
こどものとも　復刻版　Ａセット

№ 書名 巻次 著者名

1 ビップとちょうちょう 1956年4月号 与田凖一作 /堀文子画 

2 セロひきのゴーシュ 1956年5月号 宮沢賢治原作 /佐藤義美案 /茂田井武画 

3 おうさましかのものがたり 1956年6月号 シートン原作 /内山賢次訳 /関英雄案 /松下紀久雄画 

4 ぞうのたまごの たまごやき 1956年7月号 寺村輝夫作 /山中春雄画 

5 なんきょくへいった しろ 1956年8月号 瀬田貞二作 /寺島竜一画 

6 てんぐの かくれみの 1956年9月号 岡本良雄案 /朝倉攝画 

7 ちいさな きかんしゃ 1956年10月号 鈴木晋一作 /竹山博画 

8 がらんぼ‐ごろんぼ‐げろんぼ 1956年11月号 野上彰作 /太田大八画 

9 マッチうりのしょうじょ 1956年12月号 アンデルセン原作 /竹崎有斐案 /初山滋画

10 うりひめとあまのじゃく 1957年1月号 浜田広介案 /秋野不矩画 

11 ねずみのおいしゃさま 1957年2月号 中川正文作 /永井保画

13 はるですよ 1957年4月号 野上彰作 /渡辺三郎画

14 みなみからきた つばめたち 1957年5月号 いぬいとみこ作 /竹山博画

15 ぺにろいやるのおにたいじ 1957年6月号 ジョーダン再話 /吉田甲子太郎訳 /山中春雄画

17 もりの むしたち 1957年8月号 三芳悌吉作・画

18 いたずら うさぎ 1957年9月号 野上彰作 /太田大八画

19 きしゃは ずんずん やってくる 1957年10月号 瀬田貞二作 /寺島竜一画

20 くりひろい 1957年11月号 厳大椿作 /山田三郎画

21 こびとの おくりもの 1957年12月号 上沢謙二訳 /荻太郎画

22 すねこ・たんぱこ 1958年1月号 与田凖一作 /朝倉摂画

23 やまのきかんしゃ 1958年2月号 松居直作 /太田忠画

24 がんばれ さるの さらんくん 1958年3月号 中川正文作 /長新太画  

25 はなと あそんできた ふみこちゃん 1958年4月号 与田凖一作 /堀文子画

26 くまさんに きいてごらん 1958年5月号 M・フラック作 /木島 始訳 /おのかほる画

27 てんぐの こま 1958年6月号 岸なみ編 /山中春雄画

28 でてきて おひさま 1958年7月号 うちだみちこ案 /丸木俊子画

29 ろくと はちの ぼうけん 1958年8月号 木島 始作 /池田竜雄画

30 ピー、うみへいく 1958年9月号 瀬田貞二作 /山本忠敬画

31 しらさぎのくる むら 1958年10月号 いぬいとみこ作 /稗田一穂画

32 おなかの かわ 1958年11月号 鈴木三重吉訳 /村山知義画

33 くろうま ブランキー 1958年12月号 伊東三郎訳 /堀内誠一画

35 おしゃべりな たまごやき 1959年2月号 寺村輝夫作 /長新太画

36 とんだよ、ひこうき 1959年3月号 松居直作 /寺島竜一画

37 ふうせんの おしらせ 1959年4月号 与田凖一作 /竹山博画  

38 三びきの やぎの がらがらどん　北欧民話1959年5月号 瀬田貞二訳 /池田龍雄画

39 たぐぼーとの いちにち 1959年6月号 小海永二作 /柳原良平画

40 きつねとねずみ 1959年7月号 ビアンキ作 /内田莉莎子訳 /山田三郎画

41 七わのからす 1959年8月号 グリム作 /瀬田貞二案 /堀内誠一画

42 やまなしもぎ 1959年9月号 平野直案 /佐藤忠良画

43 おはがきついた 1959年10月号 中川正文作 /村山知義画

44 かいたくちのみゆきちゃん 1959年11月号 水口健作 /坂本直行画

45 クリスマスの まえのばん 1959年12月号 クレメント・ムーア作 /渡辺茂男訳 /大沢昌助画

46 あなぐまのはな 1960年1月号 パウストフスキー作 /ワルワラ・ブブノワ画 /内田莉莎子案

47 おだんごぱん　ロシア民謡 1960年2月号 瀬田貞二訳 /井上洋介画



49 ぴかくん めをまわす 1960年4月号 松居直作 /馬場のぼる画

50 三びきの こぶた　イギリス昔話 1960年5月号 瀬田貞二訳 /山田三郎画

こどものとも　復刻版　Ｂセット

№ 書名 巻次 著者名

51 たろうのばけつ 1960年6月号 渡辺桂子作 /堀内誠一画

52 ジオジオの かんむり 1960年7月号 岸田衿子作 /中谷千代子画

53 きつねの よめいり 1960年8月号 松谷みよ子作 / 瀬川康男画

54 のろまな ローラー 1960年9月号 小出正吾作 /山本忠敬画

55 いぬとにわとり 1960年10月号 石井桃子作／山中春雄画

56 ゆきちゃんのせかいりょこう 1960年11月号 川尻泰司作・画

57 こまどりのクリスマス　スコットランド民話1960年12月号 渡辺茂男訳／丸木俊子画

58 かさじぞう 1961年1月号 瀬田貞二案／赤羽末吉画

59 みゆきちゃん まちへいく 1961年2月号 水口健作／坂本直行画

60 三びきのライオンのこ 1961年3月号 今江祥智作／長新太画

61 いちごつみ 1961年4月号 神沢利子作／佐藤忠良画

62 七ひきのこやぎ 1961年5月号 グリム作／瀬田貞二訳／山田三郎画

63 オンロックがやってくる 1961年6月号 おのかおる作・画

64 とらっく とらっく とらっく 1961年7月号 渡辺茂男さく／山本忠敬え

65 ひとりでやまへいったケン 1961年8月号 串田孫一さく・え

66 ３びきの くま 1961年9月号 瀬田貞二やく／山田三郎え

67 スーホのしろいうま　モンゴル民話 1961年10月号 大塚勇三やく／赤羽末吉え

68 もりのでんしゃ 1961年11月号 岸田衿子さく／中谷千代子え

69 そりにのって 1961年12月号 神沢利子さく／丸木俊子え

70 たろうのともだち 1962年1月号 渡辺桂子さく／堀内誠一え

71 みつこちゃんのむら 1962年2月号 熊谷元一作・画

72 うちゅうの ７にんきょうだい 1962年3月号 三好硯也作・画

73 かもときつね 1962年4月号 ビアンキ作／内田莉莎子訳／山田三郎画

74 おおきなかぶ　ロシア民話 1962年5月号 内田莉莎子訳／佐藤忠良画

75 だいくとおにろく　日本民話 1962年6月号 松居直再話／赤羽末吉画

77 あふりかのたいこ 1962年8月号 瀬田貞二作／寺島竜一画

78 かばくん 1962年9月号 岸田衿子作／中谷千代子画

79 つきをいる 1962年10月号 君島久子訳／瀬川康男画

80 あかずきん 1962年11月号 グリム原作／大塚勇三訳／宮脇公実画

81 てんからふってきた たまごのはなし 1962年12月号 チャペック作／三好硯也文・画

82 おおきな かぬー 1963年1月号 大塚勇三再話／土方久功画

83 ゆきむすめ 1963年2月号 内田莉莎子再話／佐藤忠良画

84 とんだ トロップ 1963年3月号 小野かおる文・画

85 たろうのおでかけ 1963年4月号 村山桂子さく／堀内誠一え

86 ちいさな ねこ 1963年5月号 石井桃子さく／横内襄え

87 ふしぎな たけのこ 1963年6月号 松野正子さく／瀬川康男え

88 たなばた 1963年7月号 君島久子再話／初山滋画

89 てじなしと こねこ 1963年8月号 クロード・岡本さく・え

90 ローノと やしがに 1963年9月号 北杜夫さく／得田壽之え

91 しょうぼうじどうしゃ じぷた 1963年10月号 渡辺茂男さく／山本忠敬え

92 いそっぷのおはなし 1963年11月号 中川正文やく／長新太え



93 ぐりとぐら 1963年12月号 なかがわりえこ文 /おおむらゆりこ絵

94 こぶじいさま　日本民話 1964年1月号 松居直再話／赤羽末吉画

95 うみのがくたい 1964年2月号 大塚勇三さく／丸木俊子え

96 ゆびっこ 1964年3月号 小野かおるさく・え

97 そらいろのたね 1964年4月号 なかがわりえこ文／おおむらゆりこ絵

98 かばくんのふね 1964年5月号 岸田衿子さく／中谷千代子え

99 おおきくなるの 1964年6月号 ほりうちせいいちさく・え

100 ようちゃんともぐら 1964年7月号 石井桃子さく／熊谷元一え

こどものとも　復刻版　Ｃセット

№ 書名 巻次 著者名

101 しょうぼうてい しゅつどうせよ 1964年8月号 渡辺茂男さく／柳原良平え

102 ばけくらべ 1964年9月号 松谷みよ子さく／瀬川康男え

103 うみからきた ちいさなひと 1964年10月号 瀬田貞二さく／寺島龍一え

104 たからさがし 1964年11月号 なかがわりえこ さく /おおむらゆりこえ 

105 クリスマスのほし 1964年12月号 上沢謙二案／富山妙子画

106 ふるやのもり 1965年1月号 瀬田貞二再話／田島征三画

107 きんいろのつののしか 1965年2月号 安藤美紀夫さく／吉井忠え

108 まいごのちろ 1965年3月号 中谷千代子さく・え

109 しんせつなともだち 1965年4月号 方軼羣作／君島久子訳／村山知義画

110 ぐるんぱのようちえん 1965年5月号 西内みなみさく／堀内誠一え

111 ぼくは だれでしょう 1965年6月号 イ・ベルィシェフさく／内田莉莎子やく／太田直美え

112 きゅる きゅる 1965年7月号 庄野英二さく・え

113 のろまなローラー　新版 1965年8月号 小出正吾さく／山本忠敬え

114 ねずみおことわり 1965年9月号 中谷幸子あん／小野かおるさく・え

115 くちばし 1965年10月号 ビアンキさく／田中かな子やく／薮内正幸え

116 ゆかいな さんぽ 1965年11月号 土方久功さく・え

117 わらべうた 1965年12月号 まじませつこえ

118 くろとゆき 1966年1月号 吉本隆子さく・え

120 くるまはいくつ 1966年3月号 渡辺茂男さく／堀内誠一え

121 はくちょうとおしどり 1966年4月号 岩崎京子さく／野崎貢え

122 どうなが ダック 1966年5月号 永田力さく・え

123 かわうそどんのくじらとり 1966年6月号 安藤美紀夫さく／田島征三え

124 もりのむしとのはらのむし 1966年7月号 三芳悌吉さく・え／中根猛彦監修

125 へそもち 1966年8月号 渡辺茂男さく／赤羽末吉え

126 ちょうちんあんこう 1966年9月号 なかのひろたかさく・え

127 ぴかくん めをまわす　新版 1966年10月号 松居直さく／長新太え

128 てまりのうた 1966年11月号 与田凖一さく／朝倉摂え

129 ぐりとぐらのおきゃくさま 1966年12月号 なかがわりえこさく /やまわきゆりこえ

130 かえるのごほうび 1967年1月号 木島始さく／梶山俊夫レイアウト

132 ねずみじょうど 1967年3月号 瀬田貞二再話／丸木位里画

133 たろうのともだち　新版 1967年4月号 村山桂子さく／堀内誠一え

134 あかちゃんのはなし 1967年5月号 与田凖一さく／吉井忠え

135 ぴぴとみみ 1967年6月号 吉本隆子さく・え

136 かわいい めんどり　イギリスとタジクの民話から1967年7月号 木島始さく／羽根節子え

137 かまきりのちょん 1967年8月号 得田之久さく・え



139 くじらのだいすけ 1967年10月号 天野祐吉さく／梶山俊夫え

140 そらのきゅうじょたい 1967年11月号 松居直さく／寺島龍一え

141 かえるのいえさがし 1967年12月号 石井桃子・川野雅代さく／中谷千代子え

142 うみをわたったしろうさぎ 1968年1月号 瀬田貞二再話／瀬川康男画

143 プンク マインチャ　ネパール民話 1968年2月号 大塚勇三再話／秋野亥左牟画

144 ふしぎなえ 1968年3月号 安野光雅え

145 たいへん たいへん　イギリス昔話 1968年4月号 渡辺茂男やく／長新太え

146 こちどりのおやこ 1968年5月号 岩崎京子さく／竹山博え

147 ぞうくんのさんぽ 1968年6月号 なかのひろたかさく・え／なかのまさたかレタリング

148 ゆうちゃんの みきさーしゃ 1968年7月号 村上祐子さく／片山健え

150 りょうちゃんのあさ 1968年9月号 松野正子さく／荻太郎え

かがくのとも　復刻版

№ 書名 巻次 著者名

1 しっぽのはたらき 1969年4月号 川田 健 文／薮内正幸 絵／今泉吉典 監修

2 たべられるしょくぶつ 1969年5月号 森谷 憲 文／寺島龍一 絵

4 てとゆび 1969年7月号 堀内誠一 作

5 あげは 1969年8月号 小林 勇 作

6 かずくらべ 1969年9月号 西内久典 文／安野光雅 絵

7 いとでんわ 1969年10月号 小林 実 文／小林桜子 絵

8 はっぱときのみ 1969年11月号 熊谷元一 作

9 ふゆのむし 1969年12月号 波多江醇 文／三芳悌吉 絵

11 こうていぺんぎん 1970年2月号 小森 厚 文／薮内正幸 絵

12 みつばち 1970年3月号 竹内一男 文／小林 勇 絵／岡田一次 監修

13 かげ 1970年4月号 中川正文 文／堀内誠一 絵

14 いたち 1970年5月号 吉崎正巳 作

16 ほくとしちせい 1970年7月号 藤枝澪子 文／辻村益朗 絵

17 てかげえ 1970年8月号 中川正文 文／赤穴 宏 絵

18 なかまはずれ 1970年9月号 安野光雅 作

