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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
かえるくんどっちがどっち？　 松橋利光／著 アリス館 2014.2 487 ﾏﾂﾊ 児童
あまがえるのてんきよほう　 松井孝爾／ぶん 新日本出版社 198205 487 ﾏﾂｲ 児童
今、空に翼広げて　 山本　悦子／著 講談社 2019.1 913 ﾔﾏﾓ 児童
あまやどり　 市川宣子／作 文研出版 2012.7 913 ｲﾁｶ 児童
かみなりのちびた　 松野正子／さく 理論社 2005.11 913 ﾏﾂﾉ 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
かえるのエルタ　 中川李枝子／さく 福音館書店 198105 913 ﾅｶｶ 児童
しずくの首飾り　 ジョーン・エイキン／作 岩波書店 2019.6 933 ｴｲｷ 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
しずくの首飾り　 ジョーン・エイキン／作 岩波書店 198301 933 ｴｲｷ 児童
風にのってきたメアリー・ポピンズ　 Ｐ．Ｌ．トラヴァース／作 岩波書店 198111 933 ﾄﾗｳ 児童
いえでをしたてるてるぼうず　 にしまき　かやこ／作 こぐま社 2019.8 E ﾆｼﾏ 児童
ヒキガエルがいく　 パク　ジォンチェ／作 岩波書店 2019.6 E ﾊｸ 児童
あめのひのホネホネさん　 にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 201806 E ﾆｼﾑ 児童
にゅうどうぐも　 野坂　勇作／さく 福音館書店 2018.5 E ﾉｻｶ 児童
ちいさなかえるくん　 甲斐　信枝／さく 福音館書店 2017.5 E ｶｲ 児童
あめのちゆうやけせんたくかあちゃん　さとうわきこ／さく・え 福音館書店 201704 E ｻﾄｳ 児童
てるてるぼうずとふりふりぼうず　 せな　けいこ／作・絵 金の星社 2016.5 E ｾﾅ 児童
かえるくんとけらくん　 得田之久／さく 福音館書店 201604 E ﾄｸﾀ 児童
かえるのトンネル　 田村直巳／さく 福音館書店 2014.6 E ﾀﾑﾗ 児童
おたまじゃくしのしょうがっこう　 かこさとし／作・絵 偕成社 2014.2 E ｶｺ 児童
おひめさまとカエルさん　 ハーヴ・ツェマック／文 岩波書店 2013.9 E ﾂｴﾏ 児童
たろうめいじんのたからもの　 小出保子／さく 福音館書店 2013.6 E ｺｲﾃ 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
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
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
まちのいぬといなかのかえる　 モー・ウィレムズ／文 岩波書店 2011.2 E ｳｲﾚ 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
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
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
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
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
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
どろであそぼう　 野坂勇作／さく 福音館書店 2005.1 E ﾉｻｶ 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
すてきなあまやどり　 バレリー・ゴルバチョフ／作・絵 徳間書店 2003.5 E ｺﾙﾊ 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
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
かたつむり　 夏目義一／作 福音館書店 2003.2 E ﾅﾂﾒ 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
どろにんげん　 長新太／さく 福音館書店 2002.4 E ﾁﾖｳ 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
かたつむり　 得田之久／さく 福音館書店 2001.4 E ﾄｸﾀ 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
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
かえるのいえさがし　 石井桃子／さく 福音館書店 199803 E ｲｼｲ 児童
かえるのつなひき　 儀間比呂志／さく　え 福音館書店 199803 E ｷﾏ 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
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
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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
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
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
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
おつかい　 さとうわきこ／さく 福音館書店 199305 E ｻﾄｳ 児童
どろだんご　 たなかよしゆき／ぶん 福音館書店 199301 E ﾀﾅｶ 児童
おじさんのかさ　 佐野洋子／作・絵 講談社 199205 E ｻﾉ 児童
かさ　 松野正子／さく 福音館書店 199202 E ﾏﾂﾉ 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
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
クリーナおばさんとカミナリおばさん　西内みなみ／さく 福音館書店 199006 E ﾆｼｳ 児童
はっぱのおうち　 征矢清／さく 福音館書店 198905 E ｿﾔ 児童
おたまじゃくしのたまーら　 マイケル・バナート／さく 福音館書店 198904 E ﾊﾅﾄ 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
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
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
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
おへそがえるごん　１ 赤羽末吉／さく・え 福音館書店 198610 E ｱｶﾊ-1児童
おへそがえるごん　２ 赤羽末吉／さく・え 福音館書店 198610 E ｱｶﾊ-2児童
おへそがえるごん　３ 赤羽末吉／さく・え 福音館書店 198610 E ｱｶﾊ-3児童
雨、あめ　 ピーター・スピアー／〔作〕 評論社 198406 E ｽﾋｱ 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
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
おたまじゃくしの１０１ちゃん　 加古里子／絵・文 偕成社 198208 E ｶｺ 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
かさもっておむかえ　 征矢清／さく 福音館書店 198106 E ｿﾔ 児童
かさ　 太田大八／作・絵 文研出版 198102 E ｵｵﾀ 児童
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
へそもち　 渡辺茂男／さく 福音館書店 198007 E ﾜﾀﾅ 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
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
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
ピーターのてがみ　 エズラ・キーツ／さく 偕成社 197709 E ｷﾂ 児童
みつけたぞぼくのにじ　 ドン・フリーマン／文・絵 岩波書店 197706 E ﾌﾘﾏ 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
かえるがみえる　 松岡享子／作 こぐま社 197512 E ﾏﾂｵ 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
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
どろんここぶた　 アーノルド・ローベル／著 文化出版局 197111 E ﾛﾍﾙ 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
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
かたつむりとさる　 ヤン・サン／さいわ 福音館書店 199711 E ｻﾝ 児童Ｆ
かえるの王女　 タチャーナ・マーヴリナ／さく・え ほるぷ出版 198411 E ﾏｳﾘ 児童Ｆ
ふるやのもり　 瀬田貞二／再話 福音館書店 198207 E ｾﾀ 児童Ｆ
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