
※ＥＫは科学絵本です。

書　　　　　　　　　　　名 出版者名 出版年
1 E あね はるにれ 姉崎　一馬　写真 福音館書店 1981
2 E あら 森の絵本 長田　弘　作 荒井　良二　絵 講談社 1999
3 E あん もりのえほん 安野　光雅　〔画〕 福音館書店 1981
4 E いせ 大きな木のような人 いせ　ひでこ　作 講談社 2009
5 E ひろ ピーテル、はないちばへ 広野　多珂子　文・絵 福音館書店 2015
6 E むら おおきなきがほしい さとう　さとる　ぶん むらかみ　つとむ　え 偕成社 1971
7 E オル 根っこのこどもたち目をさます ジビレ・フォン・オルファース　え ヘレン・ディーン・フィッシュ　ぶん いしい　ももこ　やく・へん 童話館出版 2003
8 E クー ルピナスさん バーバラ・クーニー　さく かけがわ　やすこ　やく　 ほるぷ出版 1987
9 E クリ 小さなたね ボニー・クリステンセン　作 渋谷　弘子　訳 さ・え・ら書房 2013
10 E グレ はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン　さく マーガレット・ブロイ・グレアム　え もり　ひさし　やく ペンギン社 1981
11 E シー 木はいいなあ ジャニス・メイ・ユードリィ　さく マーク・シーモント　え さいおんじ　さちこ　やく　 偕成社 1976
12 E シル おおきな木 シェル・シルヴァスタイン　作 村上　春樹　訳　 あすなろ書房 2010
13 E スミ グランパ・グリーンの庭 レイン・スミス　作 青山　南　訳 ＢＬ出版 2012
14 E スモ リディアのガーデニング サラ・スチュワート　文 デイビッド・スモール　絵 福本  友美子　訳　 アスラン書房 1999
15 E チエ ハスの花の精リアン チェン　ジャンホン　作・絵 平岡　敦　訳 徳間書店 2011
16 E デミ 皇帝にもらった花のたね デミ　作・絵 武本　佳奈絵　訳　 徳間書店 2009
17 E ニヴ その手に１本の苗木を クレア・Ａ．ニヴォラ　作 柳田　邦男　訳 評論社 2009
18 E バツ 木を植えた男 ジャン・ジオノ　原作 フレデリック・バック　絵 寺岡　襄　訳 あすなろ書房 1989
19 E バレ マクドナルドさんのやさいアパート ジュディ・バレット　文 ロン・バレット　画 ふしみ　みさを　訳　 朔北社 2009
20 E フオ 少年の木 マイケル・フォアマン　作・絵 柳田　邦男　訳 岩崎書店 2009
21 E ブレ みどりの船 クェンティン・ブレイク　作 千葉　茂樹　訳 あかね書房 1998
22 E ミユ 庭をつくろう！ ゲルダ・ミューラー　作 ふしみ　みさを　訳　 あすなろ書房 2015
23 E レイ ガブリエリザちゃん Ｈ・Ａ・レイ　作 今江　祥智　訳 文化出版局 1982
24 EＫ あら チューリップ 荒井　真紀　さく 小学館 2017
25 EＫ かい たねがとぶ 甲斐　信枝　さく 福音館書店 1993
26 EＫ こで いっしょだよ 小寺　卓矢　写真・文 アリス館 2012
27 EＫ ひら たんぽぽ 平山　和子　ぶん・え 福音館書店 1976
28 EＫ マケ 木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ　文 ジル・マケルマリー　絵 池本　佐恵子　訳 ＢＬ出版 2015
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書　　　　　　　　　　　名 出版者名 出版年
29 470 さ はるのくさばなあそび 佐野　高太郎　写真 ひさかたチャイルド 2018
30 470 は のはらのずかん 長谷川　哲雄　作 岩崎書店 1992
31 470 ひ 葉っぱのあかちゃん 平野　隆久　写真・文 岩崎書店 2008
32 470 ま 野の花えほん 前田　まゆみ　作 あすなろ書房 2009
33 620 し やさいの花 埴　沙萠　写真 嶋田　泰子　文　 ポプラ社 2016
34 620 つ ねこさんかぞくのみどりのカーテン 津田　直美　作 ブロンズ新社 2009
35 650 い わたしは樹木のお医者さん 石井　誠治　著 くもん出版 2016
36 650 い 里山のおくりもの 今森　光彦　写真・文 世界文化社 2008
37 911 い くさはらだより 飯塚　須磨子　作 こいで　やすこ　画 リーブル 2008
38 913 お ユメミザクラの木の下で 岡田　淳　著 理論社 1998
39 913 か 歌う樹の星 風野　潮　作 ポプラ社 2015
40 913 く ハーブガーデン 草野　たき　作 北見　葉胡　絵 岩崎書店 2009
41 913 た みどりいろのたね たかどの　ほうこ　作 太田　大八　絵 福音館書店 1988
42 913 ま みしのたくかにと 松岡　享子　作 大社　玲子　絵 こぐま社 1998
43 913 ま つくしちゃんとすぎなさん まはら　三桃　作 陣崎　草子　絵 講談社 2015
44 933 う 緑の霧 キャサリン・ヴァン・クリーヴ　作 三辺　律子　訳 ほるぷ出版 2017
45 933 に 緑の精にまた会う日 リンダ・ニューベリー　作 野の　水生　訳 平澤　朋子　絵 徳間書店 2012
46 933 は 秘密の花園 Ｆ．Ｈ．バーネット　作 猪熊　葉子　訳 堀内　誠一　画　 福音館書店 2003
47 933 ふ 種をまく人 ポール・フライシュマン　著 片岡　しのぶ　訳 　 あすなろ書房 1998
48 933 ふ マクブルームさんのすてきな畑 Ｓ．フライシュマン　作 Ｑ．ブレイク　画 金原　瑞人　訳　 あかね書房 1994
49 933 め グリーンフィンガー ポール・メイ　作 シャーン・ベイリー　絵 横山　和江　訳　 さ・え・ら書房 2009
50 943 ら 庭師の娘 ジークリート・ラウベ　作 若松　宣子　訳 中村　悦子　絵 岩波書店 2013
51 943 ろ リンゴの木の上のおばあさん ミラ・ローベ　作 塩谷　太郎　訳 岩波書店 2013
52 953 と みどりのゆび モーリス・ドリュオン　作 安東　次男　訳 岩波書店 2002

53 990 く オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ　作 マイヤ・カルマ　絵 渡部　翠　訳 福音館書店 2015
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休館日 ４/２３(月)、５/1(火)、５/７（月）、５/８(火）、５/１４(月)、５/２１（月）、５/２８（月）、５/３１（木）




