
分　類 タ　イ　ト　ル

E   ｽｽﾞ アイツだけ、ずるい！ NHK Eテレ「u&i」制作班　編 鈴木　友唯　絵

E   ｶｴ あおいらくだ 茂田　まみこ　作 楓　真知子　絵

E   ﾌｼﾞ アサガオをそだてよう あかぎ　かんこ　さく ふじい　ひでみ　しゃしん

E  ﾎﾟﾗ ありがとう、チュウ先生 パトリシア　ポラッコ　作 さくま　ゆみこ　訳

E  ﾎﾟﾗ ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア　ポラッコ　作・絵 香咲　弥須子　訳

E   ﾙｶ アンチレイシスト・ベビー イブラム・X.ケンディ　作 アシュリー・ルカシェフスキー　絵

E   ｴｲ いっしょのちがうもの さるびあ亭　かーこ　作 エイイチ　絵

E   ﾒﾅ いっぽんのせんとマヌエル マリア・ホセ・フェラーダ　文 パトリシオ・メナ　絵

E   ﾒﾅ いっぽんのせんとマヌエル　ピクニックのひ マリア・ホセ・フェラーダ　文 パト・メナ　絵

E   ｶｲ 今、世界はあぶないのか？　4 ハナネ・カイ　絵 大山　泉　訳

E   ｱｽ いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン　ぶん ロス・アスクィス　え

E   ｱｽ いろいろいろんなからだのほん メアリ・ホフマン　ぶん ロス・アスクィス　え

E   ｻﾄ えほん障害者権利条約 ふじい　かつのり　作 里　圭　絵

E   ﾊﾝ 王さまと王さま リンダ　ハーン　絵と文 スターン　ナイランド　絵と文

E   ﾙｲ 王子と騎士 ダニエル・ハーク　作 スティーヴィー・ルイス　絵

E   ｷﾑ おっちょこちょいのハリー 成沢　真介　文 木村　倫子　絵

E   ｺｽ おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！ ジェニー　スー　コステキ　ショー　作 宮坂　宏美　訳

E   ﾏｸﾞ 介助犬レスキューとジェシカ ジェシカ・ケンスキー　文 スコット　マグーン　絵

E   ｵｷﾞ カエルのえいゆうサー・リリパッド アンナ　ケンプ　作 サラ　オギルヴィー　絵

E   ｽﾀ かぞくになって！ ヒラリー　ロビンソン　文 マンディ　スタンレイ　絵

E   ﾌﾙ からあげビーチ キリーロバ・ナージャ　さく 古谷　萠　え

E  ﾎﾟﾗ がらくた学級の奇跡 パトリシア　ポラッコ　作 入江　真佐子　訳

E   ｼﾝ ケイン、きょうもよろしくね！ ソン　ギヨク　文 シン　ドゥヒ　絵

E   ｽｽﾞ こえをかければよかったのに… NHK Eテレ「u&i」制作班　編 鈴木　友唯　絵

E   ｻｯ さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち　共同制作 のべ　あきこ　共同制作

E  ｺﾞﾄﾞ 算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし バーバラ　エシャム　文 マイク　ゴードン　絵

