
 4月展示（児童）

タイトル 著者 分類 出版年

いろいろたまご図鑑 480.3 2005.2

メダカのたまごはなぜまるい たまごの形くらべ 七尾 純/著 481.2 2006.2

たまご大図鑑 色・形・大きさ、さまざま! 山岸 敦/監修 481.2 2012.8

ふしぎなカプセル 鳥のたまご 池内 俊雄/著
岩崎 保宏/絵

488.1 2003.12

たまごのひみつ 清水 清/著 488.1 2005.4

赤い卵のひみつ 樋口 広芳/著
鈴木 まもる/絵

488.8 2011.7

王さまばんざい おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫/作
和歌山 静子/画

913 2009.2

こまったさんのオムレツ 寺村 輝夫/作
岡本 颯子/絵

913 1983.11

ダヤンと恐竜のたまご 池田 あきこ/著 913.6 2012.4

ゴリラでたまご 内田/麟太郎‖作
日隈/みさき‖絵

913.6 2013.3

たまごがわれたら 寺村 輝夫/作
尾崎 真吾/絵

913.6 2011.5

おばけ屋のおばけたまご あわた のぶこ/文
ただ はるよし/絵

913.6 2008.3

ぞうのたまごのたまごやき 寺村 輝夫/作
和歌山 静子/絵

913.6 2009.4

たまごがわれたら 寺村 輝夫/作
尾崎 真吾/絵

913.6 2011.5

玉子の卵焼き 上条 さなえ/作
陣崎 草子/絵

913.6 2010.4

こちらたまご応答ねがいます 岸 信子/作 本間 弘子/絵 913.6 2008.11

うちゅうたまご 荒井 良二/作・絵 E 2009.8

たまごさんがね・・ とよた かずひこ/さく・え E 2008.9

だれのたまご 斉藤 洋/作 高畠 那生/絵 E 2012.5

きんのたまごのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン/さく
レナード・ワイスガード/え

E 2004.7
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たまごのはなし かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち ダイアナ・アストン/文
シルビア・ロング/絵

E 2007.4

きょうりゅうのたまごにいちゃん あきやま ただし/作・絵 E 2012.10

おばけときょうりゅうのたまご ジャック・デュケノワ/さく
おおさわ あきら/やく

E 2011.5

たまごのあかちゃん かんざわ としこ/ぶん
やぎゅう げんいちろう/え

E 1993.2

いろいろたまご 山岡 ひかる/作 E 2007.7

たまごにいちゃん あきやま ただし/作・絵 E 2001.9

たまごってふしぎ アリス・プロベンセン/作
マーティン・プロベンセン/作
こみや ゆう/訳

E 2012.1

あれこれたまご とりやま みゆき/文
中の 滋/絵

E 2007.5

ふしぎなたまご 改版 ディック・ブルーナ/ぶん え
いしい ももこ/やく

E 2010.4

ゆでたまごひめ 苅田 澄子/さく
山村 浩二/え

E 2011.10

ねこざかなのたまご わたなべ ゆういち/作・絵 E 2010.2

たまごのなかにいるのはだあれ? ミア ポサダ/さく
ふじた ちえ/やく

E 2010.5

おおきなたまご M.P.ロバートソン/作・絵
ささやま ゆうこ/訳

E 2009.3

へびのたまご? accototo/さく E 2008.12

たまご 中川 ひろたか/ぶん
平田 利之/え

E 2008.2

にわとりママとはじめてのたまご アンドレ・ダーハン/作
きたやま ようこ/訳

E 2005.12

ともだちのたまご さえぐさ ひろこ/文
石井 勉/絵

E 2005.7

ふたごのたまご 改訂新版 寺村 輝夫/さく
和歌山 静子/え

E 2003.12

かぜひきたまご 舟崎 克彦/文 杉浦 範茂/絵 E 2001.12
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そらをとんだたまごやき 落合 恵子/文 和田 誠/絵 E 1993.11

ゆうれいのたまご せな けいこ/[作] E 1992.6

たまごからうまれた女の子 谷 真介/文 赤坂 三好/絵 E 1991.3

びっくりたまご エリック・バテュ/作・絵 小
森 香折/訳

E 2006.11

けいとのたまご いしい つとむ/さく E 2009.10

はじめはタマゴ ローラ・ヴァッカロ・シー
ガー‖さく

E 2014.5

あひるのたまご さとう わきこ/さく・え E 2012.1

おめでとうのおふろやさん とよた/かずひこ‖さく・え E 2014.1

とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール/さく
さの ようこ/やく

E 2006.9
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