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1 あかちゃんがうまれたよ アナスタシア　スェン∥作
チーウェイ　チャン∥絵 中井 貴惠∥訳

岩崎書店 2004 ｴﾎﾝ/ス 集密書庫 1200375341

2 あがりめ　さがりめ　だいじなめ かこ　さとし∥〔作〕 童心社 1980 J 491/ﾃｲ3 集密書庫 1200014478

3 あがりめさがりめ いまき みち∥さく 福音館書店 1992 ｴﾎﾝ/ｲ 乳幼児絵本 1200851838

4 あくび 中川 ひろたか∥文 飯野 和好∥絵 文渓堂 1999 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200290870

5 あたまをなくしたおとこ
クレール　H.ビショップ∥ぶん
ロバート　マックロスキー∥え
もりうち すみこ∥やく

瑞雲舎 2011 ｴﾎﾝ/ﾋﾞ 児童室 1200697066

6 あっはっは 谷川 俊太郎∥さく　堀内 誠一∥え くもん出版 2009 ｴﾎﾝ/ﾀ 乳幼児絵本 1200862249

7 あっぷっぷ 中川 ひろたか∥文 村上 康成∥絵 ひかりのくに 2003 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200129961

8 あべこべめがね 藤村 かおり∥文
いわしろ いずみ∥絵

東京書籍 1995
J 913/ﾃｲ

1505
集密書庫 1200197976

9 あまいね、しょっぱいよ ふくだ じゅんこ∥絵 グランまま社 2006 ｴﾎﾝ/ﾌ 集密書庫 1200581765

10 いいおかお 松谷 みよ子∥文 瀬川 康男∥[絵] 童心社 1978 ｴﾎﾝ/ﾏ 乳幼児絵本 1200841664

11 いいおかお さえぐさ ひろこ∥文 アリス館 2004 ｴﾎﾝ/ｻ 乳幼児絵本 1200853719

12
いっしょにあそぼうおめめ
おはなおくち

コンドウ アキ∥絵　文
JTBパブリッ

シング
2010 ｴﾎﾝ/ｺ 乳幼児絵本 1200855375

13 いっちゃん 二宮 由紀子∥文
村上 康成∥絵

解放出版社 2007 ｴﾎﾝ/ﾆ 児童室 1200624920

14
いつもトンボとにらめっこ
田んぼに赤いなぞを追う

谷本 雄治∥著 岩崎書店 2010 J 486/ﾀﾆ 児童室 1200690095

15 いないいないばあ いもと ようこ∥作 講談社 2018 ｴﾎﾝ/ｲ 乳幼児絵本 1200858999

16
いないいないばあ!
めくってあそべて鏡つき

フランチェスカ　フェッリ∥絵 世界文化社 2006 ｴﾎﾝ/ﾌ 集密書庫 1200599023

17 いないいないばああそび きむら ゆういち∥さく 偕成社 1989 ｴﾎﾝ/ｷ 集密書庫 1200817250

18 うえきばちです 川端 誠∥作 BL出版 2007 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200631644

19 うそみーるめがね いわむら かずお∥文　絵 復刊ドットコム 2017 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200744678

20 うっかりおじさん エマ　ヴィルケ∥作 きただい えりこ∥訳 朔北社 2019  ｴﾎﾝ/ﾋﾞ 児童室 1200761086

21 うれしいさんかなしいさん まつおか きょうこ∥さく　え
東京子ども

図書館
2012 ｴﾎﾝ/ﾏ 集密書庫 1200706438

22 お?かお! ひらぎ みつえ∥作 ほるぷ出版 2017 ｴﾎﾝ/ﾋ 集密書庫 1200760534

23 おいしいおかおパピプペポ とよた かずひこ∥著 アリス館 2010 ｴﾎﾝ/ﾄ 集密書庫 1200850475

24 おかあさんの顔
ロディ　ドイル∥文
フレヤ　ブラックウッド∥絵
石津 ちひろ∥訳

フレーベル館 2013 ｴﾎﾝ/ﾄﾞ 集密書庫 1200837597

25 オカのカオ サカサあそび 谷川 晃一∥作 童心社 2012 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200704748

26 おくちをあーん きむら ゆういち∥作 長谷川 義史∥絵
 ひさかた
チャイルド

2010 ｴﾎﾝ/ｷ 乳幼児絵本 1200686598

ブックリスト 「ふふふ どんな かお」（50音順）
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27 おじいちゃんの目、ぼくの目 P　マクラクラン∥作 若林 千鶴∥訳
広野 多珂子∥絵