E   ﾅｶ 語り さんびきのこぶた あかぎ　かんこ　ぶん なかがわ　だいすけ　え

E   ﾐｯ 地震がきたらどうすればいいの？ あかぎ　かんこ　さく mitty　え

E   ﾓﾘ ジヘーショーのバナやん 成沢　真介　文 森　千夏　絵

E   ｽｽﾞ じゅぎょうにしゅうちゅうしたいのに… NHK Eテレ「u&i」制作班　編 鈴木　友唯　絵

E   ﾗﾌﾞ ジュリアンはマーメイド ジェシカ・ラブ　作 横山　和江　訳

E   ﾐｽ 手話でつながる世界のあいさつ 全国手話通訳問題研究会　作 見杉　宗則　絵

E   ｷｮ すきっていわなきゃだめ？ 辻村　深月　作 今日　マチ子　絵

E   ﾐｷ すずちゃんののうみそ 竹山　美奈子　文 三木　葉苗　絵

E   ﾈｸﾞ せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー　作 石井　睦美　訳

E   ｷﾀ セミがうまれるよ あかぎ　かんこ　さく きたじま　ひでお　しゃしん

E   ｺﾙ タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン　文 ヘンリー・コール　絵

E   ﾊﾂ ちいさなおばけちゃんとくるまいすのななちゃん 又野　亜希子　文 はっとり　みどり　造形

E   ｶﾝ ちいさなフェミニスト宣言 デルフィーヌ・ボーヴォワ　文 クレール・カンテ　絵

E   ﾔﾝ ちがうかな？ヘンかな？ 楊　思帆　文・絵 中　由美子　訳

E   ｵﾗ ちがうけれど、いっしょ フェリドゥン　オラル　文・絵 うえむら　くみこ　訳

E   ﾊﾀ ディアガール エイミー　クラウス　ローゼンタール　ぶん ホリー・ハタム　え

E   ﾊﾀ ディアボーイ パリス・ローゼンタール　ぶん ホリー・ハタム　え

E   ｽｽﾞ てつだってあげてるのに、なにがふまんなの？ NHK Eテレ「u&i」制作班　編 鈴木　友唯　絵

E   ｶﾒ てるちゃんのかお 藤井　輝明　文 亀澤　裕也　絵

E   ﾖｼ 転校生はかがくぶっしつかびんしょう 武濤　洋　さく 吉野　あすも　え

E   ﾗﾅ トゥクパをたべよう プラバ・ラム　ぶん シルパ・ラナデ　え

E   ｽｽﾞ どうしたらうまくできる？ NHK Eテレ「u&i」制作班　編 鈴木　友唯　絵

いろんな「わたし」 🌺 いろんな「ふつう」
「ふつう」って　なんだろう？　うまれた　くに、かぞく、からだ…それぞれの　「ふつう」に　あいにいこう！

作　　　　　者



E   ｱﾋﾞ どうしてダブってみえちゃうの？ ジョージ・エラ・リヨン　文 リン・アヴィル　絵

E   ｵｷﾞ とんでもプリンセスとドラゴン アンナ　ケンプ　作 サラ　オギルヴィー　絵

E   ｽｽﾞ なかよくなれるかな？ NHK Eテレ「u&i」制作班　編 鈴木　友唯　絵

E   ｷﾀ なまけてなんかない！ 品川　裕香　作 北原　明日香　絵

E   ﾛﾍﾟ ねえ、きいてみて！ ソニア・ソトマイヨール　文 ラファエル・ロペス　絵

E   ｾﾍﾞ はっきりあじがわかるかな？ せべ　まさゆき　絵 植野　正之　監修

E   ｾﾍﾞ はっきりきこえているかな？ せべ　まさゆき　絵 木場　由紀子　監修

E   ｾﾍﾞ はっきりみえているかな？ せべ　まさゆき　絵 高橋　ひとみ　監修

E   ﾘｭ パパ・ヴァイト インゲ　ドイチュクローン　作 ルーカス　リューゲンベルク　絵

E   ｲﾏ ひかり、あじ、おとがイタイんです フミヤ　語り 今津　良樹　絵

E   ﾌﾙ ヒミツのひだりききクラブ キリーロバ・ナージャ　さく 古谷　萠　え

E  ﾎﾟﾗ ふたりママの家で パトリシア　ポラッコ　絵・文 中川　亜紀子　訳

104 ﾌﾂ ふつうってどういうこと？ NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班　編 古沢　良太　原作