19 ひやしんす 1970年10月号 平山和子 作／浅山英一 監修

21 かずのほん 1970年12月号 まついのりこ 作／遠山 啓 監修

22 ちのはなし 1971年1月号 堀内誠一 作

23 まるのおうさま 1971年2月号 谷川俊太郎 文／粟津 潔 絵

24 みずのなかのちいさなせかい 1971年3月号 三芳悌吉 作

25 とき 1971年4月号 佐藤春雄 文／薮内正幸 絵

26 くらべてみよう 1971年5月号 安野光雅 作

27 おっかなどうぶつえんのちず 1971年6月号 西内久典 文／なかのひろたか 絵

28 ひらがなのほん 1971年7月号 まついのりこ 作

29 かぶとむし 1971年8月号 古川晴男 文／小林 勇 絵

31 ふた 1971年10月号 降矢洋子 作

32 ふしぎなきかい 1971年11月号 安野光雅 作

33 いちばんちいさいもの 1971年12月号 高坂知英 文／梶山俊夫 絵

34 こま 1972年1月号 藤川正信 作

35 こっぷ 1972年2月号 谷川俊太郎 文／今村昌昭 写真／日下 弘 AD

36 みんなのき 1972年3月号 岸田衿子 文／堀内誠一 絵

37 たんぽぽ 1972年4月号 平山和子 作／北村四郎 監修



38 あわててにげた 1972年5月号 得田之久 作

39 うつる 1972年6月号 中川正文 文／飯田四郎 絵

40 きりんはどこからくるの 1972年7月号 石川重遠 作

41 みずあそび 1972年8月号 せなけいこ 作

42 ざっそう 1972年9月号 甲斐信枝 作

43 これ、なあに? 1972年10月号 くりばやしきくお 作

44 こおろぎ 1972年11月号 小林 勇 作

45 りんご 1972年12月号 花田弥一 作

46 てじな 1973年1月号 アダチ龍一 案／柳亭燕路 文／林家正楽 きり絵

47 のうさぎ 1973年2月号 高橋喜平 文／薮内正幸 絵

49 ざりがに 1973年4月号 吉崎正巳 作／須甲鉄也 監修

50 みち 1973年5月号 五味太郎 作

年少版こどものとも　復刻版

№ 書名 巻次 著者名

1 どうすればいいのかな？ 1977年4月号 渡辺茂男∥ぶん　大友康夫∥え

2 ずかん・じどうしゃ 1977年5月号 山本忠敬∥さく

3 きんぎょがにげた 1977年6月号 五味太郎∥さく

4 おかあさんとおつかい 1977年7月号 小沢良吉∥さく

5 とべかぶとむし 1977年8月号 得田之久∥さく

6 ごつんふわふわ 1977年9月号 谷川俊太郎∥ぶん　　なかのまさたか∥え

7 やさい 1977年10月号 平山和子∥さく

8 にゃんにゃん 1977年11月号 せなけいこ∥さく

9 どうぶつのおかあさん 1977年12月号 小森厚∥ぶん　薮内正幸　∥え

10 こぶたほいくえん 1978年1月号 中川李枝子∥ぶん　山脇百合子∥え

11 へのへのもへじ 1978年2月号 高梨章∥ぶん　　林明子∥え

12 いぬとにわとり 1978年3月号 石井桃子∥さく　　堀内誠一∥え

13 こねこ 1978年4月号 岸田衿子∥ぶん　　荻太郎　∥え

14 いただきまあす 1978年5月号 渡辺茂男∥ぶん　　大友康夫　∥え

15 ちいさなきしゃ 1978年6月号 五味太郎∥さく

16 あさがお 1978年7月号 浅山英一∥ぶん　宮崎健夫　∥え

17 ありのであったむし 1978年8月号 得田之久∥さく

18 かお 1978年9月号 福田繁雄∥さく

19 ともこのあさごはん 1978年10月号 ニタ・ソウター∥さく　　ばんどうゆみこ∥ぶん　　岡部りか∥え

20 うちのじどうしゃ 1978年11月号 谷川俊太郎∥ぶん　　大田大八∥え

21 ごろごろどっしーん 1978年12月号 西内みなみ∥ぶん　山内ふじ江　∥え

22 ぞうさん 1979年1月号 まどみちお∥し　　なかがわりえこ∥せん　　なかがわそうや　∥え

23 おおきいものは？ 1979年2月号 山本忠敬∥さく

24 かずちゃんのおつかい 1979年3月号 石井桃子∥ぶん　　中谷千代子　∥え

25 びりびりやぶいたら 1979年4月号 林蘭∥ぶん・え

26 いろいろないぬ 1979年5月号 石井桃子∥ぶん　　横内襄∥え

27 こんにちは 1979年6月号 渡辺茂男∥ぶん　大友康夫　∥え

28 くだもの 1979年7月号 平山和子∥さく

29 どうぶつたちのかくれんぼう 1979年8月号 中林影∥さく



30 ろせんばす 1979年9月号 山本忠敬∥ぶん・え

31 わしとみそさざい　スコットランドの昔話1979年10月号 三宅忠明∥さいわ　山本常一　∥え

32 まっくろけ 1979年11月号 川崎洋∥ぶん　　さとうわきこ　∥え

33 おおきくなったら　チェコのわらべうた1979年12月号 内田莉莎子∥やく　ヨゼフ・ラダ　∥え

34 とらたとまるた 1980年1月号 なかがわりえこ∥ぶん　　なかがわそうや∥え

35 くつしたかして 1980年2月号 長繩栄子∥ぶん・え

36 ちゅーりっぷ 1980年3月号 浅山英一∥ぶん　宮崎健夫　∥え

37 おかあさんとあかちゃん 1980年4月号 中谷千代子∥ぶん・え

38 おはようぱんじい 1980年5月号 平山和子∥さく

39 さんかく 1980年6月号 山本忠敬∥さく

40 いっしょにあそぼう 1980年7月号 津田櫓冬∥さく

41 みどりのぼうし 1980年8月号 五味太郎∥さく

42 よういどん 1980年9月号 渡辺茂男∥ぶん　大友康夫　∥え

43 おでかけのまえに 1980年10月号 筒井頼子∥さく　林明子　∥え

44 おねえさんになったのりちゃん 1980年11月号 三原佐知子∥ぶん　　中谷貞彦∥え

45 かく 1980年12月号 川崎洋∥ぶん　　和歌山静子∥え

46 たこたこあがれ 1981年1月号 熊谷元一∥さく

47 めのまどあけろ 1981年2月号 谷川俊太郎∥ぶん　長新太　∥え

48 はいいろこくのはいいろひめさま 1981年3月号 ささきまき∥さく

49 どろんこどろんこ！ 1981年4月号 渡辺茂男∥ぶん　　大友康夫∥え

50 にちようび 1981年5月号 山本容子∥さく



書名 著者名 出版年

うつる　かがくのとも６月号　 中川正文 ∥ぶん　飯田四郎 || え 1972

ほね　かがくのとも１０月号　 堀内誠一 ∥ぶんとえ 1974

おおはくちょう　かがくのとも１２月号　 やまひらともひこ ∥さく 1974

ゆき　かがくのとも２月号　 高橋喜平 ∥ぶん　平山英三 || え 1975

カタカナのほん　かがくのとも３月号　 まついのりこ ∥ぶん・え 1975

ぼくはぞうだ　かがくのとも２月号　 五味太郎 ∥さく 1976

にじます　かがくのとも３月号　 石川重遠 ∥さく 1976

もりのさんぽ　かがくのとも８月号　 吉崎正巳 ∥さく 1976

うみのむこうは　かがくのとも１２月号　 五味太郎 ∥さく 1976

どうぶつえんのおいしゃさん　かがくのとも２月号　 降矢洋子 ∥さく　　増井光子 || 監修 1977

みてみよう　こんちゅうのからだ　かがくのとも４月号　 得田之久 ∥さく 1977

ひっこし　かがくのとも５月号　 石川重遠 ∥さく 1977

みんなうんち　かがくのとも７月号　 五味太郎 || さく 1977

きもち　かがくのとも３月号　 谷川俊太郎 ∥ぶん　長新太 || え 1978

めだか　かがくのとも４月号　 吉崎正巳 ∥さく　太田一男 || 監修 1978

みるかがみ　あそぶかかみ　かがくのとも４月号　 大沼鉄郎 ∥ぶん　降矢洋子 || え 1978

およぐ　かがくのとも８月号　 なかのひろたか || さく 1978

ことば　かがくのとも９月号　 五味太郎 || さく 1978

かぜ　かがくのとも１０月号　 吉野公章 || さく 1978

もりのねずみ　かがくのとも１１月号　 今泉吉春 || ぶん　木村しゅうじ || え 1978

おなら　かがくのとも１２月号　 長新太 || さく 1978

いろいろいろ　かがくのとも１月号　 辻村益朗 || さく 1979

けものたちのみち　かがくのとも３月号　 宮崎学 || さく 1979

たたく　かがくのとも２月号　 谷川俊太郎 || ぶん　今井弓子 || え　 1979

あいず　かがくのとも５月号　 大沼鉄郎 || ぶん　　沼野正子 || え　 1981

いとよ　すをつくるさかな　かがくのとも２月号　 三吉悌吉 || さく　 1981

むかいあわせ　しぜんのなかのかたち　かがくのとも３月号　 よつもとあきら || さく　 1985

うずまき　しぜんのなかのかたち　かがくのとも１２月号　 よつもとあきら || さく 1986

ひがたでみつけた　かがくのとも６月号　 吉崎正巳 || さく　林公義 || 監修 1986

ピーナツ　なんきんまめ　らっかせい　かがくのとも１０月号　 こうやすすむ || 文　　中島睦子 || 絵 1987

かがくのとも版　きゅうきゅうばこ　かがくのとも２月号　 山田真 || ぶん　　柳生弦一郎 || え 1987

ようこそ　かくれんぼの国へ　ふしぎなかくしえしゃしん　かがくのとも２月号　 油谷勝海 || 作　 1990

ゆきどけみず　かがくのとも３月号　 野坂勇作 || さく　 1991

あそぼうよ！　もりのなかで　ネイチャーゲームのえほん　かがくのとも９月号　 松竹いね子 || 文　藤枝つう || 絵　降旗信一 || 監修 1992

くりかえし　しぜんのなかのかたち　かがくのとも１１月号　 よつもとあきら || さく 1992

あそぼう　あそぼう　おとうさん　かがくのとも６月号　 浜田桂子 || さく 1993

新・おっかなどうぶつえんのちず　かがくのとも８月号　 西内久典 || ぶん　なかのひろたか || え 1993

いっぽんの木　かがくのとも６月号　 土岐小百合 || 文　土田ヒロミ || 写真　小西啓介 || デザイン 1994

いもむしけむし　かがくのとも７月号　 澤口たまみ || ぶん　藤枝つう || え 1994

さわってごらん　ひとのからだ　かがくのとも９月号　 山本直英 || 文　油谷勝海 || 写真　佐藤芳夫 || 写真 1994

みんなでいねかり　かがくのとも１０月号　 菊池日出夫 || さく 1994

とん　とん　とうもろこし　かがくのとも６月号　 小宮山洋夫 || さく 1995

きはともだち　かがくのとも３月号　 服部道夫 || 文　姉崎一馬 || 写真 1996

ホタルがひかってる　かがくのとも６月号　 奥本大三郎 || 文　石部虎二 || 絵 1996

にゅうどうぐも　かがくのとも７月号　 野坂勇作 || さく　根本順吉 || 監修 1996

にんぎょうげき　かがくのとも８月号　 幸田真希 || ぶん　清水義博 || え 1996

カユイ　カユイ　たぬきせんせいのびょうきのほん　かがくのとも１１月号　 毛利子来 || ぶん　なかのひろたか || え 1996

ふゆのむしにあいたくて　かがくのとも１２月号　 宮武頼夫 || 文　松岡達英 || 絵 1997



書名 著者名 出版年

たきび　かがくのとも１０月号　 姉崎一馬 || 写真・文 1997

ココアは、いかが？　ふしぎなラベルのものがたり　かがくのとも９月号　 油谷勝海 || 作　木村功 || 写真　奥井一満 || 原案 1997

みんなでくさとり　かがくのとも８月号　 菊池日出夫 || さく 1997

かき　かがくのとも１１月号　 矢間芳子 || さく 1998

やどかりくんのうちさがし　かがくのとも８月号　 今福道夫 || 文　金尾恵子 || 絵 1998

たいふう　かがくのとも９月号　 野坂勇作 || さく　根本順吉 || 監修 1998

おいで、いっしょにあそぼうよ　かがくのとも５月号　 浜田桂子 || さく 1998

おへそのひみつ　かがくのとも４月号　 やぎゅうげんいちろう || さく 1998

つくったのだれ？　はやしのなかのげいじゅつか　かがくのとも３月号　 山口進 || 文・写真 1998

スーパーのレジぶくろでつくるほねなしカイト　かがくのとも１月号　 石森愛彦 || 文・絵　蒲倉一郎 || 発明・指導　津久井康宏 || デザイン 1999

まぜて、とかしておりょうりしよう　かがくのとも２月号　 西巻茅子 || 作　西内久典 || 構成協力 1999

かみきりむし　かがくのとも５月号　 いまもりみつひこ || 文・写真 1999

どうぶつだいすき　うさぎ・ハムスター・りす・やぎのしいくえほん　かがくのとも６月号　 加賀﨑武 || 文　夏目義一 || 絵 1999

こんぶのはまべ　かがくのとも９月号　 岡崎務 || 文　津田櫓冬 || 絵 1999

おそらにはてはあるの？　かがくのとも１２月号　 佐治晴夫 || 文　井沢洋二 || 絵 1999

ふきのとう　かがくのとも２月号　 甲斐信枝 || さく　森田竜義 || 監修 2000

はなびのはなし　かがくのとも７月号　 たかとうしょうはち || さく 2000

にたものどうし　かがくのとも１１月号　 奥井一満 || 文　U．G．サトー || 絵 2000

１６２ひきのカマキリたち　かがくのとも５月号　 得田之久 || さく 2000

ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん　むしぱんのまき　かがくのとも１２月号　 さとうわきこ || 作　佐々木志乃 || 協力 2000