文研出版 1999 J 933/ﾏｸ 児童室 1200516332

28 おとうさんのかお 岩瀬 成子∥作
いざわ 直子∥絵

佼成出版社 2020 J 913/ｲﾜ 児童室 1200770061

29 おひげおひげ 内田 麟太郎∥作 西村 敏雄∥絵 鈴木出版 2012  ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200704581

30 おひさまでるよ 齋藤 槇∥さく ほるぷ出版 2020 ｴﾎﾝ/ｻ 児童室 1200767471

31 オポッサムはないてません フランク　タシュリン∥文　絵 小宮 由∥
訳

大日本図書 2018 J 933/ﾀｼ 児童室 1200755146

32
おめんです
あっ!とおどろくしかけえほん

いしかわ こうじ∥作　絵 偕成社 2013  ｴﾎﾝ/ｲ/1 児童室 1200759981

33 お面 井上 重義∥文 日本玩具博物館∥監修 文溪堂 2012 J 711/ｲﾉ 児童室 1200706776

34 かお LaZOO∥さく　え 学研 2003 ｴﾎﾝ/ｶ 知識絵本 1200353579

35 かおかおどんなかお 柳原　良平∥作　絵 こぐま社 1988 ｴﾎﾝ/ﾔ 乳幼児絵本 1200851820

36 かぐ・五感の本
クロード　デラフォッス∥原案　制作
ソフィー　ニフケ∥原案　制作
ガリマール　ジュネス社∥原案　制作
ソフィー　ニフケ∥絵 手塚 千史∥訳

岳陽舎 2002 J 491/ｶｸﾞ 児童室 1200312716

37 かめんやさん まきうち れいみ∥文 ひだか きょうこ∥
絵

文芸社 2016 ｴﾎﾝ/ﾏ 児童室 1200739736

38 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中 かな子∥訳 スズキ コージ∥画 福音館書店 1988  ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200262473

39 からだのふしぎ ひみつはっけん! にしもと おさむ∥絵
清水 洋美∥構成　文

世界文化社 2016 J 491/ｶﾗ 児童室 1200737185

40 カラフル 新井 洋行∥作　絵 岩崎書店 2016 ｴﾎﾝ/ｱ 乳幼児絵本 1200760492

41
きゅうきゅうばこ　かがくのともの
けがのてあてのおべんきょう

やまだ まこと∥ぶん
やぎゅう げんいちろう∥え

 福音館書店 2017 ｴﾎﾝ/ﾔ 児童室 1200741740

42 ぐーぐーぐー イルソン　ナ∥作 小島 希里∥訳 光村教育図書 2008 ｴﾎﾝ/ﾅ 集密書庫 1200645420

43

くさい!
だれでもなんでも、においパワーが
ばくはつだ!

クライヴ　ギフォード∥著
ピート　ガムレン∥絵 桑原 洋子∥訳

河出書房新社 2020 J 491/ｼﾞﾌ 児童室 1200766887

44
鳥のふしぎ いろいろなすがたを
しているのはなぜ? 1　くちばし

平野 敏明∥監
小堀 脩男∥企画　安斉 俊∥絵

理論社 2019 J 488 /ﾄﾘ/1 児童室 1200761706

45 くっついた 三浦 太郎∥作  絵 こぐま社 2005 ｴﾎﾝ/ﾐ 乳幼児絵本 1200841680

46
くらべてわかる!
ほんとのおおきさ動物図鑑

イザベラ　グロット∥イラスト
リタ　マベル　スキアーヴォ∥文
岡 朋子∥訳

エクスナレッジ 2019 J 480/ｸﾞﾛ 児童室 1200861944

47 ココペリのかおみっけ! なかわか りさ∥作
タリーズ
コーヒー
ジャパン

2013 ｴﾎﾝ/ﾅ 集密書庫 1200711354

48 こども大図鑑人体 リチャード　ウォーカー∥著
ぷれす∥日本語版編集

 河出書房新社 2011 J 491/ｳｵ 児童室 1200699930

49 このはなだれの？ 堀 浩∥監修 内山 晟∥写真撮影 ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ 2006 J 480/ｺﾉ 児童室 1200580460

