
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E いし へそのお 中川　ひろたか　作 石井　聖岳　絵　 ＰＨＰ研究所 2004

2 E おり ろくちゃんとはっくしょん 織茂　恭子　さく 福音館書店 1996

3 E かこ あおいめ　くろいめ　ちゃいろのめ かこさとし　絵と文　 偕成社 1972

4 E こ かおかおどんなかお 柳原　良平　作・絵　 こぐま社 1988

5 E たか まあちゃんのながいかみ たかどの　ほうこ　さく 福音館書店 1995

6 E ちよ めの　まど　あけろ 谷川　俊太郎　ぶん 長　新太　え　 福音館書店 1984

7 E はま てとてとてとて 浜田　桂子　さく 福音館書店 2008

8 E ふか あし　にょきにょき 深見　春夫　作・絵 岩崎書店 1980

9 E ほり あーといってよあー 小野寺　悦子　ぶん 堀川　理万子　え 福音館書店 2015

10 E ウエ にげだしたひげ シビル・ウェッタシンハ　さく のぐち　ただし　やく 福武書店 1988

11 E キム からだのなかにはなにがある？ キム　ヨンミョン　文 キム　ユデ　絵 かみや　にじ　訳 岩波書店 2012

12 E シユ もうすぐぬけそうぐらぐらのは ディー・シュルマン　作・絵 山脇　恭　訳　 フレーベル館 1999

13 E タフ わたしのて ジーン・ホルゼンターラー　ぶん ナンシー・タフリ　え はるみ　こうへい　やく 童話館出版 2002

14 E マツ 海べのあさ ロバート・マックロスキー　文・絵 石井　桃子　訳 岩波書店 1979

15 EK かこ はははのはなし 加古　里子　ぶん・え　 福音館書店 1982

16 EK ごみ からだのみなさん 五味　太郎　〔作〕　 福音館書店 2005

17 EK ほり ほね 堀内　誠一　さく　 福音館書店 1981

18 EK やぎ かさぶたくん やぎゅう　げんいちろう　さく　 福音館書店 2000

19 EK ガル あなたのはな ポール・シャワーズ　ぶん ポール・ガルドーン　え 松田　道郎　やく 福音館書店 1969

20 EK グラ みんなのからだ ミック・マニング　作 ブリタ・グランストローム　作 百々　佑利子　訳 岩波書店 1998
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21 EK ケラ 口を大きくあけて！ ローリー・ケラー　作 木坂　涼　訳 講談社 2002

22 EK 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 こうやま　じゅん　やく 福音館書店 2008

23 EＭ しみ ふしぎなたいこ 石井　桃子　ぶん 清水　崑　え 岩波書店 1975

24 EＭ ホフ ながいかみのラプンツェル グリム　作 フェリクス・ホフマン　え せた　ていじ　やく 福音館書店 1970

25 240 ふ エジプトのミイラ アリキ　文と絵 神鳥　統夫　訳 　 あすなろ書房 2000

26 283 た ダーウィンと進化論 バーナード・ストーンハウス　作 菊池　由美　訳　 玉川大学出版部 2015

27 283 め メンデルと遺伝 ウィルマ・ジョージ　作 新美　景子　訳 玉川大学出版部 2016

28 367 ろ わたしらしく、ＬＧＢＴＱ　１ ロバート・ロディ　著 ローラ・ロス　著 上田　勢子　訳 大月書店 2017

29 380 ひ はがぬけたらどうするの？ セルビー・ビーラー　文 ブライアン・カラス　絵 こだま　ともこ　訳 フレーベル館 1999

30 460 た 人類の誕生と大移動 イアン・タターソル　著 ロバート・デーサル　著 パトリシア・Ｊ．ウィン　著 西村書店 2015

31 490 あ あぶない！守ろう！だいじな目　１～２ 汐文社 2015

32 490 い うちにあかちゃんがうまれるの いとう　えみこ　文 伊藤　泰寛　写真 ポプラ社 2004

33 490 か からだのふしぎたんけんえほん ＰＨＰ研究所 2015

34 490 の 脳のひみつ ＰＨＰ研究所 2016

35 490 は 脳とからだ スティーブ・パーカー　著 デイビッド・ウェスト　絵 井上　貴央　訳 西村書店 2016

36 490 ひ 人のからだ 学研教育出版 2009

37 490 ひ 人のからだのなぜ？ ナムーラミチヨ　絵 偕成社 2007

38 490 ろ ６００以上の筋肉と２０６個の骨をもつ体 ポール・ロケット　文 藤田　千枝　訳 玉川大学出版部 2015

39 590 り 料理でわかるふしぎ・びっくり！？　４ 河出書房新社 2003

40 780 い 調べよう！知ろう！体とスポーツ　１～３ 稲葉　茂勝　企画・構成 こどもくらぶ　編集 ベースボール・マガジン社 2017

41 780 つ つくろう！食べよう！勝負ごはん　１～３ 日本図書センター 2015～2016

42 913 い なみだひっこんでろ 岩瀬　成子　作 上路　ナオ子　絵 岩崎書店 2012

43 913 な ぼくにはしっぽがあったらしい なかがわ　ちひろ　作・絵 理論社 1998

44 913 な ひらけ蘭学のとびら 鳴海　風　著 関屋　敏隆　画 岩崎書店 2017

45 913 ま くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡　享子　作 寺島　龍一　画 福音館書店 1968

46 933 し ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ　作 島村　浩子　訳 偕成社 2016

47 933 て エヴァが目ざめるとき ピーター・ディッキンソン　作 唐沢　則幸　訳 徳間書店 1994

48 933 ふ ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン　文 トミー・ウンゲラー　絵 さくま　ゆみこ　訳 あすなろ書房 1998

49 933 ま おじいちゃんの目、ぼくの目 Ｐ・マクラクラン　作 広野　多珂子　絵 若林　千鶴　訳 文研出版 1999

50 933 ま 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン　作 矢島　真澄　絵 日当　陽子　訳 フレーベル館 2007
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休館日 １１/６(月)、１１/７(火)、１１/１３(月)、１１/２０（月）、１１/２４（金）、１１/２７（月）、１１/３０（木）


