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請求記号 タイトル 著者

E/シツ 10ぴきのかえるのうんどうかい 間所 ひさこ∥さく 仲川 道子∥え

10/K/アカ あかしろうんどうかい とよた かずひこ脚本・絵
10/K/ウサ うさぎとかめ やすい　すえこ∥文 秋里　信子∥画
10/K/ウン うんどうかいってたのしいな いしばし しずこ∥作 石橋 三宣∥画
10/K/クロ くろわんしろわんよーいどん 伊東 美貴∥作 画
10/K/タイ たいいくのひだいすき! 宮本 えつよし∥作 絵

10/K/トキ どきどきうんどうかい ねじめ 正一∥脚本 長谷川 知子∥絵
10/K/ホン ポンタとコスモスのうんどうかい 加藤 晃∥作 画

10/K/モリ もりのうんどうかい 宮崎　二美枝∥脚本 夏目　尚吾∥絵
374/ウン 運動会・イベントアイデアシリーズ 楽しい運動会を創造する教師の会∥編著

457/キヨ きょうりゅうの運動会 たかし よいち∥文 阿部 肇∥絵
782/ウン 運動会で１番になる方法 深代　千之∥作 下平　けーすけ∥ほか絵

798/スハ めちゃらら森のうんどうかい 山本 和子∥作 はんだ みちこ∥絵 青木 伸生∥監修

798/ナソ はちゃめちゃうんどうかい  原　ゆたか∥さく　え

913/アイ ふたりだけの運動会 あいはら ひろゆき∥作 佐藤 真紀子∥絵

913/アヘ オタマジャクシのうんどうかい 阿部 夏丸∥作 村上 康成∥絵

913/イシ/低 やまのこどもたち 石井　桃子∥文 深沢　紅子∥絵
913/オカ あめふりこねことうんどうかい 岡 信子∥作 笠原美子∥絵
913/キタ/低 いちねんせいのよーい、どん！ 北川　チハル∥作 吉田　奈美∥絵
913/クト/低 くんれんばっちり 工藤　直子∥作 長　新太∥絵
913/コト/低 1ねん1くみ1とうしょう 後藤 竜二∥作 長谷川 知子∥絵
913/サソ/高 きのう、火星に行った。 笹生 陽子∥作 広中 薫∥絵
913/サト つくえのうえのうんどうかい 佐藤　さとる∥作 村上　勉∥絵

913/スス/中 しあわせの青いポスター 鈴木　位知子∥作 吉田　稔美∥絵
913/タカ カボちゃんのうんどうかい 高山 栄子∥さく 武田 美穂∥え

913/タニ うんどう会〓ニュースはウルトラＣ  谷 真介∥作 相沢るつ子∥絵
913/トタ ふうたんのうんどうかい 戸田 和代∥作 オームラ トモコ∥絵

913/ナス/低 おばけがっこうの大うんどう会 那須 正幹∥さく 原 ゆたか∥え
913/フシ モンスターうんどう会 藤本 ともひこ∥作

913/ミタ ゆうれい運動会  三田村 信行∥作 永島 慎二∥絵

913/ムラ 理科室の日曜日 ハチャメチャ運動会 村上 しいこ∥作 田中 六大∥絵

913/ムロ/中 フレー！フレー！プッチー むろふし　きみこ∥さく しもい　まさき∥え
913/モカ 山のかぼちゃ運動会 最上 一平∥作 渡辺 有一∥絵

913/ヤタ おばけうんどうかい 矢玉　四郎∥著

ＣＤ 運動会の音楽＆マーチ

D/933/テイ 妖精運動会 
リサ　パパディメトリュー∥作 小宮山　みのり∥訳

ディズニーストーリーブックアーティストグループ∥絵
E/アシ あしたはうれしいうんどうかい いなつぐ かつら∥作 むかい ながまさ∥絵

E/アメ あめがふってよかったね よしい　たかこ∥作 石倉　ヒロユキ∥絵
E/イチ はしれ、ゴールのむこうまで! くすのき しげのり∥作 稲葉 卓也∥絵
E/ウン うんどうかい なぎの しゅうじ∥作 菜のや∥文 いのうえ しんぢ∥絵