50 こぶとりじい おおかわ えっせい∥ぶん
おおた こうし∥え

ポプラ社 1968  ｴﾎﾝ/ﾑ 昔話絵本 1200182333

51 こぶとりじい おざわ としお∥ぶん
きくち あやこ∥ぶん くまだ いさむ∥え

くもん出版 2005 ｴﾎﾝ/ｵ 昔話絵本 1200550190

52 これがほんとの大きさ! 続 スティーブ　ジェンキンズ∥
佐藤 見果夢∥訳

評論社 2008  ｴﾎﾝ/ｼﾞ/2 知識絵本 1200660056

53 これはあたま 五味 太郎∥作　絵 岩崎書店 1999 ｴﾎﾝ/ｺﾞ 集密書庫 1200511390
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54 コワフの消えた鼻 牧野 良幸∥さく 長崎出版 2007 ｴﾎﾝ/ﾏ 集密書庫 1200628038

55 さかなとあっぷっぷ! 白田 久美∥文 小林 安雅∥写真 学研 2005 J 487/ﾊｸ 児童室 1200537619

56 さわってごらんだれのかお? なかつか ゆみこ∥さく  え
大内 進∥監修　福本 正幸∥監修

岩崎書店 1999 J 801/ﾅｶ 児童室 1200851580

57 しかめっつらあかちゃん ケイト　ペティ∥文
ジョージー　バーケット∥絵 木坂 涼∥訳

ほるぷ出版 2009  ｴﾎﾝ/ﾊﾟ 児童室 1200667275

58 しろいまゆげのトラ
ジンスク∥文 ペク テスン∥絵
星 あキラ∥共訳 キム ヨンジョン∥共訳
小澤 俊夫∥監修

瑞雲舎 2007 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200638078

59
すごい目玉をもったアザラシが
いる!

山本 省三∥文 喜多村 武∥絵
遠藤 秀紀∥監修

くもん出版 2008 ｴﾎﾝ/ﾔ 知識絵本 1200650529

60 ずら～りイモムシならべてみると… 高岡 昌江∥ぶん
安田 守∥しゃしん

アリス館 2012 J 486/ﾀｶ 児童室 1200704177

61 ずら～りカエルならべてみると… 高岡 昌江∥ぶん
松橋 利光∥しゃしん

アリス館 2002 J 487/ﾀｶ 児童室 1200285573

62 せんたくかあちゃん さとう　わきこ∥さく　え 福音館書店 1982 ｴﾎﾝ/ｻ 児童室 1200134037

63
ゾウの長い鼻には、おどろきのわけ
がある!

山本 省三∥文 喜多村 武∥絵
遠藤 秀紀∥監修

くもん出版 2008 ｴﾎﾝ/ﾔ 知識絵本 1200650537

64 ぞうのはなはなぜながい ラドヤード　キプリング∥原作
寺村 輝夫∥文 長 新太∥絵

集英社 2009 J 933/ｷﾂ 児童室 1200681755

65 ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん 末吉 暁子∥作 垂石 眞子∥絵 あかね書房 2009 J 913/ｽｴ 児童室 1200669438

66 だ～れだ? ふじわら こういち∥しゃしん　ぶん 新日本出版社 2010 ｴﾎﾝ/ﾌ 児童室 1200686903

67 たかこ 清水 真裕∥文 青山 友美∥絵 童心社 2011 ｴﾎﾝ/ｼ 集密書庫 1200696985

68 だっだぁー 赤ちゃんのことばあそび ナムーラミチヨ∥作 主婦の友社 2004 ｴﾎﾝ/ﾅ 乳幼児絵本 1200386728

69 だまされる目錯視のマジック 竹内 龍人∥監修　解説 誠文堂新光社 2009 J 145/ﾀﾞﾏ 児童室 1200669214

70 だまし絵・錯視大事典 椎名 健∥監修 あかね書房 2015 J 725/ﾀﾞﾏ 児童室 1200723805

71

だまし絵でわかる脳のしくみ
遊びながら体験する脳のスゴい機
能

竹内 龍人∥著 誠文堂新光社 2012 J 145/ﾀｹ 児童室 1200702023

72
だまし絵の不思議な世界
誰でも描ける・へんな立体が作れる

杉原 厚吉∥著 誠文堂新光社 2011 J 725/ｽｷﾞ 児童室 1200700852

73 でんしゃの顔 もちだ あきとし∥ぶん　しゃしん 小峰書店 2003 J 536/ﾓﾁ 児童室 1200131116

74
トゥース・フェアリー
妖精さん、わたしの歯をどうするの?