アリのこちえちゃんのおつかい　かがくのとも１月号　 山岡亮平 || ぶん　石部虎二 || え 2001

おおきなおなべとちいさなおなべ　かがくのとも８月号　 二宮由紀子 || ぶん　石倉ヒロユキ || え 2001

ふしぎ？おもしろでじなっこ　かがくのとも１２月号　 佐伯俊男 || さく 2001

あし　みずべのしょくぶつ　かがくのとも１１月号　 織田道代 || 文　叶内拓哉 || 写真 2002

うらやまのエゾリス　かがくのとも１０月号　 金田正実 || 文・写真 2003

ぼく、あぶらぜみ　かがくのとも８月号　 得田之久 || ぶん　たかはしきよし || え 2004

そらいろのけもの　かがくのとも１２月号　 ビタリー・V・ビアンキ || 原作　澤口たまみ || 再話　あべ弘士 || 絵 2004

とりになったきょうりゅうのはなし　かがくのとも１月号　 大島英太郎 || さく 2005

さくら　かがくのとも４月号　 長谷川摂子 || 文　矢間芳子 || 絵・構成 2005

マングローブ　みなみのしまのヒルギのもり　かがくのとも６月号　 金尾恵子 || さく 2005

からすうり　かがくのとも７月号　 菅原久夫 || ぶん　津田真帆 || え 2005

ほおずきがいっぱい　かがくのとも９月号　 島津和子 || さく 2005

ひもとわゴムでだましっこ　かがくのとも１０月号　 佐伯俊男 || さく 2005

ふゆのおくりもの　かがくのとも１月号　 稲田務 || さく 2006

つくってあそぼう！おまつりやたい　かがくのとも２月号　 きうちかつ || 作 2006

書名 著者名 出版年

ぽつ　ぽつ　ぽつ　こどものとも０．１．２．６月号 増田純子∥さく 2013

てんとうむし　みつけた　ちいさなかがくのとも６月号 岡島秀治∥ぶん　稲田務∥え 2013

らくだ　こどものとも年少版６月号 にごまりこ∥さく 2013

ベランダでみつけた　ちいさなむし　ヤマトシジミ　かがくのとも６月号 大島加奈子∥さく 2013

ましろとカラス　こどものとも６月号 ふくざわゆみこ∥さく 2013

みてみて！　こどものとも年中向き６月号 谷川俊太郎∥ことば　小西貴士∥写真 2013

ふえた　ふえた　かがくとのも７月号 またきけいこ∥さく 2013

ちょっと　そこまで　こどものとも年少版７月号 みずうちさとみ∥さく 2013

くつしたのくまちゃん　こどものとも７月号 林原玉枝∥文　つがねちかこ∥絵 2013

ほわほわ　こどものとも０．１．２．７月号 青島左門∥さく 2013



書名 著者名 出版年

そらを　みあげる　チャバーちゃん　こどものとも年中向き７月号 ジェーン・ウェーチャチーワ∥さく　小林真里奈∥やく　ウィスット・ポンニミット∥え 2013

せなかに　のぼれ　ちいさなかがくのとも７月号 金尾恵子∥さく 2013

いつも　となりに　ねこじゃらし　かがくのとも８月号 伊沢尚子∥文　五十嵐大介∥絵 2013

ヤドカリだんちの　なみでんしゃ　こどものとも８月号 倉部今日子∥さく 2013

どろん　ばあ　こどものとも年少版８月号 小野寺悦子∥文　植垣歩子∥絵 2013

るーきったん　こどものとも年中向き８月号 おのりえん∥文　小野かおる∥絵 2013

とんとんとん　おとがしますか　ちいさなかがくのとも８月号 木坂涼∥ぶん　のだよしこ∥え 2013

うちわ　ぱたぱた　こどものとも０．１．２．８月号 杉田比呂美∥さく 2013

からだえん　サーカスだん　かがくのとも９月号 岩井真木∥文　山村浩二∥絵 2013

はなくんくん　こどものとも年少版９月号 ねじめ正一∥ぶん　亀澤裕也∥え 2013

ふるおうねずみ　こどものとも年中向き９月号 井上洋介∥絵・文 2013

サンゴのしまのポポ　こどものとも９月号 崎山克彦∥作　川上越子∥絵 2013

こくこく　こっくん　こどものとも０．１．２．９月号 イチンノロブ・ガンバートル∥さく　津田紀子∥訳　バーサンスレン・ボロルマー∥絵 2013

くりくりくりひろい　ちいさなかがくのとも９月号 澤口たまみ∥ぶん　サイトウマサミツ∥え 2013

みんなで　しいたけづくり　かがくのとも１０月号 菊池日出夫∥さく 2013

やねうらホテル　こどものとも年中向き１０月号 いとうせつこ∥作　こがしわかおり∥絵 2013

のせてよ！　こどものとも年少版１０月号 笠野裕一∥さく 2013

ぺんぎんたいそう　こどものとも０．１．２．１０月号 齋藤槙∥さく 2013

きょうはハロウィン　こどものとも１０月号 平山暉彦∥絵 2013

いきを　ふーっ　ちいさなかがくのとも１０月号 安江リエ∥ぶん　またきけいこ∥え 2013

くるまはこびます　ちいさなかがくのとも１１月号 小風さち || ぶん　鈴木周作 || え 2013

ならんだ ならんだ　こどものとも０．１．２．１１月号 やすえりえ || ぶん　わきさかかつじ || え 2013

やまやまのへっぴりじさま　こどものとも年中向き１１月号 小林輝子 ∥再話　梶山俊夫 ∥画 2013

かなと やまのおたから　こどものとも１１月号 土田佳代子 || 作　小林豊 || 絵 2013

おふろのかたつむり　こどものとも年少版１１月号 牧野夏子 || 文　鴨居杏 || 絵 2013

ねんにいちどのむらしばい　かがくのとも１１月号 高宮良子 || さく 2013

おいだらやまのよる　かがくのとも１２月号 米田　一彦 ∥文　田中豊美 || 絵 2013

いしのおもちゃ　こどものとも１２月号 イチンノロブ・ガンバートル || 文　津田紀子 || 訳　バーサンスレン・ボロルマー || 絵 2013

こうさぎのクリスマス　こどものとも年中向き１２月号 松野正子 ∥さく　荻太郎 ∥え 2013

３びきのこねこ　マザーグースの詩をもとに　こどものとも年少版１２月号 雪舟えま || 文　はたこうしろう || 絵 2013

でんしゃごっこ　こどものとも０．１．２．１２月号 山口マオ ∥作 2013

だん！だん！だん！だん！ねんどマン　ちいさなかがくのとも１２月号 おかいみほ || さく 2013

ひつじさん あそんでよ　ちいさなかがくのとも１月号 池谷陽子 || さく 2014

ピリンポリン　こどものとも０．１．２．１月号 西巻かな || さく 2014

カタッポ　こどものとも１月号 大原悦子 || 文　山村浩二 || 絵 2014

ふじさん おはよう　こどものとも年中向き１月号 福知伸夫 ∥作 2014

プーコン　こどものとも年少版１月号 井上洋行 || えとぶん 2014

こんなとき きみならどうする？　かがくのとも１月号 五味太郎 ∥〔作〕 2014

こぶたのおでかけ　こどものとも０．１．２．２月号 杉田徹 || 文・写真 2014

つばきレストラン　ちいさなかがくのとも２月号 おおたぐろまり || さく 2014

ポッサムおちた　こどものとも年少版２月号 渡辺鉄太 || 文　加藤チャコ || 絵 2014

へろへろおじさん　こどものとも２月号 佐々木マキ || さく 2014

モノレールのたび　かがくのとも２月号 みねおみつ ∥さく 2014

きょうのさんぽはそらあるき　こどものとも年中向き２月号 山田ゆみ子 || さく 2014

あたまがいけ　日本の昔話　こどものとも３月号 日野十成 || 再話　斎藤隆夫 || 絵 2014

ナガイモンジャ　東アフリカ・マサイ族のお話　こどものとも年中向き３月号 よしざわようこ || 再話　オマリ・アダムほか || 絵 2014

チェンチェンとクゥクゥ　こどものとも年少版３月号 さくらせかい || さく 2014

おひさまいっぱい　こどものとも０．１．２．３月号 東郷聖美 || さく 2014



書名 著者名 出版年

へんしんするゆび　かがくのとも３月号 宇田敦子 ∥さく　寄藤文平 || デザイン 2014

どろんこどろんこはるのみち　ちいさなかがくのとも３月号 あかしのぶこ || さく 2014

こぶたのプーちゃん　こどものとも年少版４月号 本田いずみ || 文　さとうあや || 絵 2014

いいとこいくの　こどものとも０．１．２．４月号 片山健 || さく 2014

カレーライスとまねきねこ　こどものとも４月号 苅田澄子 || ぶん　飯野まき || え 2014

ひもがいっぽん　こどものとも年中向き４月号 安江リエ || 文　及川賢治 || 絵 2014

おなかをみせて！　ちいさなかがくのとも４月号 島津和子 || さく 2014

くさむらでみつけたよ　ちいさなむしたちのくらし　かがくのとも４月号 得田之久 || ぶん たかはしきよし∥え　 2014

ふわふわふー　こどものとも０．１．２．５月号 神泉薫 || 文　三溝美知子 || 絵 2014

おふろでストロー　ちいさなかがくのとも５月号 おなーり由子 || さく 2014

あずき　かがくのとも５月号 荒井真紀 || さく 2014

くるまにのって　こどものとも年少版５月号 岡本雄司 || さく 2014

たんてい　かくれんぼう　こどものとも年中向き５月号 いとうせつこ || さく　勝山千帆 || え 2014

あいうえどうぶつ　おしごとなあに　こどものとも５月号 小野寺悦子 || 文　加藤チャコ || 絵 2014

おはな　こちょこちょ　ちいさなかがくのとも６月号 多田多恵子 || ぶん　平野恵理子 || え 2014

くまさん　はい　こどものとも０．１．２．６月号 長野ヒデ子 || さく 2014

あめのひのホネホネさん　こどものとも年中向き６月号 にしむらあつこ || さく・え 2014

ゆっくり　のんのちゃん　こどものとも年少版６月号 わたりむつこ || 作　でくねいく || 絵 2014

まげすけさんとしゃべるどうぐ　こどものとも６月号 太田大輔 || 作・絵 2014

はぐろとんぼ　かがくのとも６月号 吉谷昭憲 || さく 2014

ギンヤンマそらへ　ちいさなかがくのとも７月号 松岡達英 || さく 2014

おかお　ない　ない　こどものとも０．１．２．７月号 いとうせつこ || 文　　島津和子 || 絵 2014

やさいばたけのやまねこさん　こどものとも年中向き７月号 こじまさとみ || 作 2014

ラスチョのせんすいかん　こどものとも年少版７月号 アンヴィル奈宝子 || さく 2014

うらやまはくすりばこ　かがくのとも７月号 米本久美子 || さく　河邉誠一郎 || 監修 2014

にほんざりがに　かがくのとも８月号 川井唯史 || ぶん　野中俊文 || ぶん　浅井粂男 || え 2014

ほおずき　ほおずき　こどものとも０．１．２．８月号 降矢洋子 || さく 2014

なつのはやしのいいにおい　ちいさなかがくのとも８月号 舘野鴻 || さく 2014

あむとあおいリード　こどものとも８月号 小風さち || さく　山口マオ || え 2014

おにいちゃんのサメ　こどものとも年中向き８月号 いしだえつ子 || 文　吉岡さやか || 絵 2014

はなびがあがりますよ　こどものとも年少版８月号 のむらさやか || 文　　織茂恭子 || 絵 2014

どんぐりをおとしたのはだれ？　かがくのとも９月号 高柳芳恵 || ぶん　はたこうしろう || え 2014

てつたくんのじどうしゃ　こどものとも年中向き９月号 わたなべしげお || さく　ほりうちせいいち || え 2014

やもりのモリー　こどものとも０．１．２．９月号 田村ゆう子 || さく 2014

たこらすとうみがめのおじいさん　こどものとも年少版９月号 安江リエ || 文　　いまき　みち || 絵 2014

ねぼすけスーザときいろいリボン　こどものとも９月号 広野多珂子 || 作 2014

のこぎりやまのふしぎ　ちいさなかがくのとも９月号 大橋政人 || ぶん　　伊藤秀男 || え 2014

ぱんぱんあーん　こどものとも０．１．２．１０月号 すとうあさえ || ぶん　　堀川理万子 || 絵 2014

オバケ！　ホント？　こどものとも年少版１０月号 岡田善敬 || 作 2014

す～は～　かがくのとも１０月号 坂井　治 || さく 2014

クルトンさんとパンのきかんしゃ　こどものとも年中向き１０月号 宮嶋ちか || さく　 2014

こんにちは　またあした　ちいさなかがくのとも１０月号 工藤直子 || ぶん　　はたこうしろう || え 2014

キリギリスくんとよるのおんがくたい　こどものとも１０月号 伊藤知紗 || さく 2014

どんぐりずもう　こどものとも年少版１１月号 いしだえつ子 || さく　飯野和好 ||　え 2014

とりよ、とり　こどものとも１１月号 かなざわめぐみ|| さく 2014

おいで　おいで　こどものとも０．１．２．１１月号 佐々木一澄 || さく 2014

かまぼこ ちくわ さつまあげ　かがくのとも１１月号 かさはら　のりゆき || さく 2014

サンタルのもりのおおきなき　こどものとも年中向き１１月号 西岡直樹 || 構成・文　シブー・チットロコル ||　絵　西岡まどか ||　コラージュ　 2014



書名 著者名 出版年

かいちゅうでんとう　ちいさなかがくのとも１１月号 みやこしあきこ || さく 2014

ジャムさんちのふくぶくろ　かがくのとも１２月号 きうちかつ || 作 2014

ゆきのひのどうぶつえん　ちいさなかがくのとも１２月号 並木美砂子 || ぶん　池田泰子 || え 2014

たんじょうびのきのみ　こどものとも１２月号 おうぎかなめ|| 作 2014

せんひくよろこび　こどものとも年中向き１２月号 片山健 ||　作 2014

おーい、クレヨン　こどものとも０．１．２．１２月号 古川タク || さく 2014

どきどきキッチンサーカス　こどものとも年少版１２月号 石津ちひろ || 文　山村浩二 ||　絵 2014

クモをみつけよう　かがくのとも１月号 小林俊樹 || ぶん　　石橋真樹子 || え 2015

こすって こすって　ちいさなかがくのとも１月号 福知伸夫 || さく 2015

ごぶじろう　日本の昔話　こどものとも１月号 稲田和子　|| 再話　　いなだなほ || 絵 2015

まほうのひょうたん　スリランカの昔話　こどものとも年中向き１月号 シビル・ウェッタシンハ ||　再話・絵　松岡享子 || 訳 2015

おっしくっらまんじゅう　こどものとも０．１．２．１月号 おかいみほ || さく 2015

