
No. 資料名 著者名 出版社

1 いればのパッコンぜったいぜつめい! 松田 もとこ∥作 文溪堂

2 うんこ日記 村中 李衣∥作 BL出版

3 くまくんのくしゃみ 角野 栄子∥ぶん ポプラ社

4 てのひらどうぶつえん ハン テヒ∥さく 瑞雲舎

5 大坂オナラ草紙 谷口 雅美∥著 講談社

6 みんなのほねほね かしわら あきお∥さく 東京書店

7 はのはのはなし 中西 翠∥文 アリス館

8 うーんうんうんちちゃん 渡辺 朋∥文 文響社

9 わたしのかみがた 樋勝 朋巳∥作 ブロンズ新社

10 すっきり うんち 七尾 純∥さく あかね書房

11 うんこしりとり tupera tupera∥著 白泉社

12 うんちっち ステファニー　ブレイク∥作 あすなろ書房

13 おなら 長 新太∥さく 福音館書店

14 からだのなかのびっくり事典 こざき ゆう∥文 ポプラ社

15 心配めがねの物語 下村 昇∥作 リブリオ出版

16 うんちの正体 坂元 志歩∥著 ポプラ社

17 ほね・ホネ・がいこつ! 中川 ひろたか∥文 保育社

18 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世∥文 ほるぷ出版

19 うんち いもと ようこ∥作絵 金の星社

20 コロナとたたかうぼく 塚本 やすし∥作　絵 ニコモ

21 あしのうらのはなし やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店

22 トイレせんちょう 片平 直樹∥作 フレーベル館

23 うんちのちから ホ ウンミ∥ぶん 主婦の友社

24 おなら犬ウォルターのみの市で大さわぎ! ウィリアム　コツウィンクル∥作 サンマーク出版

25 はなげばあちゃん 山田 真奈未∥作　絵 パロル舎

26 おしりしりしり 長野 ヒデ子∥作 佼成出版社

27 めがねがなくてもちゃんとみえてるもん! エリック　バークレー∥作 ブロンズ新社

28 花をかう日 あまん きみこ∥作 ポプラ社

29 うんこ みやにし たつや∥作絵 鈴木出版

30 おしりだよ 乾 栄里子∥作 教育画劇
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31 いろいろいろんなからだのほん メアリ　ホフマン∥ぶん 少年写真新聞社

32 こころとしんぞう 中川 ひろたか∥文 保育社

33 おならおばけ かとう まふみ∥作 講談社

34 あそびのおうさまずかん 学研

35 まよなかのおならたいかい 中村 翔子∥さく PHP研究所

36 は・は・は せな けいこ∥さく　え 廣済堂あかつき

37 だれのうんち? 有沢 重雄∥構成　文 偕成社

38 しかしか 山田 マチ∥文 小学館

39 細菌ホテル キム ソンファ∥文 金の星社

40 えほん障害者権利条約 ふじい かつのり∥作 汐文社

41 おならうた 谷川 俊太郎∥原詩 絵本館

42 わたしたちうんこ友だち? 高橋 秀雄∥作 今人舎

43 まよなかのいびきたいかい 中村 翔子∥さく PHP研究所

44 どうしてちがでるの? ソ ボヒョン∥文 光村教育図書

45 おねしょのかみさま 長谷川 義史∥[作] 学研教育出版

46 うんこのたつじん みずうち きくお∥文 PHP研究所

47 うんこ! サトシン∥文 文溪堂

48 ぴっけやまのおならくらべ かさい まり∥文 ひさかたチャイルド

49 はるちゃんトイレ 中川 ひろたか∥ぶん 文溪堂

50 けんこうだいいち マンロー　リーフ∥作 学研

51 びっくりしゃっくり 寺村 輝夫∥作 理論社

52 うんたろさん うんちどろぼうのひみつ 山脇 恭∥作 フレーベル館

53 うんちのふしぎ すがわら けいこ∥絵 学研

54 あたまのなか 高橋 悠治∥ぶん 福音館書店

55 おへそのひみつ やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店

56 からだたんけん ジョアンナ　コール∥文 岩波書店

57 おならしりとり tupera tupera∥著 白泉社

58 あしってエラい! 中川 ひろたか∥文 保育社

59 ちのはなし 堀内 誠一∥ぶんとえ 福音館書店

60 あしのうらのはなし やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店
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61 えんまのはいしゃ くすのき しげのり∥作 偕成社