ピーター　コリントン∥作 BL出版 1998 ｴﾎﾝ/ｺ 児童室 1200508412

75 どうぶつとあっぷっぷ! 白田 久美∥文 福田 豊文∥写真 学研 2006 J 480/ﾊｸ 集密書庫 1200597506

76 どうぶつのからだ 1 増井 光子∥監修
ネイチャー　プロ編集室∥編著

偕成社 2010
J 481/ﾄﾞｳ/

1
児童室 1200682423

77 トマトさん 田中 清代∥さく 福音館書店 2006 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200528162

78 ドラキュラのひげをつけた魔女 橋立 悦子∥作　絵 銀の鈴社 2001 J　913/ﾊｼ 集密書庫 1200271649

79 どんなかお?
ジュリー　クラーク∥作
ナディーム　ザイディ∥絵
もき かずこ∥訳

フレーベル館 2004 ｴﾎﾝ/ｱ 集密書庫 1200394243

80 どんなかお?こんなかお! ニコラ　スミー∥さく せな あいこ∥やく 評論社 2006 ｴﾎﾝ/ｽ 集密書庫 1200582458

81 ないた 中川 ひろたか∥作 長 新太∥絵 金の星社 2004 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200142451

82 なきむしなっちゃん そうま こうへい∥作
かとう あやこ∥絵

講談社 2010 J 913/ｿｳ 児童室 1200860755
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83 なくのかな 内田 麟太郎∥作 大島 妙子∥絵 童心社 2018  ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200750469

84
なぜイヌの鼻はぬれているの?
ノアの箱舟のふしぎな話

ケネス　スティーブン∥文
オイヴィン　トールシェーテル∥絵
ひだに れいこ∥訳

西村書店 2014 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200722989

85 にこにこおかお とよた かずひこ∥著 アリス館 2010 ｴﾎﾝ/ﾄ 児童室 1200691051

86 にらめっこ 七尾 純∥文 久保 秀一∥写真 偕成社 2002 J 486/ﾅﾅ 児童室 1200282000

87 にらめっこ 杉田 豊∥作 講談社 2003 ｴﾎﾝ/ｽ 集密書庫 1200360616

88 ねぐせのしくみ ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社 2020  ｴﾎﾝ/ﾖ 児童室 1200768750

89 ネコの目からのぞいたら
シルヴァーナ　ガンドルフィ∥作
関口 英子∥訳 ジュリア　オレッキア∥
絵

岩波書店 2013 J 973/ｶﾞﾝ 児童室 1200712451

90 ねむいねむい たかの のりこ∥作　絵 講談社 2002 ｴﾎﾝ/ﾀ 乳幼児絵本 1200293676

91 ねむたいねむたい やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店 2018 ｴﾎﾝ/ﾔ 乳幼児絵本 1200753364

92 ねんね さこ ももみ∥作 講談社 2008 ｴﾎﾝ/ｻ 乳幼児絵本 1200855193

93 はなおとこ
ヴィヴィアン　シュワルツ∥作
ジョエル　スチュアート∥絵
ほむら ひろし∥訳

偕成社 2009 ｴﾎﾝ/ｼ 児童室 1200814604

94 はなげばあちゃん 山田 真奈未∥作　絵 パロル舎 2009  ｴﾎﾝ/ﾔ 児童室 1200681003

95 はなをほじほじいいきもち ダニエラ　クロート‐フリッシュ∥さく
たかはし ようこ∥やく

偕成社 1997 ｴﾎﾝ/ｸ 児童室 1200504312

96 ハハハのがくたい たかはし ゆうじ∥ぶん
やぎゅう げんいちろう∥え

福音館書店 2009  ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200668513

97 ひげをのばした　おうさまのはなし 磯田　和一∥さく　え PHP研究所 1984
J 913/ﾃｲ

1012
集密書庫 1200225025

98 ふしぎなまちのかおさがし 阪東 勲∥写真　文 岩崎書店 2011 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ 児童室 1200695391

99 ふつうやない! はなげばあちゃん 山田 真奈未∥さく　え 福音館書店 2018 J 913/ﾔﾏ 児童室 1200750550

100 ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫∥写真 茂木 透∥写真
長 新太∥文

福音館書店 1990 ｴﾎﾝ/ﾁ 知識絵本 1200840096

101 ふりかえりおじさん あんざい みずまる∥えとぶん コーキ出版 1979
ｴﾎﾝ/

ﾃｲ1535
集密書庫 1200005484

102 へんなかお 大森 裕子∥著 白泉社 2011 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200760054

