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わたしのかさはそらのいろ　 あまんきみこ／さく 福音館書店 2015.4 E ｱﾏﾝ 児童

あしたてんきになーれ　 荒川薫／さく 福音館書店 2005.4 E ｱﾗｶ 児童

あしたてんきになあれ　 荒川薫／さく 福音館書店 199710 E ｱﾗｶ 児童

かたつむりハウス　 アラン・アールバーグ／ぶん 評論社 2000.1 E ｱﾙﾊ 児童

あかちゃんかたつむりのおうち　 いとうせつこ／ぶん 福音館書店 2012.5 E ｲﾄｳ 児童

あめのひはかささして　 イノウエヨースケ／さく 福音館書店 2010.4 E ｲﾉｳ 児童

かさどろぼう　 シビル・ウェッタシンハ／作・絵 徳間書店 2007.5 E ｳｴﾂ 児童

かさ　 太田大八／作・絵 文研出版 198102 E ｵｵﾀ 児童

ごろぴかどーん　 小野かおる／再話 福音館書店 2005.4 E ｵﾉ 児童

ずーっとずーっとあめ　 織茂恭子／さく 福音館書店 2013.4 E ｵﾘﾓ 児童

だるまちゃんとかみなりちゃん　 加古里子／さく・え 福音館書店 198110 E ｶｺ 児童

ぼくのながぐつ　 笠野裕一／さく 福音館書店 199507 E ｶｻﾉ 児童

あめのひってすてきだな　 カーラ・カスキン／文・絵 偕成社 196909 E ｶｽｷ 児童

コッコさんとあめふり　 片山健／さく・え 福音館書店 2003.5 E ｶﾀﾔ 児童

コッコさんとあめふり　 片山健／さく・え 福音館書店 199807 E ｶﾀﾔ 児童

あめのひは　いいてんき　 川崎洋／ぶん 福音館書店 198706 E ｶﾜｻ 児童

とのさまがえる　 川村智治郎／ぶん 福音館書店 198405 E ｶﾜﾑ 児童

かばくんのふね　 岸田衿子／さく 福音館書店 199009 E ｷｼﾀ 児童

ゆかいなかえる　 ジュリエット・キープス／ぶん・え 福音館書店 196407 E ｷﾌｽ 児童

あまのじゃくなかえる　 イ・サンベ／ぶん 少年写真新聞社 2005.2 E ｷﾑ 児童

おさらをあらわなかったおじさん　 フィリス・クラジラフスキー／文 岩波書店 197804 E ｸﾗｼ 児童

こわがりのかえるぼうや　 キティ・クローザー／作・絵 徳間書店 2003.4 E ｸﾛｻ 児童
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あめがふるときちょうちょうはどこへ　 メイ・ゲアリック／文 金の星社 198009 E ｹｱﾘ 児童

