
書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

くらしとあそび・自然の１２か月　3
増田 良子／編著
福田　節子／編著
（岩崎書店）

1999 031/ﾏ/

すがたをかえるしずくのふしぎ　地球をたび
する水

七尾　純／著
（国土社） 2006 435/ﾅ/06.4

お天気大作戦　これで君もお天気博士だ
富沢　勝／監修
（誠文堂新光社） 2005 451/ﾄ/

ぼくもわたしも気象予報士　森田正光の　2
森田　正光／監修
（学研） 2006 451/ﾓ/06.2

こもり森にきた大あらし
今村 葦子／文
神山　ますみ／絵
（ほるぷ出版）

1997 913.6/ｲ/

かさかしてあげるよ
金指 芙美代／作
福田　岩緒／絵
（ひくまの出版）

2005 913.6/ｶ/

ボーイズ・イン・ブラック　4
後藤　みわこ／〔著〕
（講談社） 2008 913.6/ｺ/08.11

ケベランとぎんなん　森林ＳＯＳ
下村 昇／作
井上　正治／絵
（岩崎書店）

1993 913.6/ｼ/

あめあがりの名探偵
杉山 亮／作
中川　大輔／絵
（偕成社）

2005 913.6/ｽ/05.12

雨
戸渡 阿見／作
ゆめの　まこ／絵
（たちばな出版）

2008 913.6/ﾄ/08.3

サッカーボーイズ１３歳　雨上がりのグラウ
ンド

はらだ　みずき／著
（カンゼン） 2007 913.6/ﾊ/07.7

うわさの雨少年（レインボーイ）
宮下 恵茉／作
丸山　薫／絵
（ポプラ社）

2008 913.6/ﾐ/08.3

となえもんくん　くわばらくわばらのまき
もとした いづみ／作
大沢　幸子／絵
（講談社）

2008 913.6/ﾓ/08.11

雨の恐竜
山田　正紀／作
（理論社） 2007 913.6/ﾔ/07.3

雨の夜の死神
山口 理／作
伊東　ぢゅん子／絵
（いかだ社）

2008 913.6/ﾔ/08.3

リトル・プリンセス　4
ケイティ・チェイス／作
日当　陽子／訳
（ポプラ社）

2007 933/ﾁ/07.9

雨の妖精（フェアリー）ヘイリー
デイジー・メドウズ／作
田内　志文／訳
（ゴマブックス）

2007 933/ﾒ/07.4

あめあめふれふれもっとふれ
シャーリー・モーガン／文
エドワード・アーディゾーニ／絵
（のら書店）

2005 933/ﾓ/

くもがふってきた
赤川　明／作
（ポプラ社） 2005 E/ｱ/05.9

ゆうだち
阿部　肇／作・絵
（ポプラ社） 2006 E/ｱ/06.12

ぴっちゃんぽっちゃん　こねこのプチュ絵本
ａｃｃｏｔｏｔｏ／さく・え
（大日本図書） 2008 E/ｱ/08.6

※請求記号の「E」「GE」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。

雨の本

　雨に関する本を展示しています。少し早いですが、梅雨の季節に向けて、じっくり本を選びに来てくだ
さい。



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

あらしのよるに
きむら ゆういち／作
あべ　弘士／絵
（講談社）

2002 E/ｱ/

ケロケロがえるがなくときは
浅沼　とおる／作・絵
（鈴木出版） 2000 E/ｱ/

ふってきました
もとした いづみ／文
石井　聖岳／絵
（講談社）

2007 E/ｲ/07.1

あおいかさ
いしい　つとむ／作　絵
（教育画劇） 2007 E/ｲ/07.4

みずたまレンズ
今森　光彦／さく
（福音館書店） 2008 E/ｲ/08.3

ぐしょぐしょのびしょびしょ
板橋　敦子／作・絵
（チャイルド本社） 2008 E/ｲ/08.6

あめがふるひに…
イ ヘリ／文 絵
ピョン　キジャ／訳
（くもん出版）

