
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

いたずら博士の科学だいすき 4
いろいろな月

（小峰書店） 2013 408/ｲﾀｽ/13.4

秘密指令 月をめざせ!
天体の話

縣秀彦／監修
（数研出版）

2010 440/ｱｶﾀ/10.5

星と宇宙がわかる本 2
学校の理科から最新の話題まで!

縣秀彦／監修
川下隆／絵（学研教育出版）

2012 440/ｱｶﾀ/12.2

月と太陽ってどんな星?もっとも身近で不思議な星を科学しよう
子供の科学★サイエンスブックス

縣秀彦／著
（誠文堂新光社）

2013 444/ｱｶﾀ/13.1

月のかがく
えびなみつる／絵と文
渡部潤一／監修（旬報社）

2011 446/ｴﾋﾅ/11.5

月の満ちかけ絵本
大枝史郎／文
佐藤みき／絵（あすなろ書房）

2012 446/ｵｵｴ/12.9

月のふしぎえほん
大藪健一／文
常永美弥／絵（PHP研究所）

2014 446/ｵｵﾔ/14.4

月夜のあぶないセレモニー
次良丸忍／作
琴月綾／画（金の星社）

2012 908/ﾌｫｱ/12.2

ゆうたとおつきみ
楠章子／著
宮尾和孝／絵（くもん出版）

2010 913.6/ｸｽﾉ/10.9

魔狼、月に吠える
大江戸妖怪かわら版6

香月日輪／作
（理論社）

2011 913.6/ｺｳｽ/11.11

月の少年
沢木耕太郎／作
浅野隆広／絵（講談社）

2012 913.6/ｻﾜｷ/12.4

月夜のあぶないセレモニー
虹色ティアラ 3

次良丸忍／作
琴月綾／画（金の星社）

2013 913.6/ｼﾛﾏ/13.12

ふたつの月の物語
富安陽子／著
（講談社）

2012 913.6/ﾄﾐﾔ/12.10

お月見テンテン 9月のおはなし
おはなし12か月

蜂飼耳／作
おくはらゆめ／絵（講談社）

2013 913.6/ﾊﾁｶ/13.7

白い月の丘で
濱野京子／[著]
（角川書店）

2011 913.6/ﾊﾏﾉ/11.1

月の上のガラスの町
古田足日／作
北見葉胡／絵（日本標準）

2010 913.6/ﾌﾙﾀ/10.4

おつきたん見てる?
ぼく、あきらめないでがんばるよ

牧瀬かおる／著
はやしかよ／イラスト（イーフェニックス）

2011 913.6/ﾏｷｾ/11.7

チャーシューの月
村中李衣／作
佐藤真紀子／絵（小峰書店）

2012 913.6/ﾑﾗﾅ/12.12

怪盗グルーの月泥棒3D
セルジオ・パブロス／脚本
ケン・ダウリオ／脚本（小学館）

2010 933/ﾊﾌﾛ/10.10

天空の少年ニコロ 2
カイ・マイヤー／著
遠山明子／訳（あすなろ書房）

2011 943/ﾏｲﾔ/11.7

※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。

月の本

夏が過ぎれば、月がきれいに見える秋がやって来ます。今回は、2010年から2014年に出版された本の中から月が出てくる本
を集めました。秋に向けて、じっくり本を選んでください。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

月までサイクリング
ティモ・パルヴェラ／作
末延弘子／訳（文研出版）

2012 993/ﾊﾙｳ/12.2

カエデ騎士団と月の精
リーッカ・ヤンッティ／作
末延弘子／訳（評論社）

2010 993/ﾔﾝｯ/10.9

守くんとじてんしゃと月とゆめ
じてんしゃシリーズ

あべゆきこ／え
いわさきよしえ／ぶん
（自転車産業振興協会）

2012 E/ｱﾍ/12.12

こくばんくまさんつきへいく
マーサ・アレクサンダー／さく
風木一人／やく（ほるぷ出版）

2013 E/ｱﾚｸ/13.9

つきよのゆめ
いしいつとむ／作
（ポプラ社）

2010 E/ｲｼｲ/10.12

ぶたさんちのおつきみ
板橋敦子／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2012 E/ｲﾀﾊ/12.8

14ひきのおつきみ
14ひきのポケットえほん

いわむらかずお／さく
（童心社）

2013 E/ｲﾜﾑ/13.8

めざすは月
タンタンの冒険

エルジェ／作
川口恵子／訳（福音館書店）

2011 E/ｴﾙｼ/11.8

ひるまのおつきさま
かがくのとも499号

遠藤湖舟／さく
（福音館書店）

2010 E/ｴﾝﾄ/10.10

たぬきのばけたおつきさま
西本鶏介／作
小野かおる／絵（鈴木出版）

2011 E/ｵﾉ/11.7

ルナおつきさんのおそうじや
エンリコ=カサローザ／作
堤江実／訳（講談社）

2013 E/ｶｻﾛ/13.9

おつきさまこっちむいて
片山令子／ぶん
片山健／え（福音館書店）

2010 E/ｶﾀﾔ/10.1

まんまるいけのおつきみ
かとうまふみ／作
（講談社）

2011 E/ｶﾄｳ/11.8

じっちょりんとおつきさま
かとうあじゅ／作
（文溪堂）

2012 E/ｶﾄｳ/12.9

おひさまとおつきさまのしたで
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作
黒井健／絵（教育画劇）