くつくつだいすき　こんなくつあったらいいな　こどものとも年少版１月号 スギヤマカナヨ ||　さく 2015

びっくりてじなでだましっこ　かがくのとも2月号 佐伯俊男 || さく 2015

あかくんこうこくをはしる　ちいさなかがくのとも2月号 あんどうとしひこ || さく 2015

まっくろめがね　こどものとも2月号 山崎英介 || さく 2015

てっちゃんのゆきすべり　こどものとも年中向き2月号 丸木ひさ子 || 作 2015

あつまれ～　こどものとも０．１．２．2月号 額田宣彦 || さく 2015

ボクのヒコウキ　こどものとも年少版2月号 たかべ　せいいち ||　さく 2015

ハナコさんはどうだった？　かがくのとも3月号 古川タク || さく 2015

ちいさくてもできたあ！　ちいさなかがくのとも3月号 いとうせつこ || ぶん　　進藤恵子 || え 2015

たまごをうって　こぶたをかって　ブルガリアの昔話　こどものとも3月号 八百板洋子 || 再話　　日置由美子 || 絵 2015

さくらひらひら　とんぴんぴん　こどものとも年中向き3月号 わたりむつこ || さく　ましませつこ || え 2015

のびのびおはよう　こどものとも０．１．２．3月号 こばやしえみこ || 文　　池谷陽子 || 絵 2015

はるをみつけたよ　こどものとも年少版3月号 平野恵理子 ||　さく 2015

ポットくんとイチゴぐみ　かがくのとも4月号 真木文絵 || ぶん　石倉ヒロユキ || え 2015

ちょっとみせてくださいな　ちいさなかがくのとも4月号 ほりかわりまこ || さく 2015

まゆとかっぱ　やまんばのむすめ　まゆのおはなし　こどものとも4月号 富安陽子 || 文　　降矢なな || 絵 2015

アップリケのことり　こどものとも年中向き4月号 殿内真帆 || さく 2015

あさですよ　こどものとも０．１．２．4月号 木坂涼 || 文　　わかやましずこ || 絵 2015

ブルくんかなちゃんありんこくん　こどものとも年少版4月号 ふくざわゆみこ ||　さく 2015

かなへび　かがくのとも5月号 竹中践 || ぶん　石森愛彦 || え 2015

ふわふわさんぽ　ちいさなかがくのとも5月号 しんぐうすすむ || さく 2015

おべんとうをたべたかったおひさまのはなし　こどものとも5月号 本田いずみ || 文　　伊野孝行 || 絵 2015

テコちゃんとネコネコ　こどものとも年中向き5月号 古内ヨシ || 作 2015

ペロ　チュパ　チュー　こどものとも０．１．２．5月号 たむらしげる || さく 2015

おまめ　こどものとも年少版5月号 鎌田暢子 ||　さく 2015

こんなこえがきこえてきました　かがくのとも6月号 佐藤雅彦＋ユーフラテス 2015

ぼくのかさ　ちいさなかがくのとも6月号 杉田　比呂美 || さく 2015

はさみのチョキさん　こどものとも6月号 苅田　澄子 || 文　　西巻　茅子 || 絵 2015

そらがおちてくるんです　スリランカの昔話より　こどものとも年中向き6月号 プンニャ・クマーリ || 再話・絵 2015

びよよーん　こどものとも０．１．２．6月号 村田　ミエコ || さく 2015

あめ　ぽっつん　こどものとも年少版6月号 杜　今日子 ||　さく 2015

いわな　やまおくにすむさかな　かがくのとも7月号 横内　陽　|| さく 2015

ベランダにきたつばめ　ちいさなかがくのとも7月号 越智　典子 || ぶん　　おおぐろ　まり　|| え 2015

ロウソクいっぽんちょうだいな　こどものとも7月号 飯野　まき || さく 2015

ええことおもいついたなっちゃん　こどものとも年中向き7月号 鍋田　敬子 || さく 2015

ねむたいねむたい　こどものとも０．１．２．7月号 やぎゅうげんいちろう || さく 2015



書名 著者名 出版年

おなまえなあに　こどものとも年少版7月号 みやまつともみ ||　さく 2015

かぶとむしのたたかいのおきて　かがくのとも8月号 本郷儀人　|| ぶん　　小堀文彦 || え 2015

はっぱ　きらきら　ちいさなかがくのとも8月号 多田多恵子 || ぶん　　山本尚明　|| え 2015

ものうり草子　こどものとも8月号 井上洋介 || えとぶん 2015

万次郎さんとすいか　こどものとも年中向き8月号 本田いずみ || ぶん　　北村人 || え 2015

かえるさん　くわっくわっ　こどものとも０．１．２．8月号 廣野研一 || さく 2015

パンダのソフトクリームやさん　こどものとも年少版8月号 小川かなこ ||　さく 2015

きんぎょのきんちゃん　かがくのとも9月号 笠野　裕一 || さく 2015

すなはまのあな　ちいさなかがくのとも9月号 荒川　暢 ||  さく 2015

はかせのふしぎなプール　こどものとも9月号 中村　至男 || さく 2015

カタツムリにげた　こどものとも年中向き9月号 三輪　一雄 || 作 2015

ぐるぐるぐるーん　こどものとも０．１．２．9月号 のむら　さやか || 文　　サイトウ　マサミツ || 絵 2015

こやぎがすやすや　こどものとも年少版9月号 田島　征三 2015

ふうせんであそぼう　かがくのとも10月号 高橋　淳 || ぶん　フィリップ・ジョルダーノ || え 2015

とんぼとんぼ　あかとんぼ　ちいさなかがくのとも10月号 澤口　たまみ ||  ぶん　サイトウ　マサミツ || え 2015

さがしもの　こどものとも10月号 森　洋子 || 作 2015

まじょのくに　こどものとも年中向き10月号 油野　誠一 || 作 2015

かあーかあーからすさん　こどものとも０．１．２．10月号 増田　純子 || さく 2015

もりはみている　こどものとも年少版10月号 おおたけ　ひでひろ || 文・写真 2015

まつぼっくり　かがくのとも11月号 菅原　久夫 || ぶん　大島　加奈子 || え 2015

てぶくろくん　こどものとも年少版11月号 佐々木　マキ 2015

フーちゃんみなかった？　こどものとも年中向き11月号 村田　エミコ || さく 2015

かすみのどんぐり　こどものとも11月号 征矢　清 || 文　まるやま　あやこ || 絵 2015

くまさんふうー　こどものとも０．１．２．11月号 飯野　和好 || さく 2015

アオサギのさかなとり　ちいさなかがくのとも11月号 とうごう　なりさ || さく 2015

ねじ　かがくのとも12月号 角　槇作 || さく 2015

ももんがのふゆのおうち　ちいさなかがくのとも12月号 あかし　のぶこ || さく 2015

トッケビとどんぐりムク　朝鮮半島の昔話　こどものとも12月号 イ・サンギョ  || 再話　おおたけ　きよみ || 訳　ナ・ヒョンジョン || 絵 2015

はりがね　なんになる？　こどものとも年中向き12月号 たむら　しげる || さく 2015

りすともりのあしあと　こどものとも年少版　12月号 八百板　洋子 || 文　ナターリヤ・チャルーシナ || 絵 2015

おいっちに　おいっちに　こどものとも0・1・2　12月号 柚木沙弥郎 || さく 2015

もりのなかのあなのなか　かがくのとも1月号 大橋慶子 || さく　今泉忠明 || 監修 2016

バスはっしゃしまあす　ちいさなかがくのとも1月号 三宮麻由子 || ぶん　たしろちさと || え 2016

かげええほん　こどものとも1月号 こんどうりょうへい  || さく　かきのはらまさひろ || こうせい　やまもとなおあき || しゃしん 2016

りゅうになりそこねたハブ　沖縄の昔話　こどものとも年中向き1月号 儀間比呂志 || ぶん・え 2016

ねんころりん　こどものとも年少版　1月号 きむらよしお || さく 2016

ことりさんかくれんぼ　こどものとも0・1・2　1月号 うえののりお 2016

１まいのかみのどうぶつたち　かがくのとも2月号 谷内庸生 || さく　西山悦子 || 撮影 2016

さんかく さんかく　ちいさなかがくのとも2月号 平野恵理子 || さく 2016

やさいのおにたいじ　こどものとも2月号 つるたようこ  || さく 2016

おみまい　こどものとも年中向き2月号 土橋　とし子 || さく 2016

もりのなかから　こどものとも年少版　2月号 福知伸夫 || さく 2016

けんけん ぱっ　こどものとも0・1・2　2月号 にごまりこ || さく 2016

エスカレーターとエレベーター　かがくのとも3月号 小輪瀬　護安 || さく 2016

ぴったりこん　ちいさなかがくのとも3月号 小野寺　悦子 || ぶん　池谷　陽子 || え 2016

はるちゃんもうすぐいちねんせい　こどものとも3月号 秋山　とも子  || さく 2016

ポッキーとトム　こどものとも年中向き3月号 かのめ　たかし || さく・え 2016

こたろうのさかなつり　こどものとも年少版　3月号 ねぎし　たかこ || 文　　竹中　奨 || 絵 2016



書名 著者名 出版年

みっこちゃん　こどものとも0・1・2　3月号 にしむら　あつこ || さく 2016

にわのキアゲハ　かがくのとも4月号 岩渕　真理 || さく 2016

かなへびくんとひなたぼっこ　ちいさなかがくのとも4月号 島津和子 || さく 2016

もぐとぐるとうみかぜごう　こどものとも4月号 安江リエ  || 作　　及川賢治 || 絵 2016

もじもじこぶくん　こどものとも年中向き4月号 小野寺悦子 || ぶん　きくちちき || え 2016

のりまき　こどものとも年少版　4月号 小西英子 || さく 2016

ねんねんよう　こどものとも0・1・2　4月号 神沢利子  || ぶん　　鎌田暢子 || え 2016

のびるじどうしゃ　かがくのとも5月号 平山?彦 || さく 2016

ふねをまつ　ちいさなかがくのとも5月号 笠野裕一 || さく 2016

あいうえどうぶつ おやつはなあに　こどものとも5月号 小野寺悦子  || 文　　加藤チャコ || 絵 2016

かめくんのさんぽ　こどものとも年中向き5月号 なかのひろたか || さく・え 2016

くさむらのかくれんぼ　こどものとも年少版　5月号 今森光彦 || さく 2016

こっちん とてん　こどものとも0・1・2　5月号 かたやまけん 2016

うんちみたいなむしがいた　かがくのとも6月号 伊藤知紗 || さく 2016

あまがえる、のはらへ　ちいさなかがくのとも6月号 澤口たまみ || ぶん　　磯部光太郎 || え 2016

ベッペじいさんとねこ　こどものとも6月号 藤島由美 2016

はたきがけこうしん　こどものとも年中向き6月号 大川久乃 || ぶん　　下田昌克 || え 2016

くまとうさんのさかなつり　こどものとも年少版　6月号 村田エミコ || さく 2016

みゃーん　みゃーん　こどものとも0・1・2　6月号 村松カツ || さく 2016

あかちゃんはふしぎがいっぱい　かがくのとも7月号 安江リエ || ぶん　　いまきみちえ || え 2016

しーっ　あれはなんのおと？　ちいさなかがくのとも7月号 小野寺悦子 || ぶん　　城芽ハヤト || え 2016

おとうさんのうまれたうみべまちへ　こどものとも7月号 小嶋雄二 || 作　　森英二郎 || 画 2016

ちいさなあかいにわとり　アイルランドの昔話　こどものとも年中向き7月号 大塚勇三 || 再話　　日紫喜洋子 || 絵 2016

ひとくちどーぞ　こどものとも年少版　7月号 山﨑克己 || さく 2016

あかいボール　こどものとも0・1・2　7月号 高部晴一 || さく 2016

ハエトリグモ　かがくのとも8月号 池田博明 || ぶん　　秋山あゆ子 || え 2016

さくよさくよ　ちいさなかがくのとも8月号 齋藤槙 || さく 2016

ケロリンピック　こどものとも8月号 大原悦子 || 文　　古川裕子 || 絵 2016

アオッチとキーコ　ひみつきちにいく　こどものとも年少版　8月号 土橋とし子 || さく 2016

おばけのこままわしたいかい　こどものとも年中向き8月号 西平あかね || さく 2016

たべたのだーれだ？　こどものとも0・1・2　8月号 たむらしげる || さく 2016

ぎゅうにゅうパックでつくろう　かがくのとも9月号 よしだきみまろ || さく 2016

なにがとおったの？　ちいさなかがくのとも9月号 進藤恵子 || さく 2016

あめのひのかえりみち　こどものとも9月号 岩井真木 || 文　　五十嵐大介 || 絵 2016

ママのバック　こどものとも年少版　9月号 花山かずみ || 作 2016

ひこざんとまほうのじゃがいも　こどものとも年中向き9月号 木村晃彦 || さく 2016

おひさまずんずん　こどものとも0・1・2　9月号 卯月俊光 || さく 2016

きのこってなんだろう？　かがくのとも10月号 小林路子 || さく 2016

なくむしこみち　ちいさなかがくのとも10月号 内田正吉 || ぶん　　サイトウマサミツ || え 2016

てんごくにいったのうふ　スリランカの昔話より　こどものとも10月号 プラサンサ・カルコーッテゲ || 再話・訳　　イノーカ・デ・シルバ || 絵 2016

にわとりかあさん　こどものとも年少版　10月号 木坂涼 || 文　　　高畠純 || 絵 2016

なんじゃもんじゃはかせのおべんとう　こどものとも年中向き10月号 長新太 || さく 2016

すごいねじょうずだね　こどものとも0・1・2　10月号 大川久乃 || 文　　ましませつこ || 絵 2016

たんぼにできたわらのいえ　かがくのとも11月号 夏目義一 || さく 2016

はっぱのいえさがし　ちいさなかがくのとも11月号 大崎清夏 || ぶん　　北島遊 || え 2016

ことしのセーター　こどものとも11月号 石川えりこ || さく・え 2016

ふみきりくん　こどものとも年少版　11月号 えのもとえつこ || 文　　　鎌田歩 || 絵 2016

ひーじー　こどものとも年中向き11月号 東郷聖美 || さく 2016



書名 著者名 出版年

まねっこビュンビュン　こどものとも0・1・2　11月号 イチンノロブ・ガンバートル || 文　　バーサンスレン・ボロルマー || 絵　　津田紀子 || 訳 2016