2005 E/ｲ/

ブクブクブー
井上　洋介／作　絵
（教育画劇） 2005 E/ｲ/

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/07.5

リゼッテとかたつむりのうばぐるま
カタリーナ・ヴァルクス／作
ふしみ　みさを／訳
（クレヨンハウス）

2008 E/ｳ/08.7

すごいぞかえるくん
マックス・ベルジュイス／文と絵
清水　奈緒子／訳
（セーラー出版）

1996 E/ｳ/

ゆっくりいそいで
梅田　夕海／作・絵
（ポプラ社） 2004 E/ｳ/

ずーっとずーっとあめ
織茂　恭子／さく
（福音館書店） 2006 E/ｵ/06.6

ぼく、あめふりお
大森　裕子／作
（教育画劇） 2007 E/ｵ/07.6

てるてるぼうず
おぐま　こうじ／さく
（くもん出版） 2005 E/ｵ/

あめがだーいすき
そうま こうへい／さく
かとう　あやこ／え
（佼成出版社）

2006 E/ｶ/06.5

とこちゃんのながぐつ
かとう　まふみ／〔作〕
（学研） 2007 E/ｶ/07.5

もくもくやかん
かがくい　ひろし／作
（講談社） 2007 E/ｶ/07.5

あめ、ゆき、あられくものいろいろ
かこ　さとし／絵と文
（農山漁村文化協会） 2005 E/ｶ/

きいちゃんとドロンじいさん
おおしま たえこ／さく
かわかみ　たかこ／え
（ポプラ社）

2004 E/ｶ/

にじ
さくらい じゅんじ／文
いせ　ひでこ／絵
（福音館書店）

1998 E/ｶ/



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

森の水はうたうよ　はじめはポツン！
かみや　しん／作・絵
（岩崎書店） 2001 E/ｶ/

ころわんちゃぷちゃぷ
間所 ひさこ／作
黒井　健／絵
（ひさかたチャイルド）

2004 E/ｸ/

屋根裏のナポレオン
キム・ケネディ／文
キム・ケネディ／絵
（ブックローン出版）

1997 E/ｹ/

おつかい
さとう　わきこ／さく
（福音館書店） 1993 E/ｻ/

あついあついひ
しのづか　ゆみこ／〔作〕
（佼成出版社） 2002 E/ｼ/

みずくさむらとみずべむら
カズコ・Ｇ．ストーン／さく
（福音館書店） 2008 E/ｽ/08.6

ながれぼしきらり
すまいるママ／著
（ソニー・マガジンズ） 2004 E/ｽ/

ぼくはかさ
せな　けいこ／作・絵
（ポプラ社） 2005 E/ｾ/05.11

わたしのかさはそらのいろ
あまん きみこ／さく
垂石　真子／え
（福音館書店）

2006 E/ﾀ/06.5

くまのニュートン　あめのひだいすき
ロリー・タイガー／さく
きむら　ゆういち／やく
（学研）

2008 E/ﾀ/08.5

あめあがりのカピバラくん
たなか　しんすけ／作
（理論社） 2005 E/ﾀ/

タビかぜにのる
田頭　よしたか／作・絵
（チャイルド本社） 2004 E/ﾀ/

かさもっておむかえ
征矢 清／さく
長　新太／え
（福音館書店）

2008 E/ﾁ/08.4

すうちゃんのカッパ
とづか　かよこ／作・絵
（偕成社） 2007 E/ﾄ/07.6

バルボンさんのおさんぽ
とよた　かずひこ／著
（アリス館） 2000 E/ﾄ/

ぞうくんのあめふりさんぽ
なかの　ひろたか／さく・え
（福音館書店） 2006 E/ﾅ/06.5

あめがふると
いとう せつこ／作
なつめ　しょうご／絵
（チャイルド本社）

2007 E/ﾅ/07.6

１０ぴきのかえるのプールびらき
間所 ひさこ／さく
仲川　道子／え
（ＰＨＰ研究所）

2007 E/ﾅ/07.6

おじぞうさまとこぶた
長野　ひろかず／作・絵
（ひさかたチャイルド） 2008 E/ﾅ/08.3

１０ぴきのかえるざんざんやまへ
間所 ひさこ／さく
仲川　道子／え
