
書        名 著       者 出版社 出版年 請求記号

1 おしっこピューン! おしっこのひみつ 七尾 純/構成・文 国土社 1993.2 K491/ﾅ

2 ちとしんぞうのふしぎ すがわら けいこ/絵 学習研究社 1998.2 K491/ｽ

3 くしゃみおならどうしてでるの? すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子/監修 学研 2003.3 K491/ｽｹ

4 コンコン101かい すう息はく息 七尾 純/構成・文 国土社 1990.12 K491/ﾅｼ

5 からだの本 ジルベーヌ・ペロル/原案・制作 岳陽舎 2000.6 K491/ﾍｼ

6 かおたんけんたい すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子/監修 学研 2003.3 K491/ｽｹ/2003

7 てとあしたんけんたい すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子/監修 学研 2003.3 K491/ｽｹ

8 からだ 新版 学研 2004.12 K491/ｶ/2006

9 からだから出る「きたないもの」研究 ぎもん、しつもん ぱすてる書房/編集 ぱすてる書房 2002.7 K491/ﾊ

10 からだたんけんたい すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子/監修 学研 2003.3 K491/ｽｹ/2003

11 からだのしくみとはたらき
グウィン・ビバース/文 サラ・プーリー/絵 小林
登/訳

西村書店 2000.7 K491/ﾍｸ

12 からだのなかどうなってるの? すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子/監修 学研 2003.3 K491/ｽｹ

13 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 2016.9 K491/ﾆｵ/2016

14 くしゃみおならどうしてでるの? すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子/監修 学研 2003.3 K491/ｽｹ

15
どうなってるの?人のからだ図鑑 見てわかる楽しく学べるおどろ
きのしくみ

ロバート・ウィンストン‖文 オーウェン・ギル
ダースリーブ‖絵 野田/泰子‖監訳

主婦の友社 2018.4 K491/ｳﾛ/2018

16 からだいたいいたい! すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子/監修 学研 2003.3 K492/ｽｹ
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17 めたんけんたい
すがわら けいこ/絵 辻山 タカ子 深道 義尚/監
修

学研 2003.3 K496/ｽｹ

18 おもしろからだことば 頭編 石津 ちひろ/文 石井 聖岳/絵 草土文化 2003.2 K814/ｲﾁ/2004

19 おもしろからだことば 体編 石津 ちひろ/文 大島 妙子/絵 草土文化 2003.3 K814/ｲﾁ/2004

20 からだことば絵事典 ことばと遊ぶ会/編著 すがわら けいこ/画 あすなろ書房 2007.3 K814/ｺ/2007

21 あしってエラい! 中川/ひろたか‖文 大島/妙子‖絵 保育社 2013.12 E

22 かぐかぐ カムカムズ/文 ささめや ゆき/絵 PHP研究所 2004.5 E

23 カミカミもぐもぐげんきなは 高宮/麻紀‖絵 丸山/進一郎‖監修 少年写真新聞社 2017.10 E

24 からだ♥あいうえお
中川/ひろたか‖文 佐々木/一澄‖絵 吉澤/穣治
‖原案

保育社 2017.2 E

25 からだがかゆい 岩合 日出子/ぶん 岩合 光昭/しゃしん 福音館書店 2008.3 E

26 からだじてん 成美堂出版編集部/編 MIRA/え 成美堂出版 2009.6 E

27 からだだいすきえほん 1   はははのはなし La ZOO‖さく 学研教育出版 2013.2 E

28 からだだいすきえほん 3   ねむるほん La ZOO‖さく 学研教育出版 2013.2 E

29 からだだいすきえほん 8   ほねほねくん La ZOO‖さく 学研教育出版 2013.2 E

30 からだ大冒険 へつぎ りょう/作 すがの やすのり/絵 クリエイツかもがわ 2005.11 E

31 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 2012.5 E

32 からだのふしぎ 村山/哲哉‖作 渡辺/博之‖絵 文研出版 2013.1 E

33 からだのみなさん 五味 太郎/[作] 福音館書店 2005.4 E

34 きみのからだのきたないもの学 キモチわる〜い編
シルビア・ブランゼイ/文 ジャック・キーリー/
絵 藤田 紘一郎/共訳

講談社 2006.12 E

35 ぐんぐんせがのびるひみつ 大久保/友博‖絵 児玉/浩子‖監修 少年写真新聞社 2013.2 E

36 ゲーゲーピーピーおなかのびょうき 細谷/亮太‖文 早川/純子‖絵 童心社 2014.10 E
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37 こころとしんぞう 中川/ひろたか‖文 村上/康成‖絵 保育社 2014.4 E

38 すってはいてよいくうき かこ さとし/[作] 童心社 1980 E

39 スルスルスルリンウンチをだすぞ すみもと/ななみ‖絵 岡田/和子‖監修 少年写真新聞社 2013.2 E

40 ドキドキかんじるしんぞう 木村/倫子‖絵 弓倉/整‖監修 少年写真新聞社 2013.2 E

41 はじめてのからだえほん
山田/真‖監修 てづか/あけみ‖絵 村田/弘子‖
文・デザイン

パイインターナショナル 2014.2 E

42 はなはなばなし 長野 ヒデ子/作 小学館 2008.12 E

43 はなみずじゅるじゅるせきごほごほ 細谷/亮太‖文 つちだ/よしはる‖絵 童心社 2014.10 E

44 へそへそばなし 長野 ヒデ子/作 小学館 2008.12 E

45 ぼくのからだここなあに おふろでおぼえるからだのほん はた こうしろう/作・絵 ポプラ社 2002.5 E

46 ぼくの手わたしの手 中川/ひろたか‖作 斉藤/美春‖写真 保育社 2013.7 E

47 ぼくはいかない 柴田 愛子/文 伊藤 秀男/絵 ポプラ社 2003.4 E

48 ほね・ホネ・がいこつ! 中川/ひろたか‖文 スズキ/コージ‖絵 保育社 2013.10 E

49 まいにちからだはあたらしい! 細谷/亮太‖文 長野/ヒデ子‖絵 童心社 2014.10 E

50 めめめめばなし 長野 ヒデ子/作 小学館 2008.12 E
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