かさかしてあげる　 こいでやすこ／さく 福音館書店 2002.4 E ｺｲﾃ 児童

くもりのちはれせんたくかあちゃん　 さとうわきこ／さく・え 福音館書店 2006.6 E ｻﾄｳ 児童

あめふり　 さとうわきこ／さく・え 福音館書店 198709 E ｻﾄｳ 児童

せんたくかあちゃん　 さとうわきこ／さく・え 福音館書店 198208 E ｻﾄｳ 児童

ふしぎな　ふしぎな　ながぐつ　 佐藤さとる／作 偕成社 197210 E ｻﾄｳ 児童

おじさんのかさ　 佐野洋子／作・絵 講談社 199205 E ｻﾉ 児童

おじさんのかさ　 さのようこ／おはなし・え 銀河社 198611 E ｻﾉ 児童

あめのひ　 ユリー・シュルヴィッツ／作画 福音館書店 197209 E ｼﾕﾙ 児童

かみのけちょっきん　 松竹いね子／作 福音館書店 198807 E ｼﾖｳ 児童

あめのひきのこは　 ヴラジーミル・ステーエフ／原作 偕成社 197611 E ｽﾃｴ 児童

雨、あめ　 ピーター・スピアー／〔作〕 評論社 198406 E ｽﾋｱ 児童

ふるやのもり　 瀬田貞二／再話 福音館書店 198207 E ｾﾀ 児童Ｆ

あめがだーいすき　 そうまこうへい／さく 佼成出版社 2006.5 E ｿｳﾏ 児童Ｈ

はっぱのおうち　 征矢清／さく 福音館書店 198905 E ｿﾔ 児童

かさもっておむかえ　 征矢清／さく 福音館書店 198106 E ｿﾔ 児童

ぽたぽたとぷん　 谷川俊太郎／文 さ・え・ら書房 197901 E ﾀﾆｶ 児童

かたつむりタクシー　 たむらしげる／さく 福音館書店 2008.4 E ﾀﾑﾗ 児童

あかいかさがおちていた　 筒井敬介／さく 童心社 2011.9 E ﾂﾂｲ 児童

ものぐさトミー　 ウィリアム・ペン・デュボア／文・絵 岩波書店 197706 E ﾃﾕﾎ 児童

しずくのぼうけん　 マリア・テルリコフスカ／さく 福音館書店 198206 E ﾃﾙﾘ 児童

あまつぶぽとりすぷらっしゅ　 アルビン・トゥレッセルト／さく 童話館出版 199606 E ﾄｳﾚ 児童

かたつむり　 得田之久／さく 福音館書店 2001.4 E ﾄｸﾀ 児童

そこにいるのはだれ？　 得田之久／さく 福音館書店 199403 E ﾄｸﾀ 児童
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くろ雲たいじ　 なかがわりえこ／さく 福音館書店 199006 E ﾅｶｶ 児童

みずたまり　 なかのひろたか／さく・え 福音館書店 2011.4 E ﾅｶﾉ 児童

ぞうくんのあめふりさんぽ　 なかのひろたか／さく・え 福音館書店 2006.5 E ﾅｶﾉ 児童

ぴちゃん・ばしゃん・ざぶーん　 中林影／さく 福音館書店 198901 E ﾅｶﾊ 児童

かたつむり　 夏目義一／作 福音館書店 2003.2 E ﾅﾂﾒ 児童

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？　 野坂勇作／さく 福音館書店 199705 E ﾉｻｶ 児童

にゅうどうぐも　 野坂勇作／さく 福音館書店 1996.7 E ﾉｻｶ 児童

かささしてあげるね　 長谷川摂子／ぶん 福音館書店 199804 E ﾊｾｶ 児童

きょだいなきょだいな　 長谷川摂子／作 福音館書店 199408 E ﾊｾｶ 児童Ｈ

きょだいな　きょだいな　 長谷川摂子／作 福音館書店 198805 E ﾊｾｶ 児童

あめのひのピクニック　 ガブリエル・バンサン／さく ブックローン出版 198305 E ﾊﾝｻ 児童

まほうのかさ　 Ｒ．ファイルマン／作 福音館書店 2008.2 E ﾌｱｲ 児童

あめのもりのおくりもの　 ふくざわゆみこ／さく 福音館書店 2006.4 E ﾌｸｻ 児童

あかいかさ　 ロバート・ブライト／さく ほるぷ出版 197712 E ﾌﾗｲ 児童

まりーちゃんとおおあめ　 フランソワーズ／ぶん・え 福音館書店 197805 E ﾌﾗﾝ 児童

ふれ、ふれ、あめ！　 カレン・ヘス／作 岩崎書店 2001.7 E ﾍｽ 児童

へんしんおたまじゃくし　 榎本功／写真撮影 ひさかたチャイルド 2007.2 E ﾍﾝｼ 児童

かえるがみえる　 松岡享子／作 こぐま社 197512 E ﾏﾂｵ 児童

あめこんこん　 松谷みよ子／文 講談社 2003.4 E ﾏﾂﾀ 児童

きつねのよめいり　 松谷みよ子／さく 福音館書店 198206 E ﾏﾂﾀ 児童

かさ　 松野正子／さく 福音館書店 199202 E ﾏﾂﾉ 児童

おとうさんのかさ　 三浦太郎／作 のら書店 2012.6 E ﾐｳﾗ 児童

あまがさ　 やしまたろう／〔さく〕 福音館書店 198107 E ﾔｼﾏ 児童

かずくんのきいろいながぐつ　 山下明生／さく 福音館書店 199007 E ﾔﾏｼ 児童
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気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑　雲と空 岩槻秀明／著 いかだ社 2012.4 451 ｲﾜﾂ 児童

