
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

みあげるとそら
赤川 明／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2012 E/ｱｶｶ/12.4

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

アニメおさるのジョージ あしたてんきになあれ
マーガレット・レイ／原作
ハンス・アウグスト・レイ／原作
（金の星社）

2012 E/ｱﾆﾒ/12.8

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

雨の木曜パーティ
DAYAN'S COLLECTION BOOKS ダヤンの豆本セレクション

池田 あきこ／著
（ほるぷ出版）

2013 E/ｲｹﾀ/13.2

あめがふってよかったね
どんぐりえほんシリーズ

よしい たかこ／作
石倉 ヒロユキ／絵
（佼成出版社）

2010 E/ｲｼｸ/10.5

どうしてあめがふらないの?
中村 美佐子／原作
いもと ようこ／文・絵
（ひかりのくに）

2010 E/ｲﾓﾄ/10.6

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

あおいくも
トミー・ウンゲラー／作
今江 祥智／訳
（ブロンズ新社）

2010 E/ｳﾝｹ/10.6

ぽっつんとととはあめのおと
PHPにこにこえほん

戸田 和代／作
おかだ ちあき／絵
（PHP研究所）

2012 E/ｵｶﾀ/12.7

カッパちゃぷちゃぷ
おぐま こうじ／さく
（くもん出版）

2011 E/ｵｸﾏ/11.5

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

雨ニモマケズ
画本宮澤賢治

宮澤 賢治／作
小林 敏也／画
（好学社）

2013 E/ｺﾊﾔ/13.5

空のおくりもの 雲をつむぐ少年のお話
マイケル・キャッチプール／文
アリソン・ジェイ／絵
（ブロンズ新社）

2012 E/ｼｪｲ/12.2

あめがふってきたよ!
スージー・ズー

スージー・スパッフォード／絵
三原 泉／文
（BL出版）

2011 E/ｽﾊｯ/11.7

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

ちいさなあめふりぐも
チューリップえほんシリーズ

せな けいこ／作・絵
（鈴木出版）

2010 E/ｾﾅ/10.6

くまのプーさんスイートメモリー
C.S.チェシャー／文
大学 恵理子／画
（講談社）

2010 E/ﾀｲｶ/10.1

あめのひくろくま
おはなし・くろくま

たかい よしかず／さく・え
（くもん出版）

2011 E/ﾀｶｲ/11.5

ふたりのナマケモノ
講談社の創作絵本

高畠 純／作・絵
（講談社）

2010 E/ﾀｶﾊ/10.4

※請求記号の「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

雨には、憂鬱な雨、恵みの雨、楽しい雨など様々な雨があります。今回は、そのような雨に関する絵本を展示しています。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ながぐつくんとあまがさちゃん
おたんじょう月おめでとう 6月生まれ

中川 ひろたか／文
高橋 和枝／絵
（自由国民社）

2011 E/ﾀｶﾊ/11.4

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

むらをすくったかえる
サトシン／さく
塚本 やすし／え
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）

2013 E/ﾂｶﾓ/13.4

あめふらし グリム童話
グリム／[著]
グリム／[著]
（偕成社）

2013 E/ﾃｸﾈ/13.10

きんいろのあめ
講談社の創作絵本

立原 えりか／文
永田 萠／絵
（講談社）

2013 E/ﾅｶﾀ/13.9

かみなりゴロスケ
なかの ひろたか／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2010 E/ﾅｶﾉ/10.5

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

おねえちゃんといもうと
なごし かおり／文・絵
（扶桑社）

2013 E/ﾅｺｼ/13.6

あめのひのディーゼルカー
こどものとも年少版 428号

のさか ゆうさく／さく
（福音館書店）

2012 E/ﾉｻｶ/12.11

あまぐもぴっちゃん
えほんのぼうけん 45

はやし ますみ／作・絵
（岩崎書店）

2012 E/ﾊﾔｼ/12.5

あめのちはれてまたあした
比嘉 こずえ／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2010 E/ﾋｶ/10.5

あかいかさがおちていた
筒井 敬介／作
堀内 誠一／絵
（童心社）

2011 E/ﾎﾘｳ/11.9

あめがやんだよほら、みてごらん
たんぽ きみえ／文
ほりこし ちあき／絵
（文芸社）

2013 E/ﾎﾘｺ/13.6

あめのひのえんそく
間瀬 なおかた／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2003 E/ﾏｾ/

おとうさんのかさ
三浦 太郎／作
（のら書店）

2012 E/ﾐｳﾗ/12.6

かさやのケロン
水野 はるみ／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2012 E/ﾐｽﾉ/12.4

雨上がりのえんそく
望月 治津子／作・絵
（文芸社）

2013 E/ﾓﾁｽ/13.4

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

なみだあめ
えほんのぼうけん 14

みお ちづる／作
よしざわ けいこ／絵
（岩崎書店）

2010 E/ﾖｼｻ/10.7

月のしずくの子どもたち
ローラ・クラウス・メルメッド／文
ジム・ラマルシェ／絵
（BL出版）

2013 E/ﾗﾏﾙ/13.9

きいろいかさ
リュウ チェスウ／作・絵
シン ドンイル／作曲
（メディアリンクス・ジャパン）

2010 E/ﾘｭｳ/10.6
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ケープドリ ｱﾗｼ
ワウター・ヴァン・レーク／作
野坂 悦子／訳
（朔北社）

2010 E/ﾚｸ/10.9

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

たっちゃんのながぐつ
森 比左志／著
わだ よしおみ／著
（こぐま社）

2013 E/ﾜｶﾔ/13.5