さんぽみちのオナモミ　かがくのとも12月号 広野多珂子 || さく 2016

１００　ちいさなかがくのとも12月号 名久井直子 || さく　　井上佐由紀 || しゃしん 2016

きしゃのゆ　こどものとも12月号 尾崎玄一郎 || 作  尾崎由紀奈 || 作 2016

かみっこさん　こどものとも年少版　12月号 山田ゆみ子 || さく 2016

ゆきのひのアイスクリーム　こどものとも年中向き12月号 片山令子 || さく　柳生まち子 || え 2016

おっととっと　こどものとも0・1・2　12月号 柿木原政広 || 作 2016

ゆきふり　かがくのとも1月号 澤口たまみ || ぶん　　斉藤俊行　|| え 2017

しもばしらしゃくしゃく　ちいさなかがくのとも1月号 ほりかわりまこ || さく　 2017

おにとあんころもち　西三河の昔話　こどものとも1月号 おざわとしお || 再話  くのあいこ || 再話　　半田強 || 絵 2017

ゆきのひのおかいもの　こどものとも年少版　1月号 小野寺悦子  || 文　　菅野博子　|| 絵 2017

こいぬをつれたかりうど　中国の昔話　こどものとも年中向き1月号 牧野夏子 || 再話　佐々木マキ || 絵 2017

もぐもぐがじがじ　こどものとも0・1・2　1月号 中野明美 || 文　　大島妙子 || 絵 2017

リュウノヒゲ　ふゆにみつけたあおいたね　かがくのとも2月号 山根悦子 || さく　　多田多恵子　|| 監修 2017

うどんできた！　ちいさなかがくのとも2月号 加藤休ミ || さく　 2017

なんでももじもじ　こどものとも2月号 大日本タイポ組合 || 作 2017

てじなのやかた　こどものとも年少版2月号 土屋富士夫　|| 作 2017

へんてこなおきゃくさん　こどものとも年中向き2月号 浜田桂子 || 作 2017

ちゃぷちゃぷぷーん　こどものとも0・1・2　2月号 得田之久 || 文　　及川賢治 || 絵 2017

こんとごん　てんてんありなしのまき　かがくのとも3月号 織田道代 || さく　　早川純子　|| え 2017

つかめるかな？　ちいさなかがくのとも3月号 大橋政人 || ぶん　　　片山健 || え　 2017

さばくのジン　こどものとも3月号 新藤悦子 || ぶん　　　荒木郁代 || え 2017

ほわほわひつじ　こどものとも年少版3月号 池谷陽子　|| さく 2017

とのさまがえるにはるがきた　こどものとも年中向き3月号 小風さち || さく　　　　山口マオ || え 2017

とっとこうれしいな　こどものとも0・1・2　3月号 荒川薫 || 文　　山内彩子 || 絵 2017

アリのかぞく　かがくのとも4月号 島田拓 || ぶん　　大島加奈子　|| え 2017

ようこそぼくのてのひらへ　ちいさなかがくのとも4月号 澤口たまみ || ぶん　　　たしろちさと || え　 2017

バルバルさん　きょうはこどもデー　こどものとも4月号 乾栄理子 || 文　　　西村敏雄 || 絵 2017

いちばんせんちょう　こどものとも年少版4月号 こさかまさみ　|| 文　　　はたこうしろう || 絵 2017

ぱくぱく　はんぶん　こどものとも年中向き4月号 渡辺鉄太 || ぶん　　　　南伸坊 || え 2017

ぱっちりおはよう　こどものとも0・1・2　4月号 増田純子 || さく 2017

じゃがいも　かがくのとも5月号 荒井真紀　|| さく 2017

たけのこぐんぐん　ちいさなかがくのとも5月号 福知伸夫 || さく 2017

ゴビのうた　こどものとも5月号 イチンノロブ・ガンバートル || 文　　　バーサンスレン・ボロルマー || 絵　津田紀子 || 訳 2017

いろんなむしあつめたよ　こどものとも年少版5月号 廣野研一 || さく 2017

こなやのこねこ　こどものとも年中向き5月号 えのもとえつこ || ぶん　　きくちちき || え 2017

いっしょいっしょ　こどものとも0・1・2　5月号 猫野ペスカ || さく 2017

はなむぐり　かがくのとも6月号 長谷川哲雄　|| さく 2017

しずく　ちいさなかがくのとも6月号 越智典子 || ぶん　野口満一月　|| え 2017

パパとドライブ　こどものとも6月号 山口稔子 || 文　　　まるやまあやこ || 絵　 2017

ギーコギーコ　こどものとも年少版6月号 太田大輔 || さく・え 2017

おいしいおやつをくださいな　こどものとも年中向き6月号 大塚妙子 || さく　　おおの麻里 || え 2017

ブップブープー　こどものとも0・1・2　6月号 笠野裕一 || さく 2017

みずのつぶがあつまると　かがくのとも7月号 太田大輔　|| さく・え 2017

せみのこえ　ちいさなかがくのとも7月号 槐真史 || ぶん　かわしまはるこ　|| え 2017

なむちんかむちん　こどものとも７月号 やぎゅうげんいちろう || さく　 2017

おおきくなってね　こどものとも年少版７月号 ごんもりなつこ || さく 2017

たなのうえひこうじょう　こどものとも年中向き７月号 中村至男 || さく　　 2017



書名 著者名 出版年

ピッピちゃん　こどものとも0・1・2　７月号 田村ゆう子 || さく 2017

れっしゃがとおります　かがくのとも8月号 岡本雄司　|| さく 2017

わたしもかぜになれるのよ　ちいさなかがくのとも8月号 木坂涼 || ぶん　三溝美知子　|| え 2017

おばけえんはすぐそこです　こどものとも8月号 山崎るり子 || 詩　　　石黒亜矢子 || 絵　 2017

すすめ　ろめんでんしゃ　こどものとも年少版8月号 のさかゆうさく || さく 2017

いいおてんき　こどものとも年中向き8月号 なかのゆき || 文　井上文香　絵　　 2017

カーテンふわり　こどものとも0・1・2　8月号 澤口たまみ || 文　　どいかや || 絵 2017

しろつめくさ　あかつめくさ　かがくのとも9月号 澤口　たまみ　|| ぶん　　安井寿磨子 || え 2017

おおきなきとであったら　ちいさなかがくのとも9月号 くさはらかな　|| さく 2017

おまつり　こどものとも9月号 森洋子 || 作 2017

うえきやさんがやってきた　こどものとも年少版9月号 片平直樹 || 文　　　みずうちさとみ || 絵 2017

きっておとこ　こどものとも年中向き9月号 殿内真帆　||　さく　 2017

なかよしなかよし　こどものとも0・1・2　9月号 のむらさやか || さく 2017

つくってあそぼう　あやつりにんぎょう　かがくのとも10月号 林　由未 || さく 2017

きょうはたびびより　ちいさなかがくのとも10月号 とうごうなりさ　|| さく 2017

はしをわたってしらないまちへ　こどものとも10月号 高科正信 || 文　　中川洋典 || 絵 2017

て　こどものとも年少版10月号 とのむらせつこ || さく 2017

にかいだてバスにのって　こどものとも年中向き10月号 せきなつこ　||　さく　 2017

じゅうじゅうじゅう　こどものとも0・1・2　10月号 あずみ虫 || さく 2017

すいどう　かがくのとも11月号 百木一朗 || さく 2017

のぼれ！ケーブルカー　ちいさなかがくのとも11月号 石橋真樹子　|| さく 2017

アンヘリータとおばあちゃん　メキシコのおぼん　ディア・デ・ムエルトス　　こどものとも11月号 直江みちる || ぶん　　今井俊 || え 2017

だいじなくつ　こどものとも年少版11月号 にしむらあつこ || さく 2017

ひつじかいとうさぎ　ラトビア民話　こどものとも年中向き10月号 うちだりさこ　||　再話　スズキコージ || 画 2017

かばんばん　こどものとも0・1・2　11月号 尾崎玄一郎 || さく　　尾崎由紀奈 || さく 2017

シロナガスクジラ　かがくのとも12月号 加藤秀弘 || ぶん　大片忠明 || え 2017

うしさんぎゅうにゅうくださいな　ちいさなかがくのとも12月号 あおきあさみ　|| さく 2017

うさおとかめきちのマラソンたいかい　　こどものとも12月号 中垣ゆたか || 作 2017

ずんずんばたばたおるすばん　こどものとも年少版12月号 ねじめ正一 || 文　降矢なな || 絵 2017

あ　あ　　こどものとも年中向き12月号 大槻あかね || 作 2017

すやすやおやすみ　こどものとも0・1・2　12月号 石津ちひろ || ぶん　　酒井駒子 || え 2017

わたしとわたし　かがくのとも1月号 五味太郎 || [作] 2018

こめだしだいこく　えひめのむかしばなし　こどものとも1月号 大黒みほ || 再話　斎藤隆夫 || 絵 2018

セーターパパ　こどものとも年中向き1月号 小林陽子 || 文　たしろちさと || 絵 2018

おもち　こどものとも年少版1月号 彦坂有紀 || さく　もりといずみ || さく 2018

つめたいあさのおくりもの　ちいさなかがくのとも1月号 片山令子 || 文　片山健 || 絵 2018

ふわふわふうせん　こどものとも0121月号 白川三雄 || さく 2018

チョウのふゆごし　かがくのとも２月号 井上大成 || ぶん　松山円香 || え 2018

しろいかみ　こどものとも０１２2月号 谷内つねお || さく　西山悦子 || 撮影 2018

たぬきのどっきりはっぴょうかい　こどものとも年中向き2月号 大島英太郎 || 作 2018

こやぎのチキとじいさんやぎのひみつ 清水たま子 || 文　竹田鎭三郎 || 絵 2018

ゆうちゃんとひよどり　こどものとも年少版2月号 いまきみち || さく 2018

ふぶきがやんだら　ちいさなかがくのとも2月号　 あかしのぶこ || さく 2018

かもつせんのいちにち　かがくのとも３月号 谷川夏樹 || さく 2018

もういいかあい？　はるですよ　ちいさなかがくのとも３月号　 富安陽子 || ぶん　　松成真理子 || え 2018

スプーンのおうじさま　こどものとも年中向き3月号 黒﨑美穂 || 文　　鬼頭祈 || 絵 2018

ちいさなはりねずみ　こどものとも年少版3月号 八百板洋子 || 文　　ナターリヤ・チャルーシナ || 絵 2018

つないでつないで　こどものとも０・１・２　３月号 福知伸夫 || さく　 2018



書名 著者名 出版年

あずきのあんちゃんずんちゃんきんちゃん　こどものとも3月号 とみながまい || 文　植垣歩子 || 絵 2018

まちでくらすとり　すずめ　かがくのとも４月号 三上修 || ぶん　　長島充 || え 2018

むしがこんなことしていたよ　ちいさなかがくのとも４月号　 越智典子 || ぶん　　サイトウマサミツ || え 2018

さああてて　ぼくはだれでしょう　こどものとも年中向き４月号 小野寺悦子 || 文　　和歌山静子 || 絵 2018

ひよこはにげます　こどものとも年少版４月号 五味太郎 || [作] 2018

