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　　「歯
は

」の えほん

　　　　 書　名            著者名 　出版者          出版年月          

ダチョウのくびはなぜながい？ ｳﾞｧｰﾅ・ｱｰﾀﾞﾏ 富山房 1996.10 E ｱﾀﾏ 児童

はぬけのはなし 上原進 福音館書店 2003.6 E ｳｴﾊ 児童

はははのはなし かこさとし 福音館書店 1982.6 E ｶｺ 児童

ぼくのハはもうおとな かこさとし フレーベル館 2010.5 E ｶｺ 児童

むしばちゃんのなかよしだあれ かこさとし フレーベル館 2010.5 E ｶｺ 児童

むしばミュータンスのぼうけん かこさとし 童心社 2011.6 E ｶｺ-3 児童

あきちゃんとかみなり 木村晃彦 福音館書店 199704 E ｷﾑﾗ 児童

わにさんどきっはいしゃさんどきっ 五味太郎 偕成社 1984.6 E ｺﾐ 児童

トゥース・フェアリー ﾋﾟｰﾀｰ・ｺﾘﾝﾄﾝ ＢＬ出版 1998.5 E ｺﾘﾝ 児童

ねずみとおうさま（岩波の子どもの本） コロマ神父 岩波書店 1977.3 E ｺﾛﾏ 児童

歯いしゃのチュー先生 ｳｨﾘｱﾑ・ｽﾀｲｸﾞ 評論社 1991.5 E ｽﾀｲ 児童

ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ｳｨﾘｱﾑ・ｽﾀｲｸﾞ セーラー出版 1995.2 E ｽﾀｲ 児童

ねずみくんといっしょはははは なかえよしを ポプラ社 2009.6 E ﾈｽﾐ 児童

はがぬけたらどうするの ｾﾙﾋﾞｰ・ﾋﾞｰﾗｰ フレーベル館 1999.5 E ﾋﾗ 児童

はがぬけたときこうさぎは… ﾙｰｼｰ・ﾍﾞｲﾄ リブリオ出版 2002.4 E ﾍｲﾄ 児童

たいへんはがないの ｴｲﾐｰ・ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ＢＬ出版 1999.5 E ﾏｸﾄ 児童

ロージー、はがぬける ﾏﾘｱﾝ・ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 冨山房 1993.9 E ﾏｸﾄ 児童

海べのあさ ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾏｯｸﾛｽｷｰ 岩波書店 1978.7 E ﾏﾂｸ 児童

いーはとあーは やぎゅうげんいちろう 福音館書店 2003.5 E ﾔｷﾕ 児童

はがぬけたよ 安江リエ 福音館書店 2002.10 E ﾔｽｴ 児童
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　　「歯
は

」の ものがたり

　　　　 書　名            著者名 　出版者          出版年月          

たんたのたんてい 中川李枝子 学習研究社 1975.3 913 ﾅｶｶ 児童

アフリカないしょだけどほんとだよ 竹下文子 ポプラ社 2003.10 913 ﾀｹｼ 児童

ぐらぐらの歯（きかんぼのちいちゃいいもうと その１） ﾄﾞﾛｼｰ・ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ 福音館書店 2005.11 933 ｴﾄﾜ 児童

ウィルキンズの歯と呪いの魔法 ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 早川書房 2006.3 933 ｼﾖﾝ 児童

わにのはいた ﾏｰｶﾞﾘｯﾄ･ﾄﾞﾘｱﾝ 大日本図書 2010.3 933 ﾄﾘｱ 児童

歯みがきつくって億万長者 ｼﾞｰﾝ・ﾒﾘﾙ 偕成社 1997.5 933 ﾒﾘﾙ 児童

そばかすイェシ ﾐﾘﾔﾑ･ﾌﾟﾚｽﾗｰ 徳間書店 2002.11 943 ﾌﾚｽ 児童

　　「歯
は

」について しりたい！

　　　　 書　名            著者名 　出版者          出版年月          

医療の職場（「職場体験学習」にすぐ役立つ本 ３） 森茂／監修 学習研究社 2003.3 366 ｼﾖｸ-3 児童

むし歯はいやだよ（からだを知る本 ２） 草土文化 1990.12 491 ｶﾗﾀ-2 児童

口と歯のはたらき（ﾄﾞｸﾀｰ・ﾄﾐｰのからだの本 ３） 小峰書店 1993.9 491 ｽﾀ-3 児童

どーしてわたしにはムシバがないの？ いなばこうじ 鳥影社 2001.2 497 ｲﾅﾊ 児童

ほほえむための３２本 ﾏﾙｸ・ｳﾞｨﾆｯｷ リブリオ出版 1992.2 497 ｳｲﾆ 児童

歯の健康図鑑　１～４ 落合靖一 大日本図書 1997.4 497 ｵﾁｱ 児童

よい歯つよい歯かわいい歯 落合靖一 大日本図書 1996.2 497 ｵﾁｱ 児童

むし歯のもんだい 北川原健 福音館書店 1997.11 497 ｷﾀｶ 児童

キッズの歯並び・すくすくスクール 日本臨床矯正歯科医会
／監修

小学館ｽｸｳｪｱ 2005.12 497 ｷﾂｽ 児童

もしも歯医者がなかったら ｳﾙﾘｹ・ｹﾞﾛﾙﾄﾞ 童心社 2002.10 497 ｹﾛﾙ 児童

ずっとずっとじぶんの歯 丸森英史／監修 少年写真新聞社 2007.11 497 ｽﾂﾄ 児童

ネズミの歯になーれ　白い歯チェック 七尾純 国土社 1993.10 497 ﾅﾅｵ 児童

むし歯バイバイ 保健ﾆｭｰｽ編集部／企
画・校閲

少年写真新聞社 2009.2 497 ﾑｼﾊ 児童

歯の絵事典  大切さがよくわかる！ 関口浩／監修  ＰＨＰ研究所 2009.7 497 ﾊﾉｴ 児童

たんけんはっけんじぶんの歯 丸森英史 少年写真新聞社 2012.2 497 ﾏﾙﾓ 児童

歯にかかわる仕事　 ｳﾞｨｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ企画室 ほるぷ出版 2006.2 498 ﾊﾆｶ 児童

体力をつける食事（Ｑ＆Ａ式子ども体力事典 ３）こどもくらぶ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社 2010.12 780 ｷﾕｱ-3 児童

はいしゃへいくひ（「こどものとも年中向き」2009.3） 福音館書店 2009.3

むし歯について知ろう（「ポプラディア」2006.6号） ポプラ社 2006.6
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関連の本はこのほかにもあります。職員におたずねください。 


