
※ＥＫは科学絵本です。

区分 No. 書　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E マヨ おにいちゃんとぼく ローレンス・シメル　文 フアン・カミーロ・マヨルガ　絵 宇野　和美　訳　 光村教育図書 2019

2 E うめ おんちゃんは車イス司書 河原　正実　原案 梅田　俊作　作・絵 岩崎書店 2006

3 E たば さっちゃんの　まほうのて たばた　せいいち　〔ほか〕共同制作 偕成社 1985

4 E かめ てるちゃんのかお 藤井　輝明　文 亀澤　裕也　絵 金の星社 2011

5 E アヴ 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 品川　裕香　訳 岩崎書店 2011

6 E はせ はせがわくんきらいや 長谷川　集平　著 ブッキング 2003

7 E ラン バディ Ａ．オソフスキー　文 テッド・ランド　絵 よしだ　みおり　訳　 燦葉出版社 1996

8 E ふく ぼくは海くんちのテーブル 西原　敬治　ぶん 福田　岩緒　え 新日本出版社 2002

9 E レイ ポケットのないカンガルー Ｈ．Ａ．レイ　え エミイ・ペイン　さく にしうち　ミナミ　やく 偕成社 1994

10 E いし みんなとおなじくできないよ 湯浅　正太　作 石井　聖岳　絵 日本図書センター 2021

11 E テル 夕あかりの国 アストリッド・リンドグレーン　文 マリット・テルンクヴィスト　絵 石井　登志子　訳 徳間書店 1999

12 E まつ わたしいややねん 吉村　敬子　文 松下　香住　絵 偕成社 1980

13 E バル わたしたち手で話します フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク　作 フェレーナ・バルハウス　絵 ささき　たづこ　訳 あかね書房 2006

14 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 土井　美代子　訳　 偕成社 1982

15 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 偕成社 2013

16 EK コロ サリバン先生とヘレン デボラ・ホプキンソン　文 ラウル・コローン　絵 こだま　ともこ　訳 光村教育図書 2016

17 EK つち もうどうけんドリーナ 土田　ヒロミ　さく 福音館書店 1983

18 281 ふ 車いすで国会へ 舩後　靖彦　文 加藤　悦子　文 堀切　リエ　文 子どもの未来社 2021

19 283 ふ ６この点 ジェン・ブライアント　文 ボリス・クリコフ　絵 日当　陽子　訳 岩崎書店 2017

20 310 き きみはどう考える？人権ってなんだろう　１～３ 汐文社 2021

21 320 ひ みんなたいせつ 東　菜奈　構成・訳 渋谷　敦志　写真 岩崎書店 2018

22 330 い 地球村の子どもたち　１～４ 石井　光太　著 少年写真新聞社 2020

23 369 ほ ぼくのおにいちゃん 星川　ひろ子　写真・文 星川　治雄　写真 小学館 1997

24 369 え わたしが障害者じゃなくなる日 海老原　宏美　著 旬報社 2019

25 370 す わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ　編 山内　清子　訳 偕成社 1978

26 370 た アイちゃんのいる教室 高倉　正樹　ぶん・しゃしん 偕成社 2013

27 370 う マララとイクバル ジャネット・ウィンター　さく 道傳　愛子　やく　 岩崎書店 2015
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28 370 も 持続可能な地球のために　第２巻　 茂木　ちあき　著 新日本出版社 2018

29 490 へ 筋ジストロフィーとたたかうステファン トーマス・ベリイマン　写真　文 石井　登志子　訳　 偕成社 1998

30 913 お ぼくのお姉さん 丘　修三　著 かみや　しん　絵 偕成社 1986

31 913 く あひるの手紙 朽木　祥　作 ささめや　ゆき　絵 佼成出版社 2014

32 913 こ トモ、ぼくは元気です 香坂　直　著 講談社 2006

33 913 し 僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥　著 ポプラ社 2017

34 913 ま おとうさんの手 まはら　三桃　作 長谷川　義史　絵 講談社 2011

35 916 し 車いすはともだち 城島　充　著 講談社 2017

36 929 あ もちろん返事をまってます ガリラ・ロンフェデル・アミット　作 母袋　夏生　訳 安藤　由紀　絵　 岩崎書店 1999

37 933 い ねこのパーキンスのおみやげ リンダ・イェトマン　作 くめ　みのる　訳 こうもと　さちこ　絵 偕成社 1996

38 933 う リバウンド Ｅ．ウォルターズ　作 小梨　直　訳 深川　直美　画 福音館書店 2007

39 933 お 片腕のキャッチ Ｍ．Ｊ．アウク　作 日当　陽子　訳　 フレーベル館 2010

40 933 き １１をさがして パトリシア・ライリー・ギフ　作 岡本　さゆり　訳 佐竹　美保　絵 文研出版 2010

41 933 き ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル ウェスリー・キング　作 大西　昧　訳 鈴木出版 2017

42 933 し 秘密をもてないわたし ペニー・ジョエルソン　著 河井　直子　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019

43 933 し チャンプ マーシャ・ソーントン・ジョーンズ　作 もき　かずこ　訳 鴨下　潤　絵 あかね書房 2008

44 933 し バディ Ｖ．Ｍ．ジョーンズ　著 田中　亜希子　訳 ＰＨＰ研究所 2008

45 933 す 世界を７で数えたら ホリー・ゴールドバーグ・スローン　作 三辺　律子　訳　 小学館 2016

46 933 と わたしの心のなか シャロン・Ｍ．ドレイパー　作 横山　和江　訳 鈴木出版 2014

47 933 は ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ　作 中井　はるの　訳　 ほるぷ出版 2015

48 933 ふ マインズ・アイ ポール・フライシュマン　著 片岡　しのぶ　訳 あすなろ書房 2001

49 933 ま ピーティ ベン・マイケルセン　作 千葉　茂樹　訳　 鈴木出版 2010

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 日当　陽子　訳 矢島　真澄　絵　 フレーベル館 2007

51 933 り ぶきっちょアンナのおくりもの ジーン・リトル　作 田崎　真喜子　訳 福武書店 1990

52 943 し リーコとオスカーともっと深い影 アンドレアス・シュタインヘーフェル　作 森川　弘子　訳　 岩波書店 2009

53 943 へ ぼくは松葉杖のおじさんと会った ペーター＝ヘルトリング　作 上田　真而子　訳 偕成社 1988

54 953 る テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック＝プリエト　著 坂田　雪子　訳　 ＰＨＰ研究所 2016
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休館日 １２/６(月）、１２/１３(月）、１２/２０（月）、１２/２７（月）、１２/２９（水）～３１（金）