E/ウン うんどうかいがなんだ! きむら ゆういち∥さく 大木 あきこ∥え

E/エン 塩田の運動会 那須 正幹∥作 田頭 よしたか∥画

E/オモ おもしろうんどうかい おくやま　ゆか∥作

E/カコ とんぼのうんどうかい 加古 里子∥絵と文

E/カワ かわのなかのうんどうかい 今井 鑑三∥作 山戸 亮子∥絵

E/キン きんぎょのうんどうかい 高部 晴市∥〔作〕

E/クマ ジャッキーのうんどうかい あだち なみ∥絵 あいはら ひろゆき∥文

E/クリ うんどうかいがはじまった 寺村　輝夫∥さく いもと　ようこ∥え

E/コキ こぎつねキッコうんどうかいのまき 松野 正子∥文 梶山 俊夫∥絵
E/コフ こぶたのブルトン あきはうんどうかい 中川　ひろたか∥作 市居　みか∥絵

E/コフ こぶたはなこさんのうんどうかい くどう なおこ∥ぶん いけずみ ひろこ∥え

E/コロ ころわんがよういどん！ 間所　ひさこ∥作 黒井　健∥絵

E/サカ さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄∥作

E/シユ うんどうかいよーいどん！ きむら　ゆういち∥作 ながはま　ひろし∥絵

E/タイ だいぶつさまのうんどうかい 苅田 澄子∥ぶん 中川 学∥え

E/トウ どうぶつうんどうかい  さとう あきら∥写真 さえぐさ ひろこ∥文

E/トウ どうぶつむらのうんどうかい みすぎ ひろのり∥作 絵

E/トモ ともちゃんとこぐまくんのうんどうかい あまん きみこ∥作 西巻 茅子∥絵
E/ニン にんじゃつばめ丸  市川　真由美∥文 山本　孝∥絵
E/ハオ パオちゃんのうんどうかい なかがわ　みちこ∥さく　え

E/ヘン へんてこやまのうんどうかい かんなり　まさこ∥作 くすはら　順子∥絵

E/ホク ぼくのジィちゃん  くすのき しげのり∥作 吉田 尚令∥絵
E/ムシ むしたちのうんどうかい 得田 之久∥文 久住 卓也∥絵

運動会



E/モウ もうすぐどきどきうんどうかい こわせ たまみ∥さく 秋里 信子∥え
E/モツ もっこりのうんどうかい おおはし　えみこ∥作 いけずみ　ひろこ∥絵

E/モミ もみの木がっこうのうんどうかい いまむら あしこ∥文 すえざき しげき∥絵

E/モリ もりのうんどうかい ビーゲン セン∥作 よしかわ ゆたか∥絵
E/モリ もりのともだち アンドレ ダーハン∥さく 田島 かの子∥やく
E/ヤサ やさいのうんどうかいおおさわぎ さくら ともこ∥さく 吉村 司∥え
E/ヨイ よーい、ドン! 中垣 ゆたか∥作
E/ヨイ よーいどん！ 中川　ひろたか∥文 村上　康成∥絵
E/ヨイ よーいドン! ビーゲン セン∥作 山岸 みつこ∥絵
E/リン りんちゃんとあおくん あいはら　ひろゆき∥ぶん あだち　なみ∥え
K/イチ いちについてよーいどん 宮崎 二美枝∥脚本 垂石 眞子∥絵
K/カケ かけっこどん！ ひろかわ　さえこ∥脚本　絵
K/タイ だいすきうんどうかい 高橋 道子∥作 水谷 基子∥画

徳/E/トロ どろんこどろんこだいうんどうかい 梅田 俊作∥作・絵 梅田 佳子∥作・絵
徳/E/ヨイ よーい　どんけつ　いっとうしょう 梅田　俊作∥作　絵 梅田　佳子∥作　絵


