかいたんけん!マリンスノー 山本　孝／作

E　マツ ジンベエザメのはこびかた 松橋　利光／写真 高岡　昌江／文

E　レオ スイミー レオ・レオニ／作 谷川　俊太郎／訳

E　ガウ 世界の海1001のさがしもの ケイティ・デインズ／作 テリ・ガウアー／絵

E　マチ だれのものでもない岩鼻の灯台 山下　明生／文 町田　尚子／絵

E　カギ ダンゴウオの海 鍵井　靖章／写真・文

E　クラ ちがうねん ジョン・クラッセン／作 長谷川　義史／訳

E　カト つみきのいえ 加藤  久仁生／絵 平田　研也／文

E　コイ とうだい 斉藤　倫／文 小池　アミイゴ／絵

E　ウタ とびだせ!ちんあなご! ウタトエスタジオ／作

E　ムラ なつはうみ 内田　麟太郎／文 村上　康成／絵

E　リ なみ スージー・リー／作

E　フイ にじいろのさかな マーカス・フィスター／作 谷川　俊太郎／訳

E　イガ 人魚のうたがきこえる 五十嵐　大介／著

E　イモ グ にんぎょひめ アンデルセン／原作 いもと　ようこ／文・絵

E　マツ のんびりジュゴン 松橋　利光／文・写真 杉田　比呂美／イラスト

E　サイ はだしになっちゃえ 小長谷　清実／文 サイトウ　マサミツ／絵

E　イシ ハリセンボンがふくらんだ 鈴木　克美／作 石井　聖岳／絵

E　 ★ ピネくんとさかなのおうち ふくだ　としお／作

E　ウィ 漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー／作

E　グレ フィアボ マイケル・グレイニエツ／作 ほその　あやこ／訳

E　オザ フシギなさかな 尾崎　たまき／写真・文

E　イシ ぷしゅ～ 風木  一人／作 石井　聖岳／絵

E　ノハ ペンギンクルーズ のはな　はるか／作

E　ウシ ペンギンホテル 牛窪　良太／作

E　タナ ぼくのへやにうみがある マーガレット・ワイルド／文 ジェーン・タナ―／絵

E　アン まさかおさかな フェイ・ロビンソン／文 ｳｴｲﾝ･ｱﾝﾀﾞｰｽﾝ／絵

E　ツカ やきざかなののろい 塚本　やすし／作

E　カル やどかりのおひっこし エリック・カール／作 もり　ひさし／訳

E　ヤマ UMA水族館 山田　玲司／作

E　エガ ようこそ海へ 小手鞠　るい／作 えがしら　みちこ／絵

E　ヨコ ゆらゆらチンアナゴ 横塚　眞己人／写真 江口　絵理／文

E　クボ ラッコ 久保　敬親／写真・文

E　クモ ラッコのたんじょうびケーキ 公文　健太郎／写真 高岡　昌江／文

☆：赤ちゃん絵本　　◎：シリーズ絵本 ★：あおぞら号
●：昔話　グ：グリム・アンデルセン・イソップ
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