
　分　類 タ　イ　ト　ル

E　スズ ☆ あかちゃんたいそう 鈴木　まもる　作

E ★ あさのたいそう１・２・３！ 村田　善子　さく

E　ユチ あたしのやまのぼり ゆーち　みえこ　作・絵

E　アニ ◎ アニメおさるのジョージ サル・ウィ・ダンス マーガレット・レイ　原作 ハンス・アウグスト・レイ　原作

E　ブレ アーミテージさんのすてきなじてんしゃ クェンティン・ブレイク　作 ひがし　はるみ　訳

E　ヤハ アルノとサッカーボール イヴォンヌ・ヤハテンベルフ　作 野坂　悦子　訳

E　クル アンナのあたらしいじてんしゃ カタリーナ　クルースヴァル　作 菱木　晃子　訳

E　ヤナ ☆ アンパンマンとバナナダンス やなせ　たかし　さく・え

うさぎのダンスタイム、はじまるよ! エリー　サンドル　作 二宮　由紀子　訳

E　ブル ☆ うさこちゃんのだんす ディック　ブルーナ　ぶん・え 松岡　享子　やく

E　オオ うんどうかいがなんだ! きむら　ゆういち　さく 大木　あきこ　え

E　 ★ うんどうかいのスター

E　スタ おどるうさぎレティス マンディー・スタンレイ　さく おがわ　ひとみ　やく

E　ワタ おどるねこざかな わたなべ　ゆういち　作・絵

E　バビ おどるねこネリー ナタリー・バビット　さく たなか　まや　やく

E　サト ◎ かけっこ 西薗　一也　監修 左藤　芳美　絵

E　キタ かけっこかけっこ 中川　ひろたか　文 北村　裕花　絵

E　ハタ かけっこしよう はた　よしこ　作・絵

E　ビル きょうはおよげた？かわうそオリバー ケート・ビール　作 アグネス・チャン　訳

E　タカ きんぎょのうんどうかい 高部　晴市　作

E　フク ★ くまのじてんしゃやさん ふくしま　さち　さく・え

E　ヒガ くるんと　さかあがり 東　君平　著

E　ゴル こねこのジェーン ダンスだいすき! バレリー　ゴルバチョフ　作 あらい　あつこ　訳

E　オカ こざるのじてんしゃ 楠　章子　ぶん オカダ　ケイコ　え

E　ハレ こねこのプーフー　2 アン　ハレンスレーベン　作 ゲオルグ　ハレンスレーベン　作

E　イチ こぶたのブルトン 中川　ひろたか　作 市居　みか　絵

E　イチ こぶたのブルトン　なつはプール 中川　ひろたか　作 市居　みか　絵

E　イチ こぶたのブルトン　ふゆはスキー 中川　ひろたか　作 市居　みか　絵

E　セキ サイクリングやっほー 関屋　敏隆　作・絵

E　カス サッカーがだいすき! ベス　ボルツ　さく ローレン　カスティロ　え

E　 ★ サッカーしようよ！ブルンミ マレーク　ベロニカ　文と絵 羽仁　協子　訳

E　ワタ じいちゃんと　ないしょないしょの　やまのぼり わたなべ　さもじろう　作・絵

E　オカ じてんしゃがくるよ 楠　章子　ぶん オカダ　ケイコ　え

E　シマ じてんしゃギルリギルリ 角野　栄子　さく しまだ　ともみ　え

E　シャ じてんしゃにのるアヒルくん デイヴィット・シャノン　さく 小川　仁央　やく

E　レイ ◎ じてんしゃにのるひとまねこざる H　A　レイ　文・絵 光吉　夏弥　訳

E　タナ じてんしゃにのろう 斉藤　洋　作 田中　六大　絵

E　セイ じてんしゃの　へいたいさん アレン・セイ　作 水田　まり　訳

E　アダ ジャッキーのじてんしゃりょこう あだち　なみ　絵 あいはら　ひろゆき　文

E　アダ ジャッキーのうんどうかい あだち　なみ　絵 あいはら　ひろゆき　文

E　ババ １１ぴきのねこマラソン大会 馬場　のぼる　著

E　ヤマ すいえい 西薗　一也　監修 やまもと　ゆか　絵

E　ゴツ それゆけ!きょうりゅうサッカー大決戦 リサ・ホィーラー　作 バリー・ゴット　絵

E　タカ だれのじてんしゃ 高畠　純　作・絵

E　ウィ ◎ ダンスができないぞうさんですよ モー　ウィレムズ　作 落合　恵子　訳

