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【衛生・病気・予防】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
ゲーゲーピーピーおなかのびょ
うき

細谷 亮太/文 童心社 2014.10 /491.3/ﾎｿ/ 0210741724

2
はなみずじゅるじゅるせきごほご
ほ

細谷 亮太/文 童心社 2014.10 /491.3/ﾎｿ/ 0210741732

3
ゲーとピー たぬきせんせいの
びょうきのほん

毛利 子来/ぶん 福音館書店 2012.6 /493.9/ﾓｳ/ 1201527189

4 ねびえ 毛利 子来/ぶん 福音館書店 1984 /498/ﾎﾘ/ 1201814678

5
じゃぶじゃぶじゃぐちくん さわや
か手洗い絵本

新井 洋行／作 講談社 2018.2 E/913/ｱﾗ/ｱｶ 0210812052

6 おててはぴかぴか いとう ひろし/作・絵 講談社 2002.9 E/913/ｲﾄ/ｱｶ 0210335254

7 ピカピカヒーローせっけんくん うえたに夫婦／作・絵 PHP研究所 2017.10 E/913/ｳｴ/ 0210805722

8 ぼくびょうきじゃないよ 角野 栄子/さく 福音館書店 2013.5 E/913/ｶﾄ/ 0210656875

9 てあらいできるかな きむら ゆういち／さく 偕成社 2020.11 E/913/ｷﾑ/ｱｶ 0210869291

10 うかいのうがい さくら せかい／作 ブロンズ新社 2018.12 E/913/ｻｸ/ 0210832215

11 つめかみおばけ
よしむら あきこ／作・
絵・デザイン

教育画劇 2020.7 E/913/ﾖｼ/ 0210865784

【口腔衛生】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

12 はははのはなし 加古 里子/ぶん・え 福音館書店 1992 /497.7/ｶｺ/ 1201496138

13 はみがきごっこ きむら ゆういち/さく 佼成出版社 2005.7 /497.7/ｷﾑ/ 1201627567

14
しゃかしゃかはみがき はみがき
とうがいのえほん

小椋 佳代子／監修 ポプラ社 2016.2 /497.7/ｼﾔ/ 1201645320

15 はがぬけたに～ フィリケえつこ／作 あすなろ書房 2019.11 /497.7/ﾌｲ/ 0210855070

16 いーはとあーは
やぎゅう げんいちろう/
さく

福音館書店 2003.5 /497.9/ﾔｷ/ 0210268409

17 歯のはえかわりのなぞ 北川 チハル／文 くもん出版 2020.1 /497/ｷﾀ/ 0210858184

こどもに伝える！保健・衛生 ブックリスト～絵本編～

病気や予防法、口腔衛生、食育などのテーマについて、こどもたちに分かりやすく伝えるための資料をピックアップしました。
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

18 つよい歯をつくろう 北川 チハル／文 くもん出版 2020.2 /497/ｷﾀ/ 0210859032

19 こんなにすごいよ歯のやくわり 北川 チハル／文 くもん出版 2020.3 /497/ｷﾀ/ 0210861037

20 歯いしゃさんはこわくない 楠 章子／文 くもん出版 2019.2 /497/ｸｽ/ 0210836830

21 じょうずな歯みがき 楠 章子／文 くもん出版 2019.3 /497/ｸｽ/ 0210837390

22 むし歯のしょうたい 楠 章子／文 くもん出版 2018.12 /497/ｸｽ/ 0210832380

23 はみがきあそび きむら ゆういち/さく 偕成社 2012.7 E/913/ｷﾑ/ｱｶ 0210567406

24
はみがきれっしゃしゅっぱつしん
こう!

くぼ まちこ/著 アリス館 2015.1 E/913/ｸﾎ/ 0210746874

25 たっちゃんむしばだね 森 比左志/著 こぐま社 2013.5 E/913/ﾜｶ/ｱｶ 0210612460

【食育】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

26 そのときうんちはどこにいる? 榊原 千秋／監修
日本看護協会出
版会

2020.5 /491.3/ｷﾀ/ 1202164313

27 はらぺこさん やぎゅう げんいちろう/さく 福音館書店 2011.1 /491.3/ﾔｷ/ 1201343249

28 おなかのこびと
よしむら あきこ/作・
絵・デザイン

教育画劇 2015.3 /491.3/ﾖｼ/ 0210751789

29 おにぎりをつくる 高山 なおみ／文 ブロンズ新社 2020.1 /596.3/ﾀｶ/ 0210857838

30 ごはんのにおい 中川 ひろたか／文 おむすび舎 2017.9 /616.2/ﾅｶ/ 0210805056

31
くいしんぼうのマルチェロふしぎ
なエプロン

大塚 ミク／作 出版ワークス 2020.4 E/913/ｵｵ/ 0210863536

32 どこからきたの?おべんとう 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 2020.5 E/913/ｽｽ/ 0210864966

33 いのちのたべもの 中川 ひろたか／文 おむすび舎 2017.4 E/913/ﾅｶ/ 0210801310

34 やさいだいすきだワニ タンム・ニュウ／文・絵 おむすび舎 2020.7 E/93/ﾀﾝ/ 0210866829

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○当リストに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