62 けんこうだいいち マンロー　リーフ∥さく 復刊ドットコム

63 からだのふしぎ 村山 哲哉∥作 文研出版

64 おへそのひみつ やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店

65 パンツちゃんとはけたかな 宮野 聡子∥作　絵 教育画劇

66 おばけびょうきになる ジャック　デュケノワ∥さく ほるぷ出版

67 たべたらうんち! ひさかたチャイルド

68 まよなかのくしゃみたいかい 中村 翔子∥作 PHP研究所

69 からだのみなさん 五味 太郎∥[作] 福音館書店

70 うんこはごちそう 伊沢 正名∥写真と文 農山漁村文化協会

71 さっちゃんの まほうのて たばた せいいち∥共同制作 偕成社

72 あの子はだあれ 日野 多香子∥作 岩崎書店

73 どうしてダブってみえちゃうの? ジョージ　エラ　リヨン∥文 岩崎書店

74 さかさまになっちゃうの クレア　アレクサンダー∥さく BL出版

75 あくび 中川 ひろたか∥文 文渓堂

76 たべる 谷川 俊太郎∥文 アートン

77 おむつのガーガとおまるのブータ バーネット　フォード∥ぶん 評論社

78 舌ながばあさん 武 建華∥絵 小学館

79 皮ふの下をのぞいてみれば… カレン　ラッチャナ　ケニー∥文 六耀社

80 いいにおいのおならをうるおとこ ジル　ビズエルヌ∥文 ロクリン社

81 からだっていいな 山本 直英∥さく 童心社

82 うんこ日記 村中 李衣∥作 BL出版

83 りっぱなうんち きたやま ようこ∥さく あすなろ書房

84 からだのなかにはなにがある? キム ヨンミョン∥文 岩波書店

85 算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし バーバラ　エシャム∥文 岩崎書店

86 かっくん クリスチャン　メルベイユ∥文 講談社

87 おなら犬ウォルター ウィリアム　コツウィンクル∥作 サンマーク出版

88 わたしの手はおだやかです アマンダ　ハーン∥文 ソニー・マガジンズ

89 もぐらちゃんのおねしょ 角野 栄子∥ぶん ポプラ社

90 雨のにおい星の声 赤座 憲久∥ぶん 小峰書店
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91 おっぱいのひみつ 柳生 弦一郎∥さく 福音館書店

92 ほね 堀内 誠一∥さく 福音館書店

93 からだのみなさん 五味 太郎∥[作] 福音館書店

94 めのはなし 堀内 誠一∥さく 福音館書店

95 かむかむ カムカムズ∥文 PHP研究所

96 だれがトイレでうんちをするの? フレッド　エールリヒ∥作 学研

97 ぶりっぺ・すかっぺ 村上 八千世∥文 ほるぷ出版

98 おへそに きいてごらん 七尾 純∥さく あかね書房

99 うんこダスマン 村上 八千世∥文 ほるぷ出版

100 うんこダスマン 村上 八千世∥文 ほるぷ出版

101 でたでたうんち あさの ななみ∥さく PHP研究所

102 きみのからだのきたないもの学 シルビア　ブランゼイ∥文 講談社

103 うんちのえほん 藤田 紘一郎∥文 岩崎書店

104 ゆうきメガネ 赤羽 じゅんこ∥作 あかね書房

105 生命の樹 江崎 雪子∥作 ポプラ社

106 保健室のクッキー 上条 さなえ∥作 汐文社

107 そういえばそう入れ歯 きたむら てつろう∥作 新風舎

108 げんきになるくすり 国松 俊英∥さく PHP研究所

109 おねしょのせんせい 正道 かほる∥作 フレーベル館

110 トイレのかめさま 戸田 和代∥作 ポプラ社

111 おしっこのてがみ 浜野 卓也∥さく 新日本出版社

112 いればのパッコンカッパにあう 松田 素子∥作 文渓堂

113 いればのパッコンはがぬけた 松田 素子∥作 文渓堂

114 いればのパッコンへんだよじいちゃん! 松田 もとこ∥作 文渓堂

115 いればのパッコン大ぼうけん 松田 素子∥作 文渓堂

116 まほうおしっこシーコッコ 矢玉 四郎∥作　絵 文研出版

117 ふつうやない!はなげばあちゃん 山田 真奈未∥さく　え 福音館書店

118 昨日のぼくのパーツ 吉野 万理子∥著 講談社

119 はみがきクイーン 令丈 ヒロ子∥作 講談社

120 ぼよよんのみ 令丈 ヒロ子∥作　絵 講談社
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121 あたまのぽよよん 令丈 ヒロ子∥作　絵 講談社