（ＰＨＰ研究所）

2003 E/ﾅ/

あめのひのただいま
仁科　幸子／さく・え
（フレーベル館） 2007 E/ﾆ/07.6

わたしのかさしらない？
花之内　雅吉／作・絵
（チャイルド本社） 2006 E/ﾊ/06.6



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

くもりときどきミートボール
ジュディ・バレット／文
ロン・バレット／絵
（ほるぷ出版）

2004 E/ﾊ/

ティモシーとサラのピクニック
芭蕉　みどり／作・絵
（ポプラ社） 1993 E/ﾊ/

リサとガスパールのたいくつないちにち
アン・グットマン／ぶん
ゲオルグ・ハレンスレーベン／え
（ブロンズ新社）

2004 E/ﾊ/

おさんぽおさんぽ
ひろの　たかこ／さく
（福音館書店） 2008 E/ﾋ/08.6

もごもごわにくん
ひらの　てつお／作・絵
（ポプラ社） 1997 E/ﾋ/

あめのもりのおくりもの
ふくざわ　ゆみこ／さく
（福音館書店） 2006 E/ﾌ/06.4

あめだあめだくわっくわっくわっ
沢口 たまみ／ぶん
降矢　なな／え
（福音館書店）

2008 E/ﾌ/08.8

きんいろの雨
中川 なをみ／ぶん
舟橋　全二／え
（くもん出版）

2008 E/ﾌ/08.9

プーさんとおおあらし
森　はるな／文
（講談社） 2005 E/ﾌ/

水たまりおじさん
レイモンド・ブリッグズ／作
青山　南／訳
（ＢＬ出版）

2005 E/ﾌ/

みずたまりのメダカくん　アマガエルくんと
なかまたち

ふくざわ　ゆみこ／さく・え
（ＰＨＰ研究所） 1998 E/ﾌ/

みつけたぞぼくのにじ
ドン・フリーマン／文・絵
大岡　信／訳
（岩波書店）

1977 E/ﾌ/

ペンギーのみんなであまやどり
小田切 麻里／さく
スタジオ・むう／え
（産心社）

2005 E/ﾍ/

雨がふったら、どこへいく？
ゲルダ・ミューラー／さく
いとう　なおこ／やく
（評論社）

2007 E/ﾐ/07.5

カエルくんのみずたまり
宮西　達也／作・絵
（鈴木出版） 2007 E/ﾐ/07.5

たんぱらん
山崎　優子／絵と文
（至光社） 2004 E/ﾔ/

ねんどママまいごのこいぬ
ゆきの ゆみこ／作 絵
ヒダ　オサム／作　絵
（チャイルド本社）

2007 E/ﾕ/07.11

かさの女王さま
シリン・イム・ブリッジズ／文
ユ　テウン／絵
（セーラー出版）

2008 E/ﾕ/08.12

ニッセのあたらしいぼうし
オロフ・ランドストローム／作
レーナ・ランドストローム／作
（偕成社）

1993 E/ﾗ/

カイちゃんのながぐつ
マッツ・レテン／さく
なかた　かずこ／やく
（小峰書店）

2005 E/ﾚ/

Ｔｈｅ　ｒａｉｎｙ　ｔｒｉｐ　ｓｕｒｐｒ
ｉｓｅ

ｗｒｉｔｔｅｎ　ａｎｄ　ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｎａｏ
ｋａｔａ　Ｍａｓｅ　；ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｂｙ　Ｍｉａ　Ｌ
ｙｎｎ　Ｐｅｒｒｙ
（Ｒ．Ｉ．Ｃ．　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ）

2006 GE/M/

Ｇｒａｎｄｍａ　Ｂａｂａ　ｗａｎｔｓ　ｓ
ｕｎｓｈｉｎｅ！

ｔｅｘｔ　ａｎｄ　ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏ
ｎｓ　ｂｙ　Ｗａｋｉｋｏ　Ｓａｔｏ
（Ｔｕｔｔｌｅ　Ｐｕｂ．）

2005 GE/S/

展示期間　2009年３月11日～４月28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）