2010 E/ｸﾛｲ/10.9

つきをあらいに
高木さんご／作
黒井健／絵（ひかりのくに）

2011 E/ｸﾛｲ/11.9

おつきさんのぼうし
高木さんご／文
黒井健／絵（講談社）

2013 E/ｸﾛｲ/13.10

月をつかまえるのだ
こうむらゆきな／ぶん・え
（文芸社）

2010 E/ｺｳﾑ/10.10

つきよはうれしい
あまんきみこ／ぶん
こみねゆら／え（文研出版）

2011 E/ｺﾐﾈ/11.9

月の貝
名木田恵子／作
こみねゆら／絵（佼成出版社）

2013 E/ｺﾐﾈ/13.2

もんばんアリと、月
さとみきくお／さく
しおたまさき／え（長崎出版）

2012 E/ｼｵﾀ/12.12

やまねこせんせいのこんやはおつきみ
末崎茂樹／作・絵
（ひさかたチャイルド）

2013 E/ｽｴｻ/13.8



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ばしょうさんとおばすて山の月
すずき大和／著
（さらしな堂）

2011 E/ｽｽｷ/11.4

月の満ち欠けのひみつ ミヅキさんのムーンクッキー
もっとたのしく夜空の話

関口シュン／絵・文
木村直人／監修（子どもの未来社）

2013 E/ｾｷｸ/13.3

日食・月食のひみつ おいしいお月見
もっとたのしく夜空の話

関口シュン／絵・文
木村直人／監修（子どもの未来社）

2013 E/ｾｷｸ/13.3

月の力のひみつ 魔女が教えるムーンパワー
もっとたのしく夜空の話

関口シュン／絵・文
（子どもの未来社）

2014 E/ｾｷｸ/14.3

夜空の宝物
夜空に“お月さま”を描く画家、アローユおじさんのお話

副島優子／文
田中伸介／絵（文芸社）

2014 E/ﾀﾅｶ/14.2

つきとあそぼう
谷内こうた／絵
内藤初穂／文（至光社）

2010 E/ﾀﾆｳ/10

おつきさまとちいさなくま
アンドレ・ダーハン／作
きたやまようこ／訳（講談社）

2010 E/ﾀﾊﾝ/10.8

メリークリスマスおつきさま
アンドレ・ダーハン／作
きたやまようこ／訳（講談社）

2011 E/ﾀﾊﾝ/11.10

おつきさまはいちねんせい
きたやまようこ／文
アンドレ・ダーハン／絵（講談社）

2014 E/ﾀﾊﾝ/14.3

月の中の一本足の娘
神川こづえ／監修
天野準子／再話（南方新社）

2011 E/ﾂｷﾉ/11.4

月とともだちになりたかったきつね
アナヒタ・テイムーリヤーン／原作・絵
あおしまソテツ／文（グリーンキャット）

2010 E/ﾃｲﾑ/10.9

おつきさまなにみてる
なかじまかおり／さく
（岩崎書店）

2011 E/ﾅｶｼ/11.12

ちいさなつきがらす
マーカス・フィスター／作
谷川俊太郎／訳（講談社）

2010 E/ﾌｨｽ/10.9

おつきさまはまあるくなくっちゃ!
ふくだじゅんこ／文・絵
（大日本図書）

2013 E/ﾌｸﾀ/13.9

月からおちたモモンガ
ブラザートム／ぶん・え
（SDP）

2010 E/ﾌﾗｻ/10.8

つきよのニャロベエ
古内ヨシ／作
（論創社）

2013 E/ﾌﾙｳ/13.12

月へ
アポロ11号のはるかなる旅

ブライアン・フロッカ／作絵
日暮雅通／訳（偕成社）

2012 E/ﾌﾛｯ/12.2

くまくんとつき
おたんじょう月おめでとう 9月生まれ

中川ひろたか／文
松成真理子／絵（自由国民社）

2011 E/ﾏﾂﾅ/11.7

ねんどママおつきみしたよ
ゆきのゆみこ／さく・え
ヒダオサム／さく・え（チャイルド本社）

2010 E/ﾕｷﾉ/10.9

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

ねこまるせんせいのおつきみ
押川理佐／作
渡辺有一／絵（世界文化社）

2012 E/ﾜﾀﾅ/12.9

展示期間2014年８月１日～９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TEL054-262-1243（資料課）


