
分類 タイトル
E　ｶｺ あさよる、なつふゆちきゅうはまわる かこ　さとし：絵と文

E　ｹﾗ あっ！ゆきだ フランクリン　M.ブランリー：さく ホリー　ケラー：え

E　ﾜｶ 〇 あまいみず　からいみず かこ　さとし：著 和歌山　静子：絵

E　ｵｶ あみ 中川　ひろたか：作 岡本　よしろう：絵

E　ｶｺ あめ、ゆき、あられくものいろいろ かこ　さとし：絵と文

E　ｷﾀ いき 中川　ひろたか：作 北村　裕花：絵

E　ｳｴ いきてるってどんなこと？ ｷｬｽﾘｰﾝ ｳｪﾄﾞﾅｰ ｿﾞｲﾌｪﾙﾄﾞ：さく ﾈｲﾃﾞｨｰﾝ ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ ｳｪｽﾄｺｯﾄ：え

E　ﾏﾂ いけのおと 松岡　達英：さく

E　ﾀｶ いし 中川　ひろたか：作 高畠　那生：絵

E　ﾏﾂ イモリくんヤモリくん 松岡　たつひで：さく・え

E　ｶｺ うみはおおきいうみはすごい かこ　さとし：絵と文

E　ﾜｲ うみべのおとのほん マーガレット　ワイズ　ブラウン：文 レナード・ワイズガード：絵

E　ﾛﾏ うるさく、しずかに、ひそひそと ロマナ・ロマニーシン：著 アンドリー・レシヴ：著

E　ｷﾑ うんちコロコロうんちはいのち きむら　だいすけ：さく・え

E　ｸﾙ エジソン　ネズミの海底大冒険 トーベン　クールマン：作 金原　瑞人：訳

E　ﾏｲ エネルギーってなんだろう ｷﾝﾊﾞﾘｰ ﾌﾞﾙﾍﾞｲｶｰ ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾘｰ：さく ポール　マイゼル：え

E　ﾀﾀﾞ お、しりませんでした あわた　のぶこ：作 ただ　はるよし：絵

E　ﾅｶ おーいでてこーい　鏡のなかの犬 星　新一：作 中島　梨絵：絵

E　ﾖｺ おしりのあなうみへいく 工藤　光子：さく 横山　拓彦：え

E　ﾃｭ おとえほん エルヴェ　テュレ：さく たにかわ　しゅんたろう：やく

E　ﾜｲ おへやのなかのおとのほん マーガレット　ワイズ　ブラウン：文 レナード・ワイズガード：絵

E　ｵｲ かがみとチコリ 角野　栄子：文 及川　賢治：絵

E　ﾋｸﾞ かがみのなか 恩田　陸：作 樋口　佳絵：絵

E　ｺﾞﾄ かぜにおされる　くうきのふしぎ ヴィッキー・カッブ

E　ﾊﾔ 〇 かみひこうき 小林　実：ぶん 林　明子：え

E　ｶﾗ からだの「どうして？」がわかるえほん1～５ 佐々木　曜：訳

E　ﾜﾀ からだのふしぎ 村山　哲哉：作 渡辺　博之：絵

E　ﾛｽﾞ 川のぼうけん エリザベス　ローズ：文 ジェラルド　ローズ：絵

E　ｳﾁ 〇 かわはいきている 内山　りゅう：写真 上野　与志：文

E　ｶｺ かわはながれるかわははこぶ かこ　さとし：絵と文

E　ｶﾝ 感染症キャラクターえほん おかだ　はるえ：文

E　ｹﾗ きいてみようしんぞうのおと ポール　シャワーズ：さく ホリー　ケラー：え

E　ﾋﾛ きこえてくるよ ひろかわ　さえこ：著

E　ﾂｶ きょうおひさまがでなかったら 塚本　やすし：作・絵

E　ﾌﾞﾗ きょうはすてきなそらとびびより アン・ターンバル:文 ケン・ブラウン:絵

E　ｻｻ くうき まど　みちお：詩 ささめや　ゆき：え

E　ﾌﾀ 空気がなくなる日 岩倉　政治：文 二俣　英五郎：絵

E　ｸｳ くうきのかお アーサー・ビナード

E　ｵﾌﾞ くうきはどこに？（みつけようかがく） フランクリンM.ブランリー:作 ジョン・オブライエン:絵

E　ﾜﾀ くらしのふしぎ 村山　哲哉：作 渡辺　博之：絵

E　ﾒｲ 〇 ケイティのゆかいな水あそび ジェイムズ　メイヒュー：作 西村　秀一：訳

E　ｼﾞｪ こんちゅうってなんだ？ アン・ロックウェル：さく スティーブ・ジェンキンス：え

E　ｶｺ ささやくかぜうずまくかぜ 大竹三郎 いながわひろあき:絵

E　ｹﾘ じしゃくのふしぎ フランクリンM.ブランリー：さく トゥルー　ケリー：え

E　ｶｺ じめんがふるえるだいちがゆれる かこ　さとし：絵と文

E　ﾐﾗ じゅうりょくってなぞだ！ フランクリン　M.ブランリー：さく エドワード　ミラー：え

E　ﾓﾄ 女王の七つの鏡 斉藤　洋：作 本村　亜美：絵

E　ｴｯ ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ:作 たなべいすず:訳

E　ｳﾙ 〇
白オバケ黒オバケのみつけて絵本
カガミの国へようこそ！ うるまでるび：さく・え
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E　ﾅｶﾞ すっすっはっはっ　こ・きゅ・う 長野　麻子：作 長野　ヒデ子：絵