ぱんだちゃん　こどものとも０・１・２　４月号 MAYA MAXX || えとぶん　 2018

はりねずみのぼうやのおはなし　こどものとも４月号 小風さち || さく　西平あかね || え 2018

もやし　かがくのとも5月号 野坂勇作 || さく 2018

たんぼにあおぞらみーつけた！　ちいさなかがくのとも5月号　 澤口たまみ || ぶん　　山口哲司 || え 2018

リュックしょってピクニック　こどものとも年中向き5月号 こさかまさみ || さく　　こやまともこ || え 2018

なんのくるまにのるのかな？　こどものとも年少版5月号 小輪瀬護安 || さく 2018

ちゅうちゅうちゅちゅちゅ　こどものとも０・１・２　5月号 村田エミコ || さく 2018

たんぽぽのまほう　こどものとも5月号 河本祥子 || さく　 2018

しんやくんのマラカス　こどものとも年中向き6月号 石川えりこ || さく　　こやまともこ || え 2018

ねられんねられんかぼちゃのこ　こどものとも年少版6月号 やぎゅうげんいちろう || さく 2018

しりとり　こどものとも6月号 安野光雅 || さく　 2018

たまごとにわとり　かがくのとも6月号 棚橋亜左子 || さく 2018

かんらんしゃにのったよ　ちいさなかがくのとも6月号　 安江リエ || ぶん　　斉藤俊行 || え 2018

なかよしだあれ　こどものとも０・１・２　6月号 みやまつともみ || さく 2018

やさいのかたち　かがくのとも7月号 真木文絵 || ぶん　石倉ヒロユキ　|| しゃしん 2018

かぶとむしがにげた！　ちいさなかがくのとも7月号　 たしろちさと || さく 2018

なつをみつけたよ　こどものとも年少版7月号 平野恵理子 || さく 2018

つん　こん　ぱっ　こどものとも０・１・２　7月号 こぺんなな || さく 2018

まなつのかわ　こどものとも7月号 菊池日出夫 || さく　 2018

ねこのごろんた　こどものとも年中向き7月号 鍋田敬子 || さく 2018

すいぞくかんのおいしゃさん　かがくのとも8月号 大塚美加 || ぶん　齋藤槙　|| え 2018

うみのなかがみえるよ　ちいさなかがくのとも8月号　 荒川暢 || さく 2018

でんしゃくるかな？　こどものとも０・１・２　8月号 きくちちき || [さく] 2018

ゴトガタトラック　こどものとも年少版8月号 古賀充 || 作 2018

ぱたぱたするするがしーん　こどものとも年中向き8月号 くりはらたけし || 作 2018

さるがいっぴき　こどものとも8月号 ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ || [作]　 2018

たぬきのくらし　かがくのとも9月号 田中豊美　|| さく 2018

おしりじまん　ちいさなかがくのとも9月号　 齋藤槙 || さく 2018

たたんぱたたんぱ　こどものとも０・１・２　9月号 のむらさやか || 文　　　川本幸 || 制作　　　塩田正幸 || 写真 2018

うえからみたりよこからみたり　こどものとも年少版9月号 麻生知子 || さく 2018

ヤドカリだんちのおまつり　こどものとも年中向き9月号 倉部今日子 || 作 2018

ノホディとかいぶつ　　イランの再話　こどものとも9月号 愛甲恵子 || 再話　　ナルゲス・モハンマディ || 絵 2018

バッタ　かがくのとも10月号 槐真史　|| ぶん　　廣野研一　|| え 2018

あきのおさんぽいいものいくつ？　ちいさなかがくのとも10月号　 おおたぐろまり || さく 2018

ぼくはいぬ　こどものとも０・１・２　10月号 杜今日子 || さく 2018

ぺちゃくちゃばーぶー　こどものとも年少版10月号 たかどのほうこ || さく 2018

もりのブランコ　こどものとも年中向き10月号 あかしのぶこ || さく 2018

ぴんくさんとかぼちゃ　こどものとも10月号 島津和子 || さく 2018

なみだ　かがくのとも11月号 垂石眞子　|| さく 2018

あかくんうみをわたる　ちいさなかがくのとも11月号　 あんどうとしひこ || さく 2018

ひっぱれば　こどものとも０・１・２　11月号 長野ヒデ子 || さく 2018

のってみたいな　こどものとも年少版11月号 たむらしげる || [さく] 2018

ゆかしたのワニ　こどものとも年中向き11月号 ねじめ正一 || 文　　　コマツシンヤ || 絵 2018



書名 著者名 出版年

ねこぶたニョッキのおつかい　こどものとも11月号 古山浩一 || さく 2018

なりすますむしたち　かがくのとも12月号 澤口たまみ　|| ぶん　　舘野鴻　||　え 2018

ひらいてみると　ちいさなかがくのとも12月号　 福知伸夫 || さく 2018

ゆきがふってきたの　こどものとも０・１・２　12月号 南塚直子 || さく 2018

もりのおふとん　こどものとも年少版12月号 西村敏雄 || さく 2018

いぶくろ　ハンガリーの再話　　こどものとも年中向き12月号 洞野志保 || 再話・絵 2018

よるはおやすみ　こどものとも12月号 はっとりさちえ || 作 2018

おばあちゃんのくろまめ　かがくのとも1月号 鎌田暢子 || さく　　 2019

たいようでてきたぞ　ちいさなかがくのとも１月号　 大橋政人 || ぶん　松成真理子 || え 2019

こいぬのくろちゃん　こどものとも０・１・２　１月号 きもとももこ 2019

すきとおりすけのすけ　こどものとも年少版１月号 大槻あかね 2019

へそもち　こどものとも年中向き１月号 渡辺茂男 || さく　赤羽末吉 || え 2019

せんにんみかん　伊豆の昔話　こどものとも１月号 福知伸夫 || 再話・絵 2019

せんのはっけん　かがくのとも２月号 鈴木康弘　　 2019

おとがあふれてオムライス　ちいさなかがくのとも２月号　 夏目義一 || さく　 2019

くるくる　こどものとも０・１・２　２月号 額田宣彦 || さく 2019

ちびこのおさん　こどものとも年少版２月号 山口マオ || さく 2019

ぞーっくしょん！　こどものとも年中向き２月号 とみながまい || 作　 2019

ウーペンせんと　ろうがんきょう　こどものとも２月号 朱彦潼 || さく 2019

つちはどこ？　かがくのとも３月号 坂井 治 || さく　　 2019

やまのゆきみてたらね　ちいさなかがくのとも３月号　 小野寺悦子 || ぶん　城芽ハヤト || え　 2019

ねえねえねえ　わらってる？　こどものとも０・１・２　３月号 おのりえん || 文　なかじまかおり || 絵 2019

どうぞ　どうぞ　こどものとも年少版３月号 こさかまさみ || 文 山内彩子 || 絵 2019

ひこざさんとなのはな　こどものとも年中向き３月号 木村晃彦 || さく　 2019

プレッツェモリーナ　イタリアの昔話　こどものとも３月号 剣持弘子 || 再話 小西英子 || 絵 2019

ポットくんとテントウくん　かがくのとも4月号 真木文絵 || ぶん　石倉ヒロユキ || え　　 2019

はっぱのうえに　ちいさなかがくのとも４月号　 たての　ひろし || さく　　 2019

あーそーぼー　あーそーぼー　こどものとも０・１・２　４月号 ひろの　たかこ 2019

どこ　いくの　こどものとも年少版4月号 やぎゅう　まちこ || さく 2019

テオのりんご　こどものとも年中向き4月号 きむらえり || さく　きくちちき || え　　 2019

まゆとそらとぶくも　こどものとも４月号 富安陽子 || 文　降矢なな || 絵 2019

なにがみえるかな？　かがくのとも５月号 きうち　かつ || 作　中　乃波木 || 写真　　 2019

ちいさないわのいちにち　ちいさなかがくのとも５月号　 笠野裕一 || さく　　 2019

はーい　おはよう！　あーそーぼー　こどものとも０・１・２　５月号 北村　人 || さく 2019

あっぷっぷ　こどものとも年少版５月号 中村征夫 || さく 2019

チョビットさんとモリダクｻﾝ　こどものとも年中向き５月号 さいとう　ゆみか || さく　　　 2019

くもにアイロン　こどものとも５月号 おおぎやなぎ　ちか || 文　山村浩二 || 絵 2019

ヘリコプターはっしん！　かがくのとも６月号 小輪瀬護安 || さく　　　 2019

あめあがりのしゃぼんだま　ちいさなかがくのとも６月号　 吉田瑠美 || さく　　 2019

ちいさな　かくれんぼ　こどものとも０・１・２　6月号 松永　悠一郎 || さく 2019

かさのえんそく　こどものとも年少版6月号 うえのよう || さく 2019

おとうさんやま　こどものとも年中向き6月号 川本ゆう子 || さく　　　 2019

シカのはいしゃさん　こどものとも6月号 宮島千夏 || 作　 2019

むしたちのおとのせかい！かがくのとも７月号 高梨琢磨・土原和子 || ぶん　　福井利佐 || え　　　 2019

ハンミョウのみちあんない　ちいさなかがくのとも７月号　 廣野研一 || さく　　 2019

おっぱい　どーこ？　こどものとも０・１・２　7月号 ほりかわ　りまこ || さく 2019

くびかざり　こどものとも年少版７月号 殿内真帆 || さく 2019

まどのむこうの　くだもの　なあに？　こどものとも年中向き７月号 荒井真紀 || さく　　　 2019



書名 著者名 出版年

てんにんにょうぼう　こどものとも7月号 長谷川節子 || 再話　　中井智子 || 絵 2019

うえきやさんにおまかせを！かがくのとも8月号 村井健也 || ぶん　　植垣歩子 || え　　　 2019

めだかのおうち　ちいさなかがくのとも8月号　 ほりかわ　りまこ || さく　　 2019

たこさん　たこさん　こどものとも０・１・２　8月号 増田純子 || さく 2019

かばくんとたね　こどものとも年少版8月号 菊池日出夫 2019

トマトとなすときゅうりのなつ　こどものとも年中向き8月号 木村晃彦 || 文　　　小池壮太 || 絵　 2019

きっさ　すなどーひー　こどものとも8月号 尾崎玄一郎　　尾崎由紀奈 || 作　　 2019

ない！ちいさなかがくのとも９月号 名久井直子 || さく　井上佐由紀 || しゃしん 2019

よるのいけ　かがくのとも9月号 松岡達英 || さく 2019

まあるくなーれ　こどものとも0.1.2　　９月号 鈴木智子 || さく 2019

うみのメリーゴーランド　こどものとも年少版９月号 はらだ　そのこ || さく 2019

プールほいくえん　こどものとも年中向き９月号 岩井真木 || 文　三宅信太郎 || 絵 2019

ばあちゃんがいる　こどものとも９月号 伊東比呂美 || 文　ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ || 絵 2019

