
月刊誌　『ちいさなかがくのとも』　21年分（2002年4月～2023年3月）252冊　一覧　福音館書店
年月号 タイトル

2002年4月 からだのなかで ドゥン ドゥン ドゥン 4月 すういの とん くにゃり 4月 はい！うさぎです 4月 おなかを みせて！ 4月 むしが こんなこと していたよ 2022年4月 ふしぎな わっか
5月 ちょうちょ くるかな 5月 じーっと じっと 5月 もりの ひかり 5月 おふろで ストロー 5月 たんぼに あおぞら みーつけた！ 5月 どうぶつえんで きこえてきたよ
6月 おいしい おと 6月 おでこに ピツッ 6月 ひめぼたる 6月 おはな こちょ こちょ 6月 かんらんしゃに のったよ 6月 みかづきのよるに
7月 かに かにの すなだんご 7月 あかちゃんかたつむりのおうち 7月 くさはらの わたしの へや 7月 ギンヤンマ そらへ 7月 かぶとむしが にげた！ 7月 にじが でた！
8月 くさはら どん 8月 はだしに なっちゃえ 8月 なみとび 8月 なつの はやしの いいにおい 8月 うみのなかが みえるよ 8月 むし、おきあがれるかな
9月 はっぱを ゆらすの どんなかぜ 9月 しょぽろしょぽろ まちのかわ 9月 カフェバスくんが いく 9月 のこぎりやまの ふしぎ 9月 おしりじまん 9月 きらきらくものす みーつけた！
10月 こならぼうやの ぼうし 10月 にしまち3ばんちの ねこたち 10月 でんきの でばん 10月 こんにちは またあした 10月 あきの おさんぽ いいもの いくつ？ 10月 かみの おと どんな おと？
11月 しんぶんと だんす 11月 びっくり まつぼっくり 11月 もりの みんなの やまぶどう 11月 かいちゅうでんとう 11月 あかくん うみを わたる 11月 おちばで おえかき
12月 あかくん まちを はしる 12月 だれの あしあと？ 12月 ぺんぎん ぺんぎん ドボン ドボン 12月 ゆきのひの どうぶつえん 12月 ひらいてみると 12月 ゆきかきでんしゃ

2003年1月 みんな いるかな 2007年1月 みどりのはっぱ きんいろのはっぱ 2011年1月 ごろん ごろん ねんどマン 2015年1月 こすって こすって 2019年1月 たいよう でてきたぞ 2023年1月 ぼくの そりすべり
2月 つららが ぽーっとん 2月 ぎょうざ ぎゅっ ぎゅっ 2月 かたゆき 2月 あかくん こうそくを はしる 2月 おとが あふれて オムライス 2月 みちては ひいて
3月 ことりの ゆうびんやさん 3月 しまで あおうね 3月 ぐるぐるわわわ 3月 ちいさくても できたあ！ 3月 やまの ゆき みてたらね 3月 あわあわ ふわふわ！くまの たんくん
4月 おおきくなりたい こりすの もぐ 4月 はんぶん ちょうだい 4月 ありの くろちゃん 4月 ちょっと みせてくださいな 4月 はっぱのうえに
5月 きゃべつばたけの ぴょこり 5月 のげしと おひさま 5月 やまざくらと えなが 5月 ふわふわ さんぽ 5月 ちいさないわのいちにち
6月 はっぱ はらっぱら はっぱっぱ 6月 うめのみとり 6月 あかくん やまを はしる 6月 ぼくの かさ 6月 あめあがりの  しゃぼんだま
7月 かげは どこ 7月 こぐまを びっくりさせたのは だれ？ 7月 あのくも なあに？ 7月 ベランダに きた つばめ 7月 ハンミョウの みちあんない
8月 おなかのすいた ばったのトト 8月 あおい ちょうと くすのき 8月 よるの おきゃくさま 8月 はっぱ きらきら 8月 めだかの おうち
9月 おひさまが しずむ 9月 バナナだんちょうの だいサーカス 9月 ぼくらは ごりら 9月 すなはまの あな 9月 ない！
10月 てのひらおんどけい 10月 とりの こもりうた 10月 かめの ひなたばっこ 10月 とんぼ とんぼ あかとんぼ 10月 どんぐりころころむし
11月 ちいさな き 11月 かぜ フーホッホ 11月 やまがあってね 11月 アオサギの さかなとり 11月 わたしの だいこん
12月 てんとうむし どこいくの 12月 キャベツ めキャベツ 12月 ゆき ゆき ゆき 12月 ももんがの ふゆの おうち 12月 くるまの なかには？