　からだを動かすって楽しいな♪♪
作　　　　　者



E　ボコ ダンスダンスタッタッタ かどの　えいこ　ぶん ボコヤマ　クリタ　え

E　ホワ ダンスのすきなジョセフィーヌ ジャッキー・フレンチ　作 ブルース・ホワットリー　絵

E　スウ ダンスのすきなワニ リチャード・ウェアリング　文 ホリー・スウェイン　絵

E　キモ つるちゃんとクネクネのやまのぼり きもと　ももこ　作

E ★ Ｄ．Ｗ．じてんしゃにのる マーク　ブラウン　作 ふたみ　あやこ　訳

E　サト どうぶつうんどうかい さとう　あきら　写真 さえぐさ　ひろこ　文

E　サコ トトとライヨじてんしゃのれた！ さこ　ももみ　さく

E　ニシ ともちゃんとこぐまくんのうんどうかい あまん　きみこ　作 西巻　茅子　絵

E　カコ とんぼのうんどうかい かこ　さとし　絵と文

E　タツ ◎ なわとび 西薗　一也　監修 竜田　麻衣　絵

E　ハセ なわとびしましょ 長谷川　義史　作

E ★ ニャンニャンシティマラソン 谷川　晃一　作

E　モリ ねこがおどる日 八木田　宜子　作 森川　百合香　絵

E　スギ ★ 熱血!アニマル少年野球団 杉山　実　作

E　キョ ノンタンおよぐのだいすき キヨノ　サチコ　作絵

E　ハセ ハッピー、ラッキーヤギダンス 長谷川　知子　ぶん・え

E　オギ バレエをおどるいぬなんていない？ アンナ　ケンプ　ぶん サラ　オギルヴィー　え

E　アラ ハンスのダンス 中川　ひろたか　作 荒井　良二　絵

E　イリ パンダなりきりたいそう いりやま　さとし　作

E　ヒツ ひつじのショーン ショーンとサッカー アードマン・アニメーションズ　原作 松井　京子　文

E　ノハ 109ひきのどうぶつマラソン のはな　はるか　作・絵

E　アサ ぶたさんいっかのやまのぼり 浅沼　とおる　作・絵

E　クワ ☆ ぶたさんたいそう くわざわ　ゆうこ　作・絵

E ★ ブタとタコのダンス 長　新太　作

E　サイ ☆ ぺんぎんたいそう 齋藤　槇　さく

E　アキ へんしんマラソン あきやま　ただし　作・絵

E　 ★ へんてこやまのうんどうかい かんなり  まさこ　作 くすはら　順子　絵

E　オオ ぼく およげるんだ わたなべ　しげお　さく おおとも　やすお　え

E　オオ ぼくじてんしゃにのれるんだ わたなべ　しげお　さく おおとも　やすお　え

E　ヒラ ボクのじてんしゃ きむら　ゆういち　文 平澤　重信　絵

E　タシ ポレポレやまのぼり たしろ　ちさと　ぶん・え

E　アン ◎ ボールなげ 西薗　一也　監修 安藤　尚美　絵

E　マネ まねっこどうぶつたいそう

E　ｼｽ マドレンカ サッカーだいすき! ピーター　シス　作 松田　素子　訳

E　ツカ まねっこたいそううさぎちゃん 塚本　やすし　さく

E　アベ 守くんとじてんしゃと月とゆめ いわさき　よしえ　ぶん あべ　ゆきこ　え

E　クス むしたちのうんどうかい 得田　之久　文 久住　卓也　絵

E　スエ もみの木がっこうのうんどうかい いまむら　あしこ　文 すえざき　しげき　絵

E　ヨシ もりのうんどうかい ビーゲン　セン　作 よしかわ　ゆたか　絵

E　サト やまのぼり さとう　わきこ　さく・え

E　アル ゆかいなゆうびんやさん ジャネット・アルバーグ　作 アラン・アルバーグ　作

E　 ★ ララちゃんのダンス 大和田　美鈴　ぶん・え

Ｅ　オグ リンちゃんとじてんしゃ屋さん 小倉　正巳　え 桃井　太郎　ぶん

Ｅ　オグ リンちゃんまちへいく 小倉　正巳　え 桃井　太郎　ぶん

Ｅ　イト ルラルさんのじてんしゃ いとう　ひろし　作

Ｅ　タカ ワニぼうのやまのぼり 内田　麟太郎　文 高畠　純　絵

☆　赤ちゃん絵本　　◎シリーズ絵本 ★あおぞら号
●　昔話
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