103 ぼく、なきむし? 長谷川 知子∥[作] 文研出版 2010 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200688057

104 ぼくはオニじゃない! 福田 岩緒∥作 童心社 2002 ｴﾎﾝ/ﾌ 集密書庫 1200297107

105 ほっぺのすきなこ 木坂 涼∥作 杉田 比呂美∥絵 岩崎書店 2007 ｴﾎﾝ/ｷ 児童室 1200633376

106
ほんとのおおきさ・あかちゃん
動物園

小宮 輝之∥監修 尾崎 たまき∥写真
柏原 晃夫∥絵 高岡 昌江∥文

学研教育出版 2014 J 480/ﾎﾝ 児童室 1200718227

107 ほんとのおおきさ・なかよし動物園 小宮 輝之∥監修 尾崎 たまき∥写真
柏原 晃夫∥絵 高岡 昌江∥文

学研教育出版 2011 J 489/ﾎﾝ 児童室 1200817987

108 ほんとのおおきさ水族館 小宮 輝之∥監修 松橋 利光∥写真
柏原 晃夫∥絵 高岡 昌江∥文

学研教育出版 2010 J 481/ﾎﾝ 集密書庫 1200684700

109 まあ、なんてこと! デイビッド　スモール∥作 藤本 朝巳∥
訳

平凡社 2008  ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200643656

110 まちにはいろんなかおがいて 佐々木 マキ∥文　写真 福音館書店 2013 ｴﾎﾝ/ｻ 児童室 1200712774

111 まてまて!きつねのおめん しらかた みお∥さく　え 新風舎 2006 ｴﾎﾝ/ｼ 集密書庫 1200563029
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112 まばたき 穂村 弘∥作 酒井 駒子∥絵 岩崎書店 2014 ｴﾎﾝ/ﾎ 児童室 1200722500

113 まゆげのひみつ いまむら いくよ∥さく
いわさき りか∥え

新風舎 2007 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200633863

114 まんまるおかお とよた かずひこ∥著 アリス館 2010 ｴﾎﾝ/ﾄ 集密書庫 1200839874

115 みにくいシュレック ウィリアム　スタイグ∥文と絵
おがわ えつこ∥訳

セーラー出版 1991 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2570 集密書庫 1200108460

116 みんなおおあくび 薮内 正幸∥さく 福音館書店 2003 ｴﾎﾝ/ﾔ 児童室 1200325809

117 みんなのかお さとう あきら∥写真
とだ きょうこ∥文

福音館書店 1994 J 489/ﾃｲ24 児童室 1200156519

118 みんなのかお そうま こうへい∥ぶん
たぶち あい∥え

絵本館 2002 ｴﾎﾝ/ｿ 児童室 1200287967

119 むしとあっぷっぷ! 白田 久美∥文 海野 和男∥写真 学研 2006 J 486/ﾊｸ 集密書庫 1200583985

120 むしのかお 新開 孝∥写真　文 ポプラ社 2010 J 486/ｼﾝ 児童室 1200688420

121
め・みみ・はな・くち・ゆびで
あじわうお料理絵本

坂本 廣子∥著 まつもと きなこ∥絵 偕成社 2004 J 596/ｻｶ 児童室 1200370532

122 めがねなんか、かけないよ レイン　スミス∥さく 青山 南∥やく ほるぷ出版 1993 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200830279