ウェザーニューズ　 こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2013.11 451 ｳｴｻ 児童

お天気ナビ観察じてん　 武田康男／監修 大泉書店 2006.7 451 ｵﾃﾝ 児童Ｈ

天気のしくみ　 クレア・オリバー／著 文研出版 2009.12 451 ｵﾘﾊ 児童Ｈ

あめ、ゆき、あられくものいろいろ　 加古里子／絵と文 農山漁村文化協会 2005.4 451 ｶｺ 児童

気象がわかる絵事典　 ワン・ステップ／編 ＰＨＰ研究所 2007.2 451 ｷｼﾖ 児童

雲と天気の変化　 椎野純一／著 大日本図書 2011.3 451 ｼｲﾉ 児童

親子で読みたいお天気のはなし　 下山紀夫／著 東京堂出版 2009.9 451 ｼﾓﾔ 児童

空のふしぎ図鑑　 武田康男／監修 ＰＨＰ研究所 2013.11 451 ｿﾗﾉ 児童Ｈ

天気のなぞ　 田中幸／文 絵本塾出版 2014.2 451 ﾀﾅｶ 児童

調べて学ぶ〈地球と天気〉　１０ 岩崎書店 199801 451 ﾀﾅｶ 児童

雲と天気　 塚本治弘／著 あかね書房 2005.4 451 ﾂｶﾓ 児童

天気と星がわかるそらのえほん　 ぼここうぼう／え 学研教育出版 2014.8 451 ﾃﾝｷ 児童

天気予報の大研究　 日本気象協会／監修 ＰＨＰ研究所 2011.9 451 ﾃﾝｷ 児童

天気の不思議がわかる！　 日本気象協会／監修 実業之日本社 2010.7 451 ﾃﾝｷ 児童

ほらあめだ！　 フランクリン・Ｍ．ブランリー／さく 福音館書店 2009.4 451 ﾌﾗﾝ 児童

雨とひょう　 フランクリン・Ｍ．ブランリー／文 福音館書店 196808 451 ﾌﾗﾝ 児童

ぴかっごろごろ　 フランクリン・Ｍ．ブランリー／文 福音館書店 196805 451 ﾌﾗﾝ 児童

森田正光のぼくもわたしも気象予報士　第２巻 森田正光／監修 学習研究社 2006.2 451 ﾓﾘﾀ-2 児童

うまれたよ！カタツムリ　 武田晋一／写真 岩崎書店 2013.1 480 ｳﾏﾚ-13児童

カタツムリ観察ブック　 小田英智／構成・文 偕成社 2009.6 484 ｵﾀ 児童

おはなしのろうそく　７ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 2005.9 908 ｵﾊﾅ-7 児童

あめふりくまのこ　 こわせ・たまみ／編 あすなろ書房 2001.3 911 ｷｾﾂ-2 児童

あめふりくまのこ　 鶴見正夫／詩 国土社 2002.12 911 ﾂﾙﾐ 児童
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あめふりくまのこ　 鶴見正夫／詩 国土社 198207 911 ﾂﾙﾐ 児童

こぎつねキッペのあまやどり　 今村葦子／作 ポプラ社 2002.6 913 ｲﾏﾑ 児童

どれみふぁ　けろけろ　 東君平／作・絵 あかね書房 198107 913 ﾋｶｼ 児童

かさをかしてあげたあひるさん　 村山籌子／著 福音館書店 2010.4 913 ﾑﾗﾔ 児童

村山籌子作品集　２ 村山籌子／作 ＪＵＬＡ出版局 199801 913 ﾑﾗﾔ-2 児童

あめあめふれふれもっとふれ　 シャーリー・モーガン／文 のら書店 2005.5 933 ﾓｶﾝ 児童
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