122 鼻がにげた わだ よしおみ∥作 岩崎書店

123 うんこばい菌元気のもと! 藤田 紘一郎∥監修 汐文社

124 ぼくのおしっこ 牧田 栄子∥文 岩崎書店

125 うんこばい菌元気のもと! 藤田 紘一郎∥監修 汐文社

126 うんこばい菌元気のもと! 藤田 紘一郎∥監修 汐文社

127 ウンコロジー入門 伊沢 正名∥[著] 偕成社

128 グロッソロジーきたないもの学 シルビア　ブランゼイ∥文 講談社

129 おなら・いびき・くしゃみ バクスボーム∥共著 さ・え・ら書房

130 うんち工場で大冒険! マルヤ　バーセラー∥文 河出書房新社

131 信じられない現実のうんこ科学図鑑 DK社∥編著 東京書籍

132 人間 松村 譲兒∥[ほか]指導　執筆 小学館

133 おねしょの名人 山田 真∥著 福音館書店

134 う・ん・ち なかの ひろみ∥ぶん 福音館書店

135 ずら～りウンチならべてみると… 西川 寛∥こうせい　ぶん アリス館

136 先生、ウンチとれました 牛田 一成∥著 さ・え・ら書房

137 動物のうんこクイズ 今泉 忠明∥監修 双葉社

138 ウンチをしたのはだーれ? 石原 誠∥ぶん　しゃしん 大日本図書

139 だれのおしり? 山本 省三∥文 講談社

140 しっぽをぎゅっ ふくだ いわお∥作 フレーベル館

141 うんち いもと ようこ∥作絵 金の星社

142 いーはとあーは やぎゅう げんいちろう∥さく 福音館書店

143 よ・だ・れ 小風 さち∥文 福音館書店

144 からだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂 涼∥ぶん 福音館書店

145 愛犬ボタンはぼくの耳 リンダ=イェトマン∥作 偕成社

146 はみがき、やーだよ! スベトラーナ　チューリナ∥さく 評論社

147 こいぬのうんち クォン ジョンセン∥文 平凡社

148 耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー　チャーニン∥文 光村教育図書

149 うんちさま 加藤 篤∥作 金の星社

150 ローラとわたし キアラ　ヴァレンティーナ　セグレ∥文 徳間書店
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121 はがぬけたときこうさぎは… ルーシー　ベイト∥ぶん リブリオ出版

122 へぇこいたのだれだ? 平田 昌広∥さく くもん出版

123 はせがわくんきらいや 長谷川 集平∥著 ブッキング

124 きみがしらないひみつの三人 ヘルメ　ハイネ∥作　絵 徳間書店

125 ペカンの木のぼったよ 青木 道代∥ぶん 福音館書店

126 おしっこできたねちびかばくん ひろかわ さえこ∥さく　え あかね書房

127 たいへんはがないの エイミー　マクドナルド∥ぶん BL出版

128 たべものたべたら 中川 ひろたか∥文 保育社

129 ひとのからだ 毛利 子来∥著 岩崎書店

130 ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア　ポラッコ∥作　絵 岩崎書店

131 ツーティのうんちはどこいった? 松岡 達英∥絵 偕成社

132 おー、うんこ 松下 美砂子∥[作] 架空社

133 おしっこでるよ ロバート　マンチ∥作 PHP研究所

134 みつあみみつあみ 水野 翠∥さく 小峰書店

135 うんぽっとん みうら し～まる∥作　絵 金の星社

136 たっちゃんぼくがきらいなの さとう としなお∥作 岩崎書店

137 オチツケオチツケこうたオチツケ さとう としなお∥作 岩崎書店

138 ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ 正一∥文 くもん出版

139 いのちのおはなし 日野原 重明∥文 講談社

140 はなくそ アラン　メッツ∥さく パロル舎

141 おしっこぼうや ウラジーミル　ラドゥンスキー∥作 セーラー出版

142 ぼく、カギをのんじゃった! ジャック　ギャントス∥作 徳間書店

143 トイレまちがえちゃった! ルイス=サッカー∥作 講談社

144 きょうはかぜでおやすみ パトリシア　マクラクラン∥ぶん 大日本図書
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