
書名 著者名 出版者 請求記号

1 わけありリンゴのアップルパイ あさい ゆうこ∥作 BL出版      E       /ｱ             

2 いちご 荒井 真紀∥さく 小学館      E       /ｱ             

3 チロルくんのりんごの木 荒井 良二∥著 NHK出版      E       /ｱ             

4 もももすももも 新井 洋行∥作 講談社      E       /ｱ             

5 くだものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ∥作  絵 ポプラ社      E       /ｲ             

6 りんごがひとつ いわむら かずお∥作 童心社      E       /ｲ             

7 ならこのかきのき 伊藤 昭∥さく　え 福音館書店      E       /ｲ             

8 いちごとおひさま 真木 文絵∥作 学研      E       /ｲ             

9 いちごパフェエレベーター 石崎 なおこ∥作　絵 教育画劇      E       /ｲ             

10 バナナわに 尾崎 美紀∥作 ひさかたチャイルド      E       /ｲ             

11 フルーツポンチつくって! うちだ あきこ∥さく　え 文芸社      E       /ｳ             

12 さくらんぼ ひとつ 植松 要作∥ぶん 新日本出版社      E       /ｳ             

13 やんちゃがらすとさくらんぼ ウルフ　ニルソン∥作 佑学社      E       /ｴ             

14 さくらんぼのふくろ マリア　プンセル∥さく 新世研      E       /ｴ             

15 ざぼんじいさんのかきのき すとう あさえ∥文 岩崎書店      E       /ｵ             

16 ゆきのなかのりんご フェリドゥン　オラル∥文　絵 復刊ドットコム      E       /ｵ             

17 フルーツケーキいただきます 岡村 志満子∥さく ポプラ社      E       /ｵ             

18 みかんちゃん かわかみ たかこ∥[作] 学研      E       /ｶ             

19 モリくんのいちごカー かんべ あやこ∥作 くもん出版      E       /ｶ             

20 モリくんのすいかカー かんべ あやこ∥作 くもん出版      E       /ｶ             

21 モリくんのりんごカー かんべ あやこ∥作 くもん出版      E       /ｶ             

22 わたしは 生きてる さくらんぼ デルモア　シュワルツ∥ぶん ほるぷ出版      E       /ｸ             

23 二ほんのかきのき 熊谷 元一∥さく　え 福音館書店      E       /ｸ             

24 センシュちゃんとウオットちゃんのバナナじま 工藤 ノリコ∥作 小学館      E       /ｸ             

25 ミニオンズ バナナバナナバナナ! レナウド  コリン∥絵 汐文社      E       /ｺ             

26 キツネとぶどう [イソップ∥原作] 岩崎書店      E       /ｻ             

27 フルーツパンケーキ さか井 美ゆき∥絵 ひかりのくに      E       /ｻ             

28 いちごちゃん さとう めぐみ∥作　絵 PHP研究所      E       /ｻ             

29 フルーツタルトさん さとう めぐみ∥作　絵 教育画劇      E       /ｻ             

30 レモンちゃん さとう めぐみ∥作　絵 PHP研究所      E       /ｻ             

31 しろうさぎとりんごの木 石井 睦美∥さく 文溪堂      E       /ｻ             

32 りんごごーごー 庄司 三智子∥作　絵 ひさかたチャイルド      E       /ｼ             

33 せかいいちのいちご 林 木林∥作 小さい書房      E       /ｼ             

くだもの・いっぱい
（9/15～10/15）



書名 著者名 出版者 請求記号

34 フルーツがきる! 林 木林∥作 岩崎書店      E       /ｼ             

35 はたけのごちそうなーんだ?くだもの すずき もも∥作 アリス館      E       /ｽ             

36 りんごのおじさん 竹下 文子∥文 ハッピーオウル社      E       /ｽ             

37 つんつくせんせいとふしぎなりんご たかどの ほうこ∥さく　え フレーベル館      E       /ﾀ             

38 バナナじけん 高畠 那生∥作 BL出版      E       /ﾀ             

39 フルーツめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所      E       /ﾀ             

40 カメくんとアップルパイ 谷口 智則∥作 アリス館      E       /ﾀ             

41 さくらんぼさくらんぼ 岸田 衿子∥ぶん ひかりのくに      E       /ﾁ             

42 くだものさん tupera tupera∥さく 学研教育出版      E       /ﾂ             

43 バナナンばあば 林 木林∥作 佼成出版社      E       /ﾆ             

44 じいちゃんバナナばあちゃんバナナ のし さやか∥作　絵 ひさかたチャイルド      E       /ﾉ             

45 千両みかん 野村 たかあき∥文 絵 教育画劇      E       /ﾉ             

46 くだものたちのないしょだよ はせがわ かこ∥作 WAVE出版      E       /ﾊ             

47 ふるふるフルーツ ひがし なおこ∥文 学研教育みらい      E       /ﾊ             

48 くだもの 平山 和子∥さく 福音館書店      E       /ﾋ             

49 みかんのめいさんち 平田 昌広∥作 鈴木出版      E       /ﾋ             

50 りんごぼうや ディック  ブルーナ∥ぶん え 福音館書店      E       /ﾌﾞ            

51 なんじゃ?にんじゃ?レモンじゃ! 岡田 新吾∥作 三恵社      E       /ﾌ             

52 ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城 清治∥影絵 講談社      E       /ﾌ             

53 ももうりとのさま 松谷 みよ子∥文 ハッピーオウル社      E       /ﾎ             

54 くだものだいすき! マレーク　ベロニカ∥文と絵 風濤社      E       /ﾏ             

55 ソフィーのくだものばたけ ゲルダ　ミューラー∥作 BL出版      E       /ﾐ             

56 あたまにかきのき 唯野 元弘∥文 鈴木出版      E       /ﾑ             

57 ももの里 毛利 まさみち∥文 絵 リブリオ出版      E       /ﾓ             

58 アンパンマンとバナナダンス やなせ たかし∥さく　え フレーベル館      E       /ﾔ             

59 そっくりのくりのき やなせ たかし∥作　絵 フレーベル館      E       /ﾔ             

60 いろいろいちご 山岡 ひかる∥作 くもん出版      E       /ﾔ             

61 いろいろバナナ 山岡 ひかる∥作 くもん出版      E       /ﾔ             

62 くだものだもの 石津 ちひろ∥文 福音館書店      E       /ﾔ             

63 ばななせんせい 得田 之久∥ぶん 童心社      E       /ﾔ             

64 ばななせんせいとおえかき 得田 之久∥ぶん 童心社      E       /ﾔ             

65 ばななせんせいとさがしっこ 得田 之久∥ぶん 童心社      E       /ﾔ             

66 はっぱみかん 風木 一人∥さく 佼成出版社      E       /ﾔ             

67 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社      E       /ﾖ             

68 走れ!みかんのかわ 吉田 戦車∥著 河出書房新社      E       /ﾖ             

69 いちごだいふくちゃん わたなべ あや∥作　絵 PHP研究所      E       /ﾜ             

70 バナナンナン 市川 宣子∥作 ひさかたチャイルド      E       /ﾜ             


