
タイトル 著者 出版者 出版年
赤ちゃんが生まれる　 Ｗｉｌｌこども知育研究所／編著 金の星社 2007 367 ｳｲﾙ 児童
あかちゃんが教室にきたよ　 星川ひろ子／写真 岩崎書店 2006 367 ﾃﾗﾀ 児童
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん　１ 小宮　輝之／監修 小峰書店 2018 480 ｸﾗﾍ-1 児童
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん　３ 小宮　輝之／監修 小峰書店 2018 480 ｸﾗﾍ-3 児童
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん　４ 小宮　輝之／監修 小峰書店 2018 480 ｸﾗﾍ-4 児童
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん　５ 小宮　輝之／監修 小峰書店 2018 480 ｸﾗﾍ-5 児童
くらべよう！どうぶつの赤ちゃん　６ 小宮　輝之／監修 小峰書店 2018 480 ｸﾗﾍ-6 児童
大切ないのち、生まれたよ！　１ 今泉忠明／監修 学研教育出版 2010 480 ﾀｲｾ-1 児童
大切ないのち、生まれたよ！　２ 今泉忠明／監修 学研教育出版 2010 480 ﾀｲｾ-2 児童
大切ないのち、生まれたよ！　４ 今泉忠明／監修 学研教育出版 2010 480 ﾀｲｾ-4 児童
大切ないのち、生まれたよ！　５ 今泉忠明／監修 学研教育出版 2010 480 ﾀｲｾ-5 児童
もふもふ動物の赤ちゃん　 小宮　輝之／監修 学研プラス 2021 480 ﾓﾌﾓ 児童
ゾウ　 スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2014 489 ｴｽﾀ 児童
ホッキョクグマの赤ちゃん　 さえぐさ　ひろこ／文 新日本出版社 2017 489 ｻｴｸ 児童
ゾウの赤ちゃん　 さえぐさ　ひろこ／文 新日本出版社 2017 489 ｻｴｸ 児童
ライオンの赤ちゃん　 さえぐさ　ひろこ／文 新日本出版社 2016 489 ｻｴｸ 児童
シマウマの赤ちゃん　 さえぐさ　ひろこ／文 新日本出版社 2016 489 ｻｴｸ 児童
どうぶつのあかちゃん　 〔今泉忠明〕／〔監修〕 ひさかたチャイルド 2014 489 ﾄｳﾌ 児童
もっと知りたい！赤ちゃんのこと　１ 岩崎書店 2014 493 ﾓﾂﾄ-1 児童
もっと知りたい！赤ちゃんのこと　２ 岩崎書店 2014 493 ﾓﾂﾄ-2 児童
もっと知りたい！赤ちゃんのこと　３ 岩崎書店 2014 493 ﾓﾂﾄ-3 児童
ちいさなあかちゃん、こんにちは！　 リヒャルト・デ・レーウ／作 講談社 2007 493 ﾚｳ 児童
おさるになるひ　 いとうひろし／作・絵 講談社 2E+05 913 ｲﾄｳ 児童
赤ちゃんをほしがったお人形　 ディミーター・インキオフ／さく 偕成社 2E+05 943 ｲﾝｷ 児童
ＷＥＬＣＯＭＥ，ＬＩＴＴＬＥ　ＢＡＢＹ　 Ａｌｉｋｉ／ Ｂｏｄｌｅｙ　Ｈｅａｄ 2E+05 E ALI 児童
みんなのこもりうた　 トルード・アルベルチ／ぶん 福音館書店 2E+05 E ｱﾙﾍ 児童
おねえさんになるひ　 ローレンス・アンホールト／文 徳間書店 2E+05 E ｱﾝﾎ 児童
いっぽにほさんぽ！　 いとうえみこ／文 ポプラ社 2006 E ｲﾄｳ 児童
うちにあかちゃんがうまれるの　 いとうえみこ／文 ポプラ社 2004 E ｲﾄｳ 児童
赤ちゃんのはなし　 マリー・ホール・エッツ／え 福音館書店 2E+05 E ｴﾂﾂ 児童
たまごのあかちゃん　 神沢利子／ぶん 福音館書店 2E+05 E ｶﾝｻ 児童
ピーターのいす　 エズラ・キーツ／さく 偕成社 2E+05 E ｷﾂ 児童
こんにちは、キリンのあかちゃん　 公文　健太郎／写真 ほるぷ出版 2018 E ｸﾓﾝ 児童
たまごとひよこ　 ミリセント・Ｅ．セルサム／ぶん 福音館書店 2E+05 E ｾﾙｻ 児童
はるになったら　 シャーロット・ゾロトウ／文 徳間書店 2003 E ｿﾛﾄ 児童
おばあちゃんがおばあちゃんになった日　長野ヒデ子／作 童心社 2015 E ﾅｶﾉ 児童
おとうさんがおとうさんになった日　 長野ヒデ子／作 童心社 2003 E ﾅｶﾉ 児童
おかあさんがおかあさんになった日　 長野ヒデ子／さく 童心社 2E+05 E ﾅｶﾉ 児童
あかちゃんこんにちは　 長谷川摂子／ぶん 福音館書店 2E+05 E ﾊｾｶ 児童
せかい一わるいかいじゅう　 パット・ハッチンス／さく 偕成社 2E+05 E ﾊﾂﾁ 児童
あやちゃんのうまれたひ　 浜田桂子／さく・え 福音館書店 2E+05 E ﾊﾏﾀ 児童
かみさまからの　おくりもの　 樋口通子／著 こぐま社 2E+05 E ﾋｸﾁ 児童
こんにちはあかちゃん　 メム・フォックス／作 福音館書店 2012 E ﾌｵﾂ 児童
ババールのこどもたち　 ジャン・ド・ブリュノフ／さく 評論社 2E+05 E ﾌﾘﾕ 児童
うさこちゃんとあかちゃん　 ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2005 E ﾌﾙﾅ 児童
ふしぎなたまご　 ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 2E+05 E ﾌﾙﾅ-5 児童
あなたがうまれたひ　 デブラ・フレイジャー／さく 福音館書店 2E+05 E ﾌﾚｲ 児童
あかちゃんてね　 星川ひろ子／著 小学館 2005 E ﾎｼｶ 児童
フランシスのいえで　 ラッセル・ホーバン／さく 好学社 2015 E ﾎﾊﾝ 児童
アンジェリーナおねえさんになる　 キャサリン・ホラバード／文 講談社 2006 E ﾎﾗﾊ 児童
とつきとおか　 ミランダ・ポール／文 汐文社 2020 E ﾎﾙ 児童
あかちゃんのゆりかご　 レベッカ・ボンド／作 偕成社 2002 E ﾎﾝﾄ 児童
おねえさんになったのりちゃん　 三原佐知子／ぶん 福音館書店 2001 E ﾐﾊﾗ 児童
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タイトル 著者 出版者 出版年
ママ、あのね　 福田幸広／写真 岩崎書店 2014 E ﾕｳｷ 児童
たいへんたいへん、あかちゃん、まって！　ペギー・ラスマン／さく・え 徳間書店 2005 E ﾗｽﾏ 児童
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