どんぐりころころむし10月号 澤口たまみ || ぶん　たしろ　ちさと || え 2019

くーちゃんのくった　こどものとも0.1.2　　１０月号 山田ゆみ子 || さく 2019

タコのたこあげ　こどものとも年少版10月号 山﨑克己 || さく 2019

おしょうさんとカックリカ　こどものとも年中向き10月号 日野十成 || 再話　齋藤隆夫 || 絵 2019

ｳﾞｨﾝｾﾝﾄさんのしごと　こどものとも10月号 乾　栄里子 || 文　西村　敏雄 || 絵 2019

こけをみつけたよ　かがくのとも9月号 今津奈鶴子 || さく　　上野　健 || 監修 2019

わたしのだいこん　１１月号 飯野まき || さく 2019

こっちむいてほいっ　こどものとも0.1.2　　１１月号 藤井蓮 || さく 2019

ものうりうた　こどものとも年少版11月号 雪舟えま || 文　　植垣歩子 || さく 2019

まあくんのいもほり　こどものとも年中向き11月号 おおともやすお || 作 2019

おにの神さん　こどものとも1１月号 岩城範枝 || 文　三瀬夏之介 || 絵 2019

はさみむし　かがくのとも11月号 石森愛彦 || さく　 2019

くるまのなかには？　１２月号 石橋真樹子 || さく 2019

ちいさなはこ　こどものとも0.1.2　　１２月号 笠野裕一 || さく 2019

パンくうこう　こどものとも年少版1２月号 古川タク || さく 2019

ゆきだるまのようちゃんとてん　こどものとも年中向き１２月号 松川けんし || さく 2019

あおいトラ　こどものとも1２月号 長沢明 || 作 2019

マグロリレー　かがくのとも1２月号 キッチンミノル || さく　 2019

さかなをたべたあとのほね　ちいさなかがくのとも１月号 加藤休ミ || さく 2020

ついておいで　こどものとも0.1.2　　１月号 やすえ　りえ || 文　でくね　いく || 絵 2020

てのひら　いっぱい　あったらいいな　こどものとも年少版1月号 神泉薫 || 文　　網中いづる || 絵 2020

かぜひきまんげつ　こどものとも年中向き１月号 ネジメショーイチ || 文　　ロッカクアヤコ || 絵 2020

まわるおすしやさん　こどものとも1月号 藤重ヒカル || 作 2020

でてきた　でてきた　はっぱのあかちゃん　かがくのとも1月号 高柳芳恵 || ぶん　　　松江利恵 || え 2020

ふゆのぺたんこぐさ　ちいさなかがくのとも２月号 くさはら　かな || さく 2020

ころろんころろん　こどものとも0.1.2　　２月号 福知伸夫 || さく 2020

ぺんぺんいちざ　こどものとも年少版２月号 石津ちひろ || 作　　いぬんこ || 画 2020

まじょのすいぞくかん　こどものとも年中向き２月号 佐々木マキ || さく 2020

イナズマごうがやってきた　こどものとも２月号 小林豊 || 文・絵 2020

でんしゃをはこぶ　かがくのとも２月号 鈴木周作 || さく　 2020

うみのいいものたからもの　ちいさなかがくのとも３月号 大崎清夏 || ぶん　山口マオ || え　 2020

だいじだいじ　こどものとも0.1.2　　３月号 くれたにゆき || 文　ささめやゆき || 絵 2020

ブルブルさん　やまへいく　こどものとも年少版３月号 平山暉彦 || 作　 2020

ちいさなふたりのいえさがし　こどものとも年中向き３月号 たかおゆうこ || さく 2020

イナズマごうがやってきた　こどものとも３月号 つるた　ようこ || さく 2020



書名 著者名 出版年

せが↑のびる　かがくのとも３月号 やぎゅうげんいちろう || さく　 2020

ちょうが　すきなもの　しってる？ちいさなかがくのとも４月号 松岡達英 || さく 2020

ぴったりこ　こどものとも0.1.2　　４月号 木坂涼 || 文　及川賢治き || 絵 2020

ケーキ　こどものとも年少版４月号 小西英子 || さく　 2020

もぐたさんのたんぽぽさんぽ　こどものとも年中向き４月号 小野寺悦子 || 文　伊藤夏紀 || 絵 2020

こいぬのこたろう　こどものとも4月号 鍋田敬子 || さく 2020

むしとりあそび　かがくのとも４月号 井上大成 || ぶん　中田彩郁 || え 2020

ふくろうのこ　ちいさなかがくのとも5月号 あかしのぶこ || さく 2020

あ、むしさん　こどものとも0.1.2　　5月号 みやまつともみ || さく 2020

どんなおしごとするのかな？　こどものとも年少版5月号 小輪瀬護安 || さく　 2020

ビーズくん　こどものとも年中向き5月号 殿内真帆 || さく 2020

ぼくのつり　こどものとも5月号 かんかおる || 作　　菅瞭三 || 原案 2020

すてきなボタンシャツ　かがくのとも5月号 五味太郎 2020

いしがきのすきまに　ちいさなかがくのとも6月号 かわしまはるこ || さく 2020

パクパクごっくん　こどものとも0.1.2　　6月号 田村ゆう子 || さく 2020

うさぎさんのたんじょうび　こどものとも年少版6月号 小川かなこ || さく　 2020

りんごりらっぱ　こどものとも年中向き6月号 あべけんじ || 作 2020

スーパーてるてる　こどものとも6月号 みねおみつ || さく 2020

くずのしげみでみつけたむしたち　かがくのとも6月号 小林俊樹 || ぶん  長谷川哲雄 || え 2020

つぶつぶころん　ちいさなかがくのとも7月号 すずきかいか || ぶん　　堀川理万子　|| え 2020

みてるのだーれ　こどものとも0.1.2　　7月号 松岡達英 || さく 2020

だれかいるみたい　こどものとも年少版7月号 イチンノロブ・ガンバートル　|| 文　バーサンスレン・ボロルマー　|| 絵　津田紀子　|| 訳　 2020

わたしはせいか・ガブリエラ　Me　llamo　Seika Gabriela　こどものとも年中向き7月号 東郷聖美 || さく・え 2020

へらへらおじさん　こどものとも7月号 佐々木マキ || さく 2020

まる！　かがくのとも7月号 佐藤雅彦＋山本晃士ロバート（ユーフラテス） 2020

ひふみよかぞえうた　こどものとも8月号 土橋とし子 || 作 2020

おばけのおんがく　さくぴーとたろぽうのおはなし　こどものとも年中向き8月号 西平あかね || さく 2020

せっせせっせ　こどものとも年少版8月号 花山かずみ　|| さく 2020

かもさんおやこのおさんぽ　こどものとも0.1.2　　8月号 増田純子 || さく 2020

カンガルーのふくろ　かがくのとも8月号 中島良二 || さく 2020

せみのぬけがら　ちいさなかがくのとも8月号 高柳芳恵 || ぶん　　城芽ハヤト　|| え 2020

こめつぶぼうや　こどものとも9月号 かなざわめぐみ || さく 2020

つきのかがやくよる　こどものとも年中向き9月号 古内ヨシ || 作 2020

じいじとぼく　こどものとも年少版9月号 池谷陽子　|| さく 2020

あぱそこぱーん　こどものとも0.1.2　　9月号 こぺんなな || さく 2020

ヤママユ　まゆをつくるむし　かがくのとも9月号 岩渕真理 || さく 2020

どこからきたの？　ちいさなかがくのとも9月号 木坂涼 || ぶん　　川上和生　|| え 2020

ぎんいろぴかぴか　こどものとも10月号 黒﨑美穂 || 文　　　松成真理子 || 絵 2020

こぎつねとみつばち　こどものとも年中向き10月号 こじまさとみ || さく 2020

わたしてじなし　こどものとも年少版10月号 佐々木マキ　|| [作] 2020

はんぶんこ　こどものとも0.1.2　　10月号 杜今日子 || さく 2020

うきくさ　かがくのとも10月号 野坂勇作 || さく 2020

ボートにのろうよ　ちいさなかがくのとも10月号 杉田比呂美　|| さく 2020

イワンカとマリイカ　ブルガリアの昔話　こどものとも11月号 八百板洋子 || 再話　　　大畑いくの || 絵 2020

ミミコがさんぽにでかけたら　こどものとも年中向き11月号 吉岡さやか || さく 2020

やまねずみのひっこし　こどものとも年少版11月号 島津よしのり　|| 作 2020

ふくろう　ほ、ほう　こどものとも0.1.2　　11月号 飯野和好 || さく 2020

かもつれっしゃがゆく　かがくのとも11月号 みねおみつ || さく 2020



書名 著者名 出版年

かきのみだいへんしん　ちいさなかがくのとも11月号 織茂恭子　|| さく 2020

ようようしょうてんがい　こどものとも12月号 環ROY || ぶん　　　古郡加奈子 || え 2020

おもちつきぺったんこ　こどものとも年中向き12月号 かんなりまさこ || 文　　　飯野まき || 絵 2020

まだかなまだかな　こどものとも年少版12月号 オスターグレン晴子　|| 文　　エヴァ・エリクソン　　　|| 絵 2020

ひょうたん　ころころ　こどものとも0.1.2　　12月号 殿内真帆 || さく 2020

くつしたにんぎょうげき　かがくのとも12月号 林由未 || さく 2020

つっぴーちゅるる　ちいさなかがくのとも12月号 澤口たまみ　|| ぶん　サイトウマサミツ　|| え 2020

とりになりたかったこぐまのはなし　こどものとも1月号 アデール・ド・レェーエフ || 作　　中尾幸　|| 訳　アヤ井アキコ || 絵 2021

ゆきだゆきだ　こどものとも年中向き1月号 中村至男 || さく 2021

ながーくなった　こどものとも年少版1月号 きむらよしお　|| さく 2021

ぞろぞろぞろ　こどものとも0.1.2　　1月号 尾崎玄一郎 || さく　　尾崎由紀奈 || さく 2021

ななくさつんでななくさがゆをつくろう　かがくのとも1月号 かわしまようこ || ぶん　　　辻川奈美　||　え 2021

パワーショベル　ちいさなかがくのとも1月号 鎌田歩　|| さく 2021

ゆめみのえ　こどものとも2月号 山村浩二 || 作 2021

カメとクロジャガー　ペルーの昔話　こどものとも年中向き2月号 ルイス・ウルテアガ || 採話・原文　星野由美 || 再話　あべ弘士 || 絵 2021

プレゼントをかいに　こどものとも年少版2月号 村田エミコ　|| さく 2021

じゃがーくん　こどものとも0.1.2　　2月号 藤島由美 || さく 2021

うみのみちしるべ　かがくのとも2月号 谷川夏樹　||　さく 2021

おっとおっとおっとっと　ちいさなかがくのとも2月号 小野寺悦子　|| ぶん　福知伸夫　|| え 2021

なぞなぞ　こどものとも3月号 安野光雅 || さく/え 2021

ちいさいじてんしゃりんちゃんのおはなし　こどものとも年中向き3月号 ねぎしたかこ || 文　にしかわおさむ || 絵 2021

すずめさんおはよう　こどものとも年少版3月号 いまきみち　|| さく 2021

おおきいくまさんちいさいくまさん　こどものとも0.1.2　　3月号 南塚直子 || さく 2021

どうぶつたちのおひっこし　～どうやってはこぶのかな？～　かがくのとも3月号 平山暉彦　||　さく 2021

はるがきた！いいものいくつ？　ちいさなかがくのとも3月号 おおたぐろまり　|| さく 2021

バルバルさんとおさるさん　こどものとも4月号 乾栄里子 || 文　　　　西村敏雄 || 絵 2021

ケロケロきょうだい　こどものとも年中向き4月号 たかおゆうこ || さく 2021

へっちゃらプーちゃん　こどものとも年少版4月号 本田いづみ　|| 文　　　　さとうあや || 絵 2021

たいこどん　こどものとも0.1.2　　4月号 きくちちき || [さく］ 2021

わたしのちいさないきものえん　かがくのとも4月号 大島加奈子　||　さく 2021

さあおいでこどもたち　ちいさなかがくのとも4月号 小風さち　|| ぶん　　しもかわらゆみ || え 2021

万次郎さんとたぬきのこ　こどものとも5月号 本田いづみ || ぶん　　　　北村人 || え 2021

いちごになりました　こどものとも年中向き5月号 鬼頭祈 || さく 2021

いちわのからす　こどものとも年少版5月号 長野ヒデ子 || さく 2021

かめかめたいそう　こどものとも0.1.2　　5月号 齋藤槙 || さく 2021

さくらんぼ　かがくのとも5月号 松岡真澄　||　さく 2021

ふきのはのうえに　ちいさなかがくのとも5月号 澤口たまみ　|| ぶん　　磯部光太郎 || え 2021

あめのひのぼうけん　こどものとも6月号 森洋子 || 作 2021

てんとうむしくんとかたつむりくん　こどものとも年中向き6月号 なみもとあや || 文　　　どいかや || 絵 2021

おらんちゃん　こどものとも年少版6月号 ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ || えとぶん 2021