123 メガネをかけたら くすのき しげのり∥作
たるいし まこ∥絵

小学館 2012 ｴﾎﾝ/ｸ 児童室 1200706289

124 めのはなし 堀内 誠一∥さく 福音館書店 2019 ｴﾎﾝ/ﾎ 児童室 1200758611

125 もうわらった やすおか かよこ∥文
うしろ よしあき∥文 かさい まり∥絵

教育画劇 2007 ｴﾎﾝ/ﾔ 乳幼児絵本 1200632311

126 もっと!ほんとのおおきさ水族館 小宮 輝之∥監修 尾崎 たまき∥写真
柏原 晃夫∥絵 高岡 昌江∥文

学研教育出版 2012 J 481/ﾓﾂ 児童室 1200704680

127 もっと!ほんとのおおきさ動物園 小宮 輝之∥監修 松橋 利光∥写真
柏原 晃夫∥絵 高岡 昌江∥文

学研教育出版 2009 J 480/ﾓﾂ 児童室 1200817938

128 ももんちゃんあーん とよた かずひこ∥さく　え 童心社 2007 ｴﾎﾝ/ﾄ 乳幼児絵本 1200856829

129 ももんちゃんえーんえーん とよた かずひこ∥さく　え 童心社 2005 ｴﾎﾝ/ﾄ 乳幼児絵本 1200855524

130 ライオン1頭
ケイティ　コットン∥文
スティーブン　ウォルトン∥絵
木坂 涼∥訳 岩城 義人∥訳

BL出版 2016 ｴﾎﾝ/ｺ 児童室 1200732574

131
リンカンがひげをはやしたわけ
開拓期を生きた少女の話

フレッド　トランプ∥著
キット　レイ∥絵 宮木 陽子∥訳

偕成社 1997 J 289/ﾋﾞﾘ/ 児童室 1200504411

132 れおくんのへんなかお 長谷川 集平∥作 理論社 2012 ｴﾎﾝ/ﾊ 集密書庫 1200703146

133 わらっちゃった 大島 妙子∥作 小学館 2006 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200582391

134 ん 長田 弘∥さく 山村 浩二∥え 講談社 2013  ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200713210

135 海の中でにらめっこ 石垣島の海 やまもと ひでき∥写真　文
ボーダー

インク
2002 J 481/ﾔﾏ 児童室 1200311601

136 顔の美術館 タイガー立石∥文と絵 福音館書店 1998 J 701/ﾀｲ 児童室 1200287645

137 魚もみるきく 杉浦宏の魚の話 杉浦　宏∥文 たかはし　きよし∥絵 フレーベル館 1987
J 487/ﾃｲ1

/4
児童室 1200154969

138 見る・五感の本
クロード　デラフォッス∥原案　制作
ソフィー　ニフケ∥原案　制作
ガリマール　ジュネス社∥原案　制作
ソフィー　ニフケ∥絵 手塚 千史∥訳

岳陽舎 2002 J 491/ﾐﾙ 集密書庫 1200312740

139
口を大きくあけて!
歯の学校はこちらです

ローリー　ケラー∥作 木坂 涼∥訳
荻原 和彦∥監修

講談社 2002 ｴﾎﾝ/ｹ 児童室 1200523825
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140 歯のしくみ口のしくみ  阿部 伸一∥著
クインテッセン

ス出版
2014 J 497/ｱﾍﾞ 児童室 1200718987

141
歯科詩集
は、は、は、歯のおはなし

やなせ たかし∥著
大久保 満男∥監修

かまくら春秋社 2013 J 497/ﾔﾅ 児童室 1200711024

142 舌ながばあさん 武 建華∥絵 千葉 幹夫∥文 小学館 2001 ｴﾎﾝ/ﾁ 集密書庫 1200263109

143 知っておきたい!人体のしくみ
ジョン　ファーンドン∥文
ティム　ハッチンソン∥絵
松村 讓兒∥監訳

 東京書籍 2019 J 491/ﾌｱ 児童室 1200760328

144 虫のすがお 電子顕微鏡で見る 鷹取 健∥文 喰代 修∥写真
今井 桂三∥絵

大日本図書 1990
J 486/ﾁﾕｳ

104
集密書庫 1200154019

145 頭の大きなロボット 星 新一∥作 和田 誠∥絵 理論社 2002 J 913/ﾎｼ 児童室 1200288254

146
動物の見ている世界
仕掛絵本図鑑

ギヨーム　デュプラ∥著
渡辺 滋人∥訳

創元社 2014 J 481/ﾃﾞﾕ 児童室 1200721957

147 動物の目、人間の目 滝沢 美絵∥文 ガリレオ工房∥編
伊知地 国夫∥写真

大月書店 2003 J 481/ﾀｷ 児童室 1200349551

148 味わう・五感の本
クロード　デラフォッス∥原案　制作
ソフィー　ニフケ∥原案　制作
ガリマール　ジュネス社∥原案　制作
ソフィー　ニフケ∥絵 手塚 千史∥訳

岳陽舎 2002 J 491/ｱｼﾞ 児童室 1200312708

149
目で見てかんじて
世界がみえてくる絵本

ロマナ　ロマニーシン∥著
アンドリー　レシヴ∥著 広松 由希子∥
訳

河出書房新社 2019 ｴﾎﾝ/ﾛ 児童室 1200763348

150
目のしくみ大研究 なぜ見える?
トラブルを防ぐには?

根木 昭∥監修 PHP研究所 2014 J 491/ﾒﾉ 児童室 1200718391


