
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

かえるくんのおふろ
チャイルドブックアップル傑作選 vol.11-3

赤川 明／さく・え
（チャイルド本社）

2013 E/ｱｶｶ/13.6

空の絵本
講談社の創作絵本

長田 弘／作
荒井 良二／絵
（講談社）

2011 E/ｱﾗｲ/11.10

にじ
かがくのとも絵本

さくらい じゅんじ／文
いせ ひでこ／絵
（福音館書店）

2014 E/ｲｾ/14.7

かさどろぼう
シビル・ウェッタシンハ／作・絵
いのくま ようこ／訳
（徳間書店）

2007 E/ｳｪｯ/07.5

あめあめふれふれねずみくん
ねずみくんの絵本 30

なかえ よしを／作
上野 紀子／絵
（ポプラ社）

2013 E/ｳｴﾉ/13.5

あめふりさんぽ
講談社の創作絵本

えがしら みちこ／作
（講談社）

2014 E/ｴｶｼ/14.5

かさ
ジョイフルえほん傑作集 10

太田 大八／作・絵
（文研出版）

1975 E/ｵｵﾀ/

いれていれて
かとう まふみ／作 絵
（教育画劇）

2011 E/ｶﾄｳ/11.9

ピーターのてがみ
キーツの絵本

エズラ=ジャック=キーツ／さく
きじま はじめ／やく
（偕成社）

1990 E/ｷﾂ/

あめのひに
チェ ソンオク／作
キム ヒョウン／絵
（ブロンズ新社）

2014 E/ｷﾑ/14.5

くものオルガとものぐさなおひさま
ニコレッタ・コスタ／さく
井ケ田 憲子／やく
（成美堂出版）

2013 E/ｺｽﾀ/13.12

あまつぶきょうだい
さかにし あい／著
（文芸社）

2014 E/ｻｶﾆ/14.5

くもりのちはれせんたくかあちゃん
こどものとも絵本

さとう わきこ／さく・え
（福音館書店）

2012 E/ｻﾄｳ/12.4

あめふり
ばばばあちゃんの絵本

さとう わきこ／さく・え
（福音館書店）

2012 E/ｻﾄｳ/12.6

おつかい
日本傑作絵本シリーズ

さとう わきこ／さく
（福音館書店）

1993 E/ｻﾄｳ/

おじさんのかさ
佐野 洋子／作・絵
（講談社）

1992 E/ｻﾉ/

あめのひ
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ユリー・シュルヴィッツ／作・画
矢川 澄子／訳
（福音館書店）

1976 E/ｼｭﾙ/

くすのきだんちのコンサート
武鹿 悦子／作
末崎 茂樹／絵
（ひかりのくに）

2011 E/ｽｴｻ/11.10

雨、あめ
児童図書館・絵本の部屋

ピーター・スピアー／[作]
（評論社）

1984 E/ｽﾋｱ/

キムのふしぎなかさのたび
ホーカン・イェンソン／文
カーリン・スレーン／絵
（徳間書店）

2012 E/ｽﾚﾝ/12.5

※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。

雨の絵本

梅雨の季節に向けて、直近３年に出版された本と、長年読み継がれてきた本を中心に雨の絵本を集めました。雨の日も楽し
い気分にさせてくれる本がたくさんあります。手に取ってご覧ください。（子ども図書研究室所蔵分）



