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からだというふしぎな「機械」　１ サラ・アングリス／著 小峰書店 2002.1 491 ｱﾝｸ-1 児童

からだのふしぎしりたいな　１ すがわらけいこ／絵 学習研究社 199802 491 ｶﾗﾀ-1 児童Ｈ

ドクター・トミーのからだの本　３ 田沢梨枝子／絵 小峰書店 199309 491 ｽﾀ-3 児童Ｈ

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

よい歯つよい歯かわいい歯 落合靖一／ぶん 大日本図書 199602 497 ｵﾁｱ 児童

歯の健康図鑑 1 落合靖一／作 大日本図書 199704 497 ｵﾁｱ-1 児童

歯の健康図鑑 2 落合靖一／作 大日本図書 199704 497 ｵﾁｱ-2 児童

歯の健康図鑑 3 落合靖一／作 大日本図書 199704 497 ｵﾁｱ-3 児童

歯の健康図鑑 4 落合靖一／作 大日本図書 199704 497 ｵﾁｱ-4 児童

ぼくのハはもうおとな 加古里子／ぶん・え フレーベル館 198007 497 ｶｺ 児童Ｈ

むしばちゃんのなかよしだあれ 加古里子／ぶん・え フレーベル館 198008 497 ｶｺ 児童Ｈ

むし歯のもんだい 北川原健／著 福音館書店 199711 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・ゲロルド／文 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 七尾純／構成・文 国土社 199310 497 ﾅﾅｵ 児童

歯の絵事典 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／著 少年写真新聞社 2012.2 497 ﾏﾙﾓ 児童

どんどんはえるじぶんの歯 丸森英史／著 少年写真新聞社 2012.10 497 ﾏﾙﾓ 児童

みんなそろったじぶんの歯 丸森英史／著 少年写真新聞社 2013.2 497 ﾏﾙﾓ 児童

きかんぼのちいちゃいいもうと その１ ドロシー・エドワーズ／さく 福音館書店 2005.11 933 ｴﾄﾜ 児童

わにのはいた マーガリット・ドリアン／ぶんとえ 大日本図書 2010.3 933 ﾄﾘｱ 児童

はぬけのはなし 上原進／文 福音館書店 2003.6 E ｳｴﾊ 児童
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はははのはなし 加古里子／ぶん・え 福音館書店 198206 E ｶｺ 児童

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

むしばになったどうしよう かこさとし／ぶん・え フレーベル館 2010.5 E ｶｺ 児童

あきちゃんとかみなり 木村晃彦／さく・え 福音館書店 199704 E ｷﾑﾗ 児童

あきちゃんとかみなり 木村晃彦／さく・え 福音館書店 2008.9 E ｷﾑﾗ 児童

トゥース・フェアリー ピーター・コリントン／作 ＢＬ出版 199805 E ｺﾘﾝ 児童

ねずみとおうさま コロマ神父／ぶん 岩波書店 197703 E ｺﾛﾏ 児童

ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版 199502 E ｽﾀｲ 児童

歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ 評論社 199105 E ｽﾀｲ 児童

ワニのクロッカス　おおよわり ロジャー・デュボアザン／作・絵 佑学社 198009 E ﾃﾕﾎ 児童

歯がぬけた 中川ひろたか／作 ＰＨＰ研究所 2002.5 E ﾅｶｶ 児童Ｈ

ロンタのはじめてのはいしゃさん 中原順子／文 医歯薬出版 2005.6 E ﾅｶﾊ 児童Ｈ

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

はがぬけたらどうするの？ セルビー・ビーラー／文 フレーベル館 199905 E ﾋﾗ 児童

はがぬけたときこうさぎは… ルーシー・ベイト／ぶん 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・マクドナルド／ぶん ＢＬ出版 199905 E ﾏｸﾄ 児童

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

はがぬけたよ 安江リエ／作 福音館書店 2007.9 E ﾔｽｴ 児童

おさるのジョージはいしゃさんへいく Ｍ．レイ／原作 岩波書店 2014.10 E ﾚｲ 児童
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