E　ｶｺ すってはいてよいくうき かこ　さとし：作

E　ﾌﾚ ずっとまもっているよ メアリー　アン　フレイザー：さく むらかみ　みづほ：やく

E　ｶｺ せかいあちこちちきゅうたんけん かこ　さとし：絵と文

E　ﾏｲ せかいはなにでできているの？ ｷｬｽﾘｰﾝ ｳｪﾄﾞﾅｰ ｿﾞｲﾌｪﾙﾄﾞ：さく ポール　マイゼル：え

E　ｸﾙ たねそだててみよう ヘレン　Ｊ．ジョルダン：さく ロレッタ　クルビンスキ：え

E　ｹﾗ たべることはつながること パトリシア　ローバー：さく ホリー　ケラー：え

E　ｿｶﾞ 地球を旅する水のはなし 大西　健夫：文 龍澤　彩：文

E　ﾊｯ つきにいったうさぎのおはなし はっとり　みほ：え

E　ｾｷ 月の力のひみつ 関口　シュン：絵・文

E　ｲｼ 月のふしぎ いしがき　わたる：え

E　ｾｷ 月の満ち欠けのひみつ 関口　シュン：絵・文

E　ｺﾞﾄﾞ 電気とじしゃく マリア　ゴードン：さく マイク　ゴードン：え

E　ｺｼ でんきのビリビリ こしだ　ミカ：さく・え

E　ｶｺ どうぐ 加古　里子：ぶん・え

E　ﾜﾄ どうやって作るの？ オールドレン・ワトソン：作 竹下　文子：訳

E　ｵｶ となりのおと 岡井　美穂：作・絵

E　ｲﾝ とびねこヘンリー メリー・カルホーン:文 エリック・イングラハム:絵

E　ﾜｲ なつのいなかのおとのほん マーガレット　ワイズ　ブラウン：文 レナード・ワイズガード：絵

E　ｼﾗ 夏の大三角形のひみつ ほっしーえいじ：監修 あらい　しのぶ：文

E　ﾜﾀ ねこのでんきやスイッチオン 渡辺　有一：作

E　ﾜﾄ ねむりのはなし ポール　シャワーズ：さく ウェンディ　ワトソン：え

E　ｼｪ はるのおとがきこえるよ マリオン　デーン　バウアー：文 ジョン　シェリー：絵

E　ﾅｶﾞ ピエロのかがみ 大内　曜子：作 永田　萠：絵

E　ﾀﾊﾞ 〇 ひかりとおとのかけくらべ かこ　さとし：著 田畑　精一：絵

E　ﾏﾝ ひこうせん ロクシーマンロ：作 天沼　春樹：訳

E　ﾏﾆ ピチャン、ポチャン、ザブ～ン！ マイク・マニング：さく ブライタ・グランストローム：さく

E　ｺﾝ ぴょんぴょんむし 谷本　雄治：さく 近藤　薫美子：え

E　ｶｺ ひをふくやまマグマのばくはつ かこ　さとし：絵と文

E　ﾂﾖ ふたごのかがみピカルとヒカラ 高山　なおみ：作 つよし　ゆうこ：絵

E　ｶﾞｲ ふわふわブイブイ気球旅行 アーサー・ガイザード

E　ﾃﾞｲ ペンギンのヒナ ベティ　テイサム：さく ヘレン　Ｋ．デイヴィー：え

E　ﾑﾛ ぼくのいちにちどんなおと？ 山下　洋輔：文 むろ　まいこ：絵

E　ﾄﾉ ぼくのおおきさ 殿内　真帆：作・絵

E　ｵｶ ぽっつんとととはあめのおと 戸田　和代：作 おかだ　ちあき：絵

E　ﾋﾗ ぽとんぽとんはなんのおと 神沢　利子：さく 平山　英三：え

E　ﾍｲ ほらあめだ！ フランクリン　M.ブランリー：さく ジェームズ　グラハム　ヘイル：え

E　ﾏﾂ マザ－ツリー 松岡　達英：絵 村田　真一：文

E　ｱｻ みいちゃん、どこまではやくはしれるの？ 田中　幸：作 結城　千代子：作

E　ﾅｽ みえた！うみべのいきもののひみつ キャロン・ブラウン：作 アリッサ・ナスナー：絵

E　ﾃｽﾞ みず てづか　あけみ：え・ぶん

E　ｸﾛ みずたまのたび アンヌ　クロザ：さく こだま　しおり：やく

E　ﾄﾉ みずたまり 殿内　真帆：作

E　ｽｽﾞ みずとはなんじゃ？ かこ　さとし：著 鈴木　まもる：絵

E　ｸﾛ 水の話 近藤　等則：文 黒田　征太郎：絵

E　ﾜﾀ みのまわりのふしぎ 村山　哲哉：作 渡辺　博之：絵

E　ｲｹ 森の音を聞いてごらん 池田　あきこ：著

E　ｶｺ やまをつくったものやまをこわしたもの かこ　さとし：絵と文

E　ｶｺ よあけゆうやけにじやオーロラ かこ　さとし：絵と文

E　ﾀﾑ よるのおと たむら　しげる：著

E　ﾄﾞﾘ わたしがノーベルしょうをとったわけ ナカオ　マサトシ：さく ドーリー：え
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