2004年1月 しろいかみの サーカス 2008年1月 あかくん でんしゃと はしる 2012年1月 あかい み みつけた 2016年1月 バス はっしゃしまあす 2020年1月 さかなを たべた あとの ほね
2月 ねむたい ねむたい ももんがたち 2月 とうさん ごりら 2月 モワモワ でたよ 2月 さんかく さんかく 2月 ふゆの ぺたんこぐさ
3月 でんしゃは うたう 3月 おひさまは いつも 3月 ひもが つくる かたち 3月 ぴったりこん 3月 うみの いいもの たからもの
4月 じゃぐちを あけると 4月 すずめくん どこで ごはんたべるの？ 4月 だんごむしの おうち 4月 かなへびくんと ひなたぼっこ 4月 ちょうが すきなもの しってる？
5月 ぴょーぴょー くるかな 5月 はむ はむ はなむぐり 5月 げんきな かみ 5月 ふねを まつ 5月 ふくろうのこ おっこちた
6月 よくばり たーこ 6月 いけの おと 6月 ぼくじょうの うしさん 6月 あまがえる、のはらへ 6月 いしがきの すきまに
7月 にわのがまくん 7月 まほうのコップ 7月 かむんだよ 7月 しーっ あれは なんの おと？ 7月 つぶつぶ ころん
8月 おいで おおきくなるよ 8月 あめだ あめだ くわっ くわっ くわっ 8月 ゆうぐれのさんぽ 8月 さくよ さくよ 8月 せみのぬけがら
9月 トンボしょうねん 9月 くさはら 9月 たぬき 9月 なにが とおったの？ 9月 どこから きたの？
10月 あめあがり 10月 みぎあしくんと ひだりあしくん 10月 かまきり じいっと じいっと 10月 なくむし こみち 10月 ボートに のろうよ
11月 もりのてぶくろ 11月 どこどこ かえる 11月 どんぐり みーつけた 11月 はっぱの いえさがし 11月 かきのみ だいへんしん
12月 はらぺこじどうしゃ いらっしゃい 12月 おちば シャック シャック 12月 ゆき いちばんのり 12月 1 0 0　　　 12月 つっぴーちゅるる

2005年1月 ぼく ごりら 2009年1月 わゴム 2013年1月 ちいさな ふく ちいさな ぼく 2017年1月 しもばしら しゃく しゃく 2021年1月 パワーショベル
2月 くるくるくるん 2月 のっていこう 2月 でんしゃが きた！ 2月 うどん できた！ 2月 おっと おっと おっとっと
3月 おちばのふとん 3月 さよなら はくちょう 3月 なぞってみたよ 3月 つかめるかな？ 3月 はるが きた！ いいもの いくつ？
4月 こんにちは わたし 4月 あーと いってよ あー 4月 そうっと そうっと さわってみたの 4月 ようこそ ぼくの てのひらへ 4月 さあ おいで こどもたち
5月 ちいさな かえるくん 5月 たんぼの ぎょうれつ 5月 ちいさな うみの かくれんぼ 5月 たけのこ ぐんぐん 5月 ふくの はのうえに
6月 ころん ごろん いしっころ 6月 ひとでの たいそう 6月 てんとうむし みつけた 6月 しずく 6月 すなやまトンネル できるかな？
7月 いつのまにか の まほう 7月 はっぱの あな 7月 せなかに のぼれ 7月 せみの こえ 7月 だんだん ぐんぐん ずんずん どんどん
8月 じびきあみ 8月 とくべつな よる 8月 とんとんとん おとがしますか 8月 わたしも かぜに なれるのよ 8月 おおきな おおきな とんぼ
9月 あけび みつけた 9月 おおきいな ちいさいな 9月 くり くり くりひろい 9月 おおきな きと であったら 9月 じゅうごや おつきさま
10月 あらしなんて へっちゃら 10月 まるを つくる 10月 いきを ふーっ 10月 きょうは たびびより 10月 ぼくの いしころ
11月 ふねが きた！ 11月 ながーい はなで なにするの？ 11月 くるま はこびます 11月 のぼれ！ ケーブルカー 11月 あなほり くまさん
12月 かみコップのフェスタ 12月 とげとげ おなもみ くっつきたーい 12月 だん！だん！だん！だん！ねんどマン 12月 うしさん ぎゅうにゅう くださいな 12月 わたし はくちょうを みたの

2006年1月 こっち むいて 2010年1月 ことりの おさら 2014年1月 ひつじさん あそんでよ 2018年1月 つめたい あさの おくりもの 2022年1月 バケツの こおり
2月 はこの なかみは 2月 トラ トラ トラクター 2月 つばきレストラン 2月 ふぶきが やんだら 2月 ハクセキレイの よる
3月 おつきさま こっちむいて 3月 ウグイス ホケキョ 3月 どろんこ どろんこ はるのみち 3月 もう いいかあい？ はるですよ 3月 おじいちゃんの くるま どこ？
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