E   ﾅｶ 語り ぶんぶくちゃがま あかぎ　かんこ　ぶん なかがわ　だいすけ　え

E   ﾎﾘ ぼく、アーサー 井上　こみち　文 堀川　理万子　絵

E   ﾐｽ ぼくのなかにはおこりんぼうがいます ユウセイ　語り ミスミ　ヨシコ　絵

E   ｶﾜ ぼくのピンク 小田中　裕子　作 河原　奈苗　装画

E   ｽﾐ ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット　文 原田　勝　訳

E   ﾚｲ ぼくはここにいる ピーター　レイノルズ　作 さかき　たもつ　訳

E  ｺﾞﾄﾞ ボクはじっとできない バーバラ　エシャム　文 マイク　ゴードン　絵

E   ｳｫ ぼくはスーパーヒーロー メラニー　ウォルシュ　作 品川　裕香　訳

E   ﾎｼ みえないってどんなこと？ 星川　ひろ子　写真・文

E   ﾖｼ みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ　さく 伊藤　亜紗　そうだん

E   ﾂﾔ 耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー　チャーニン　文 ジェズ　ツヤ　絵

E      5ｼﾘ みんなおなじでもみんなちがう 奥井　一満　文 得能　通弘　写真

E   ﾂﾍﾟ みんなそれぞれ tupera tupera　作・絵

E   ｽｽﾞ みんなだいすき 大谷　淳　文 鈴木　靖将　絵

E   ｲｼ みんなとおなじくできないよ 湯浅　正太　作 石井　聖岳　絵

E   ﾛﾍﾟ みんなとちがうきみだけど ジャクリーン　ウッドソン　作 ラファエル・ロペス　絵

E   ｶﾌﾞ みんなのこえがきえてしまうんです ナオキ　語り 冠木　佐和子　絵

E   ﾋｭ 村娘と王女 ダニエル・ハーク　作 ベッカ・ヒューマン　絵

E   ｾﾅ めがねうさぎ せな　けいこ　作・絵

E   ｾﾅ めがねうさぎのうみぼうずがでる！！ せな　けいこ　作・絵

E  ﾊﾞｸ めがねがなくてもちゃんとみえてるもん！ エリック　バークレー　作 木坂　涼　訳

E   ﾂﾍﾟ めがねがね tupera tupera　さく

E   ﾀﾙ メガネをかけたら くすのき　しげのり　作 たるいし　まこ　絵

E   ﾋﾗ もうどう犬べぇべ セアまり　文 平澤　朋子　絵

E   ﾋﾒ もじをよむのがにがてなんです 柳家　花緑　語り 姫田　真武　絵

E   ﾀﾔ ゆうこさんのルーペ 多屋　光孫　文・絵 はが　ゆうこ　原案

E   ﾐｽ ゆびもじえほん 全国手話通訳問題研究会　作 見杉　宗則　絵

E   ﾚｲ ゆめみるハッピードリーマー ピーター　レイノルズ　ぶん・え なかがわ　ちひろ　やく

E   ﾏﾂ ランカ 野呂　きくえ　さく 松成　真理子　え

E   ﾊﾝ ランスとロットのさがしもの リンダ　ハーン　え・ぶん アンドレア　ゲルマー　訳

E   ｷﾀﾞ るいちゃんのけっこんしき きだに　やすのり　作 木谷　アンケン　絵

E   ｻﾚ レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース　作 スティーブン・サレルノ　絵

E   ｸﾘ 6この点 ジェン・ブライアント　文 ボリス　クリコフ　絵

E   ｻｶ わたしお姫さまになれたよ 丑野　公輔　作 榊原　ますみ　絵

E   ﾈﾙ わたしには夢がある マーティン　ルーサー　キング　ジュニア　文 カディール　ネルソン　絵

E   ﾚｲ わたしの妹は耳がきこえません ジーン＝W＝ピーターソン　作 デボラ＝レイ　絵

E   ｺｽ わたしのすてきなたびする目 ジェニー　スー　コステキ　ショー　さく 美馬　しょうこ　やく

      👶：赤ちゃん絵本  ／  〇シリ：シリーズ絵本  ／  語り：読み聞かせと昔話のコーナー
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