くだものみいつけた　こどものとも0.1.2　　6月号 ひろのたかこ || ［さく］ 2021

つくってあそぼう！かえるや　かがくのとも6月号 きうちかつ　||　作・絵　　ときわまさと　|| 写真 2021

すなやまトンネルできるかな？　ちいさなかがくのとも6月号 こさかまさみ　|| ぶん　　岡本よしろう || え 2021

うごきえほん　こどものとも7月号 近藤良平 || 作　柿木原政広 || 構成　　山本尚明 || 写真 2021

こんやははなびたいかい　こどものとも年中向き7月号 きしだえりこ || さく　　　あべはるえ || え 2021

とうちゃんのちゃんぽんめん　こどものとも年少版7月号 伊藤秀男 || さく 2021

こんにちは　こんにちは　こどものとも0.1.2　　7月号 スギヤマカナヨ || さく 2021

はっぱのかくれが　かがくのとも7月号 井上大成　||　ぶん　　松山円香　|| え 2021



書名 著者名 出版年

だんだんぐんぐんずんずんどんどん　ちいさなかがくのとも7月号 荒井真紀 || さく 2021

おやつどろぼう　こどものとも8月号 阿部結 || 作 2021

バッバッバスバス　こどものとも年中向き8月号 きむらよしお || さく　 2021

もりでとびっこ　こどものとも年少版8月号 八百板洋子 || 文　　ナターリヤ・チャルーシナ || 絵 2021

あっちからこっちから　こどものとも0.1.2　　8月号 山﨑杉夫 || さく 2021

キジのかぞく　かがくのとも8月号 平野伸明　||　ぶん　　ユカワアツコ　|| え 2021

おおきなおおきなとんぼ　ちいさなかがくのとも8月号 松岡達英 || さく 2021

なぞなぞあそびこれなーんだ？　こどものとも9月号 えのもとえつこ || さく　　さとうあや || え 2021

でんしゃでおでかけ　こどものとも年中向き9月号 ケッソクヒデキ || さく　 2021

おとうさんがねるときは　こどものとも年少版9月号 岡田よしたか || さく 2021

くるりんぱくっ　こどものとも0.1.2　　9月号 あずみ虫 || さく 2021

ナナフシ　かがくのとも9月号 稲田務　|| さく 2021

じゅうごやおつきさま　ちいさなかがくのとも9月号 高柳芳恵 || ぶん　　松成真理子 || え 2021

いなりまちゆききつねでんしゃ　こどものとも10月号 鍋田敬子 || 作 2021

こだぬきぽんたのほしいもの　こどものとも年中向き10月号 たけがみたえ || [作]　 2021

あきをみつけたよ　こどものとも年少版10月号 平野恵理子 || さく 2021

きのこのこ　こどものとも0.1.2　　10月号 得田之久 || 文　　　ザ・キャビンカンパニー　|| 絵 2021

かげみつけた　かがくのとも10月号 竹山枝里　|| ぶん　　　いぬんこ　|| え 2021

ぼくのいしころ　ちいさなかがくのとも10月号 中村文 || ぶん　　齋藤槙 || え 2021

ゴリラ　こどものとも11月号 小風さち || 文　　　　阿部知暁　　 || 絵 2021

まっくらけーのけっけさん　こどものとも年中向き11月号 土田佳代子 || 文　垂石眞子 || 絵 2021

ひとりぼっちのけいとだま　こどものとも年少版11月号 小野寺悦子 || 文　　ささめやゆき　 || 絵 2021

さんかくならんで　こどものとも0.1.2　　11月号 中辻悦子　|| さく 2021

こんぶ　かがくのとも11月号 川井唯史　|| ぶん　　　成広のり子　|| え 2021

あなほりくまさん　ちいさなかがくのとも11月号 あかしのぶこ || さく 2021

きたかぜさま　こどものとも12月号 星野なおこ || 文　　　　羽尻利門 || 絵 2021

とらのゆめ　こどものとも年中向き12月号 タイガー立石 || さく・え 2021

でんしゃすきなのどーれ　こどものとも年少版12月号 岡本雄司 || さく 2021

おんぶにだっこにかたぐるま　こどものとも0.1.2　　12月号 乾栄里子　|| 文　　　西村敏雄　|| 絵 2021

さわるたんけんたい　かがくのとも12月号 仲谷正史　|| 文　　　いしだななこ　|| 文・絵 2021

わたしはくちょうをみたの　ちいさなかがくのとも12月号 荒川薫 || ぶん　荒川暢 || え 2021

せっけんとけしごむ　こどものとも1月号 及川賢治 || 作 2022

ぞうくんのおおゆきさんぽ　こどものとも年中向き1月号 なかのひろたか || さく・え 2022

まあちゃんのみかんのき　こどものとも年少版1月号 西巻茅子 || さく 2022

めだまやき　こどものとも0.1.2　　1月号 増田純子　|| さく 2022

たいぼく　かがくのとも1月号 齋藤槙　|| さく 2022

バケツのこおり　ちいさなかがくのとも1月号 武田康男 || 写真・構成 2022

オトシブミのふむふむくん　こどものとも2月号 おのりえん || 文　　秋山あゆ子　 || 絵 2022

きかんぼうのこぐま　アジア・エスキモーの昔話　こどものとも年中向き2月号 V.グロツェル || 再話　　G.スネギリョフ || 再話　松谷さやか || 訳　　おくはらゆめ || 絵 2022

うるさいぞ・・・　こどものとも年少版2月号 五味太郎 || [さく］ 2022

おきておきて　こどものとも0.1.2　　2月号 福知伸夫　|| さく 2022

イカ　かがくのとも2月号 大村文乃　|| ぶん・え 2022

ハクセキレイのよる　ちいさなかがくのとも2月号 とうごうなりさ || さく 2022

はるちゃんひこうきにのる　こどものとも3月号 秋山とも子　 || さく 2022

はるになったら　こどものとも年中向き3月号 渡辺郁子 || さく 2022

くつぬげた！　こどものとも年少版3月号 渡辺鉄太 || 文　　加藤チャコ || 絵 2022

ちょうちょう　ちょうちょう　こどものとも0.1.2　　3月号 藤井蓮　|| 作 2022

チューリップ　きゅうこんとたね　かがくのとも3月号 山根悦子　|| さく 2022



書名 著者名 出版年

おじいちゃんのくるまどこ？　ちいさなかがくのとも3月号 みねおみつ || さく 2022

いたずらからす　ばばばあちゃんのおはなし　こどものとも4月号 さとうわきこ　 || さく・え 2022

でっかいさかなつり　こどものとも年中向き4月号 渡辺鉄太 || ぶん　　　南伸坊　　|| え 2022

わっかざり　こどものとも年少版4月号 こさかまさみ || 文　　平澤朋子 || 絵 2022

はいはいするものよっといで　こどものとも0.1.2　　4月号 小野寺悦子　|| ぶん　植垣歩子　|| え　　 2022

みずだらけ　かがくのとも4月号 坂井治　|| さく 2022

ふしぎなわっか　ちいさなかがくのとも4月号 富安陽子 || ぶん　堀川理万子 || え 2022

はじめてのともだち　こどものとも5月号 星野はしる || 文　　大島加奈子　|| 絵 2022

しずかにしずかに　こどものとも年中向き5月号 なかのゆき || 文　　　鈴木永子　|| 絵 2022

いーれーて　こどものとも年少版5月号 北村人 || さく 2022

ぽん！　こどものとも0.1.2　　5月号 村田エミコ　|| さく　　 2022

マグロ　かがくのとも5月号 大片忠明　|| さく 2022

どうぶつえんできこえてきたよ　ちいさなかがくのとも5月号 三宮麻由子 || ぶん　北村直子 || え 2022

みんなでドライブ　こどものとも6月号 遠藤イズル　|| 作 2022

でてきておひさま　スロバキア民話　こどものとも年中向き6月号 ほりうちみちこ || 再話　　　ほりうちせいいち　|| 絵 2022

うみのいきものかくれっこ　こどものとも年少版6月号 みやまつともみ || さく 2022

ねぼすけさん　こどものとも0.1.2　　6月号 うえのよう　|| さく　　 2022

ほたるのひかりかた　かがくのとも6月号 今津奈鶴子　|| さく　　大場裕一　|| 監修 2022

みかづきのよるに　ちいさなかがくのとも6月号 たてのひろし || さく 2022

ねこまたえん　こどものとも7月号 とみながまい　|| 文　　花山かずみ　|| 絵 2022

まどのむこうのやさいはなあに？　こどものとも年中向き7月号 荒井真紀　|| さく 2022

カッパのかんた　こどものとも年少版7月号 カズコ・Ｇ・ストーン || ［さく］ 2022

なぜなくの？　こどものとも0.1.2　　7月号 杜今日子　|| さく　　 2022

アチャチャをつかまえろ　ねつのはたらき　かがくのとも7月号 森川智喜　|| ぶん　　unpis　|| え 2022

にじがでた！　ちいさなかがくのとも7月号 中村文 || ぶん　　えがしらみちこ　　|| え 2022

ひみつのえんそくきんいろのさばく　こどものとも8月号 くらささら　|| 文　　木内達朗　|| 絵 2022

ワニはなび　こどものとも年中向き8月号 ねじめ正一　|| 文　　　淺井裕介 || 絵 2022

どっさりおやさい　こどものとも年少版8月号 大川久乃 || ぶん　　山本久美子 || え 2022

おひるね　こどものとも0.1.2　　8月号 笠野裕一　|| さく　　 2022

ちいさなえきのいちにち　かがくのとも8月号 鎌田みか　|| さく 2022

むし、おきあがれるかな　ちいさなかがくのとも8月号 伊藤知紗　|| さく 2022

うちのこまるをしりませんか？　こどものとも9月号 おのりえん　|| 文　　岡本よしろう　|| 絵 2022

くじゃくしんしとオルゴール　こどものとも年中向き9月号 伊藤夏紀 || さく 2022

みずうみおばけ　こどものとも年少版9月号 のさかゆうさく || さく 2022

ならんだよならんだね　こどものとも0.1.2　　9月号 松永悠一郎　|| さく　　 2022

らくだのおやこ　かがくのとも9月号 イチンノロブ・ガンバートル　|| ぶん　　津田紀子　|| やく　　バーサンスレン・ボロルマー || え 2022

きらきらくものすみーつけた！　ちいさなかがくのとも9月号 竹村東代子　|| さく 2022

おやどのこてんぐ　こどものとも10月号 朽木祥　|| 文　　ささめやゆき　|| 絵 2022

タキーレとうのワイラ　こどものとも年中向き10月号 東郷聖美 || さく 2022

パンダのたこやきやさん　こどものとも年少版10月号 小川かなこ || さく 2022

なあちゃんなでなで　こどものとも0.1.2　　10月号 山田ゆみ子　|| さく　　 2022

じぶんがみえない　かがくのとも10月号 五味太郎 || ［作］ 2022

かみのおとどんなおと？　ちいさなかがくのとも10月号 谷内つねお　|| さく　黑田菜月 || しゃしん 2022

きのみのぼうけん　こどものとも11月号 田島征三　|| 作　　酒井敦　|| 撮影　成瀬慧　|| デザイン 2022

たこぼうのツーリング　こどものとも年中向き11月号 尾崎玄一郎 || 作　尾崎由紀奈 || 作 2022

ふりかけのかぜ　こどものとも年少版11月号 ねじめ正一 || 文　　伊野孝行 || 絵 2022

くまさんとどんぐり　こどものとも0.1.2　　11月号 増田純子　|| さく　　 2022

からまつ　ふじさんにもりをつくるき　かがくのとも11月号 菅原久夫 || 文　　福井利佐 || 絵 2022



書名 著者名 出版年

おちばでおえかき　ちいさなかがくのとも11月号 野口満一月　|| さく 2022

ゆきのたんじょうび　こどものとも12月号 片山令子　|| 文　　岡田千晶　|| 絵 2022

バーティともみのき　こどものとも年中向き12月号 きたむらえり || 文　アヤ井アキコ || 絵 2022

いってみたいな　こどものとも年少版12月号 たむらしげる || ［作］ 2022

こぶたちゃんどうしたの？　こどものとも0.1.2　　12月号 飯野和好　|| さく　　 2022

くっつける　はなす　かがくのとも12月号 百木一朗 || さく 2022

ゆきかきでんしゃ　ちいさなかがくのとも12月号 鈴木周作　|| さく 2022

オニとワニ　はるなつあきふゆ　はいくえほん　こどものとも1月号 ねじめ正一　|| 文　　飯野和好　|| 絵 2023

もちどろぼうとおまわりさん　こどものとも年中向き1月号 へんみあやか || 作 2023

さんぽにいったバナナ　こどものとも年少版1月号 すずきけんじ || さく 2023

ねむねむねねん　こどものとも0.1.2　　1月号 天野慶　|| ぶん　おーなり由子　|| え　　 2023

のり　かがくのとも1月号 佐武絵里子 || さく 2023

ぼくのそりすべり　ちいさなかがくのとも1月号 よしだるみ　|| さく 2023

とうげのオイノ　こどものとも2月号 森元葉子　|| 文　　伊藤彰剛　|| 絵 2023

ひゃくえんだまどこへいゆく？　こどものとも年中向き2月号 くらささら || 文　たかはしゆうじ　 || 絵 2023

のんびりマジマジ　こどものとも年少版2月号 乾栄里子 || 文　西村敏雄 || 絵 2023

ねこちゃん　こどものとも0.1.2　　2月号 たるいしまこ　|| 〔作〕 2023

さんかくでいえをつくろう　かがくのとも2月号 堀川　理万子 || さく 2023

みちてはひいて　ちいさなかがくのとも2月号 澤口たまみ　|| ぶん　　山口哲司　　|| え 2023

はるちゃんと4人のかぜのこ　こどものとも3月号 たかどのほうこ　|| さく 2023

だいくのだいきちおおねぼう　こどものとも年中向き3月号 太田大輔　 || ［作］ 2023

トラックくん　こどものとも年少版3月号 えのもとえつこ || 文　鎌田歩 || 絵 2023

カランカランコロン　こどものとも0.1.2　　3月号 中野明美　|| 文　　ささめやゆき　||　絵 2023

はなやさん　かがくのとも3月号 広野多珂子 || さく 2023

あわあわふわふわ！くまのたんくん　ちいさなかがくのとも3月号 大川久乃　|| ぶん　　川崎由紀　|| え 2023

くもくもじまのカミナリいっか　こどものとも4月号 富安陽子　|| 文　　花山かずみ　|| 絵 2023

タヌキのキヌコ　こどものとも年中向き4月号 とみながまい || 文　　おくやまゆか　|| 絵 2023

はるのひるねのうた　こどものとも年少版4月号 松野正子 || ぶん　降矢なな || え 2023

ほっぺほっぺ　こどものとも0.1.2　　4月号 木坂涼　|| ぶん　　齋藤槙　||　え 2023

アリのけっこんひこう　かがくのとも4月号 島田拓 || ぶん　　大島加奈子 || え 2023

くさはらこみちでおさきにどうぞ　ちいさなかがくのとも4月号 稲垣あきら　|| さく 2023

おやすいごようです　こどものとも5月号 林原玉枝　|| 文　　及川賢治　|| 絵 2023

ミミちゃんはどこ？　こどものとも年中向き5月号 松田奈那子　|| さく 2023

ぴよぴよぴっぴっぴー　こどものとも年少版5月号 にしむらあつこ || さく 2023

ぷーん！　こどものとも0.1.2　　5月号 こかぜさち　|| ぶん　　わきさかかつじ　||　え 2023

きょうりゅうのしっぽ　かがくのとも5月号 大島英太郎 || さく 2023

たんぽぽぽぽぽん！　ちいさなかがくのとも5月号 中村文　|| ぶん　　川上和生　|| え 2023

きいろいボタン　こどものとも6月号 小林陽子　|| 文　　種村有希子　|| 絵 2023

からすのせっけん　こどものとも年中向き6月号 むらやまけいこ　|| さく　　　やまわきゆりこ　|| え 2023

せまーい　こどものとも年少版6月号 佐々木一澄 || さく 2023

あおむしくん　こどものとも0.1.2　　6月号 田村ゆう子　||　さく 2023

きんぴかのむし　じんがさはむし　かがくのとも6月号 吉谷昭憲 || さく 2023

カメムシかあさん　ちいさなかがくのとも6月号 山口てつじ　|| さく 2023