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

りゅうじんさまは歯がいたい
ポプラ社の絵本 32

関屋 敏隆／さく・え
（ポプラ社）

2015 E/ｾｷﾔ/15.8

あめのひのくまちゃん 
高橋 和枝／作
（アリス館）

2013 E/ﾀｶﾊ/13.10

カエルのおでかけ 
高畠 那生／[作]
（フレーベル館）

2013 E/ﾀｶﾊ/13.5

うまれたよ!カタツムリ
よみきかせいきものしゃしんえほん 13

武田 晋一／写真
ボコヤマ クリタ／構成・文
（岩崎書店）

2013 E/ﾀｹﾀ/13.10

しろちゃんとはりちゃん あめのいちにち 
たしろ ちさと／作・絵
（ひかりのくに）

2014 E/ﾀｼﾛ/14.5

わたしのかさはそらのいろ
こどものとも絵本

あまん きみこ／さく
垂石 眞子／え
（福音館書店）

2015 E/ﾀﾙｲ/15.4

なぜイヌの鼻はぬれているの? ノアの箱舟のふしぎな話
ケネス・スティーブン／文
オイヴィン・トールシェーテル／絵
（西村書店）

2014 E/ﾄﾙｼ/14.12

てるてるひめ 
宇津木 秀甫／文
長尾 紀壽／絵
（新日本出版社）

2014 E/ﾅｶｵ/14.6

ぞうくんのあめふりさんぽ
こどものとも絵本

なかの ひろたか／さく・え
（福音館書店）

2012 E/ﾅｶﾉ/12.5

おはなしトンネル
こどもプレス

中野 真典／著
（イースト・プレス）

2013 E/ﾅｶﾉ/13.10

ウッカリとチャッカリのおみずやさん 
仁科 幸子／さく・え
（小学館）

2011 E/ﾆｼﾅ/11.6

あしたのてんきははれ?くもり?あめ? おてんきかんさつえほん
かがくのとも絵本

野坂 勇作／さく
根本 順吉／監修
（福音館書店）

2012 E/ﾉｻｶ/12.7

あめふりうります
講談社の創作絵本 ことわざ落語絵本

平田 昌広／文
野村 たかあき／絵・原案
（講談社）

2014 E/ﾉﾑﾗ/14.5

まほうのかさ 
小沢 正／文
はた こうしろう／絵
（教育画劇）

2015 E/ﾊﾀ/15.6

はっぱのおうち
幼児絵本シリーズ

征矢 清／さく
林 明子／え
（福音館書店）

1989 E/ﾊﾔｼ/

ボンちゃんバス 
ひらの てつお／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2011 E/ﾋﾗﾉ/11.9

あかいかさ 
ロバート・ブライト／さく
しみず まさこ／やく
（ほるぷ出版）

1975 E/ﾌﾗｲ/

かあさんのふしぎよほう 
望月 あさひ／ぶん
ほり こずえ／え
（文芸社）

2015 E/ﾎﾘ/15.9

いけのおと
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

松岡 達英／さく
（福音館書店）

2013 E/ﾏﾂｵ/13.5

あめのひえんそく
えほんのぼうけん 66

まつお りかこ／作・絵
（岩崎書店）

2014 E/ﾏﾂｵ/14.9

あめあめぱらん 
木坂 涼／文
松成 真理子／絵
（のら書店）

2014 E/ﾏﾂﾅ/14.5

おっとあぶないかわのなか
日本傑作絵本シリーズ

きむら ゆういち／文
みやにし たつや／絵
（福音館書店）

2014 E/ﾐﾔﾆ/14.6
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水は、
ランドセルブックス 水のいろいろ

山下 大明／写真・文
（福音館書店）

2012 E/ﾔﾏｼ/12.11

イタチとみずがみさま
えほんのぼうけん 28

内田 麟太郎／作
山本 孝／絵
（岩崎書店）

2011 E/ﾔﾏﾓ/11.6

あたしのやまのぼり 
ゆーち みえこ／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2012 E/ﾕﾁ/12.5

おじさんとカエルくん 
リンダ・アシュマン／ぶん
クリスチャン・ロビンソン／え
（あすなろ書房）

2013 E/ﾛﾋﾝ/13.5

あめがふるときちょうちょうはどこへ
世界の絵本ライブラリー

メイ・ゲアリック／文
レナード・ワイスガード／絵
（金の星社）

1992 E/ﾜｲｽ/

展示期間　2016年３月31日～５月29日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


