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ほしになったりゅうのきば 中国民話
日本傑作絵本シリーズ

君島　久子／再話
赤羽　末吉／画
（福音館書店）

1976 E/ｱｶﾊ/

ぼく、お月さまとはなしたよ
児童図書館・絵本の部屋

フランク・アッシュ／えとぶん
山口 文生／やく
（評論社）

1985 E/ｱｯｼ/

かじってみたいな、お月さま
児童図書館・絵本の部屋

フランク・アッシュ／えとぶん
山口 文生／やく
（評論社）

1985 E/ｱﾂｼ/

お月さまのこよみ絵本 旧暦で行事をたのしむ
千葉 望／文
阿部 伸二／絵
（理論社）

2016 E/ｱﾍ/16.8

月宮殿のおつかい
くるしま童話名作選 7

久留島 武彦／作
アヤ井 アキコ／絵
（幻冬舎メディアコンサルティング）

2016 E/ｱﾔｲ/16.3

きょうはそらにまるいつき
荒井 良二／著
（偕成社）

2016 E/ｱﾗｲ/16.9

月明りに照らされて
池田 佳史／さく・え
（文芸社）

2016 E/ｲｹﾀ/16.11

ルラルさんのぼうえんきょう
いとうひろしの本 16

いとう ひろし／作
（ポプラ社）

2015 E/ｲﾄｳ/15.1

14ひきのおつきみ
いわむら かずお／さく
（童心社）

1988 E/ｲﾜﾑ/

まんげつのよるまでまちなさい
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
ガース・ウイリアムズ／え
（ペンギン社）

1978 E/ｳｲﾘ/

絵本星の王子さま
サン=テグジュペリ／原作
マーク・オズボーン／監督
（徳間書店）

2015 E/ｴﾎﾝ/15.9

月世界探険
タンタンの冒険旅行 13

エルジェ／作
川口 恵子／訳
（福音館書店）

1991 E/ｴﾙｼ/

流れ星のねがいごと
大底 茅里／作・絵
（学芸みらい社）

2015 E/ｵｵｿ/15.12

つきよの3びき
童心社のおはなしえほん

たかどの ほうこ／作
岡本 順／絵
（童心社）

2016 E/ｵｶﾓ/16.9

つきのぼうや
世界傑作絵本シリーズ デンマークの絵本

イブ・スパング・オルセン／さく・え
やまのうち きよこ／やく
（福音館書店）

1979 E/ｵﾙｾ/

パパ、お月さまとって!
エリック=カール／さく
もり ひさし／やく
（偕成社）

1990 E/ｶﾙ/

火星にいった3人の宇宙飛行士
U.エーコ／さく
E.カルミ／え
（六耀社）

2015 E/ｶﾙﾐ/15.12

ニュウの星のノームたち
RIKUYOSHA Children & YA Books

U.エーコ／さく
E.カルミ／え
（六耀社）

2016 E/ｶﾙﾐ/16.6

※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。

月と星の絵本

2017年の中秋の名月は10月４日。秋の夜長に星空観察をするのはどうでしょうか。月や星が出てくる２０１５年以降に出版
された絵本と、読み継がれてきた絵本を集めました。中には宇宙人出てくるものもあります。手に取ってご覧ください。
（子ども図書研究室所蔵分）
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ひとつぼし
菊田 まりこ／著
（学研プラス）

2016 E/ｷｸﾀ/16.11

のぼれぼしさま
星と森の絵本 3

くにい ともあき／さく・え
（ぶんしん出版）

2016 E/ｸﾆｲ/16.7

空のひしゃく北斗七星
大型絵本 かがくとなかよし

E.C.クラップ／文
ロビン・レクター・クラップ／絵
（岩波書店）

1993 E/ｸﾗｯ/

お月さまってどんなあじ?
ミヒャエル・グレイニェク／絵と文
いずみ ちほこ／訳
（セーラー出版）

1995 E/ｸﾚｲ/

おつきみ
あまん きみこ／作
黒井 健／絵
（ひさかたチャイルド）

2016 E/ｸﾛｲ/16.8

つきよのチンチンでんしゃ
石井 大六／作
こしの 真弓／絵
（愛育社）

2016 E/ｺｼﾉ/16.6

銀河鉄道の夜
画本宮澤賢治

宮澤 賢治／作
小林 敏也／画
（好学社）

2015 E/ｺﾊﾔ/15.11

夜空をみあげよう
松村 由利子／文
ジョン・シェリー／絵
（福音館書店）

2016 E/ｼｪﾘ/16.5

星の使者 ガリレオ ガリレイ
ピーター・シス／文・絵
原田 勝／訳
（徳間書店）

1997 E/ｼｽ/

たくさんのお月さま
ジェームズ・サーバー／文
ルイス・スロボドキン／絵
（徳間書店）

1994 E/ｽﾛﾎ/

うちゅう
ミキハウスの絵本 光るインクえほん

たかい よしかず／絵
（三起商行）

2016 E/ﾀｶｲ/16.6

月夜とめがね
小川 未明／作
高橋 和枝／絵
（あすなろ書房）

2015 E/ﾀｶﾊ/15.5

あるひこねこね
高畠 那生／[作]
（好学社）

2016 E/ﾀｶﾊ/16.3

ぼくがあるくと 月もあるく
ぼくのさんすう・わたしのりか 2

板倉 聖宣／[著]
田中 秀幸／え
（岩波書店）

1981 E/ﾀﾅｶ/

わくせいキャベジ動物図鑑
tupera tupera／作・絵
（アリス館）

2016 E/ﾂﾍﾗ/16.11

うちゅうをのぞいてみよう
めくりしかけえほん

アナ・ミルボーン／ぶん
シモーナ・ディミトリ／え
（大日本絵画）

2016 E/ﾃｨﾐ/16

つきよのくろてん
いきるよろこびシリーズ

手島 圭三郎／絵・文
（絵本塾出版）

2015 E/ﾃｼﾏ/15.4

しまふくろうとふゆのつき
手島 圭三郎／絵・文
（絵本塾出版）

2016 E/ﾃｼﾏ/16.7

メガロポリス 空から宇宙人がやってきた!
クレア・デュドネ／さく
ドリアン助川／やく
（NHK出版）

2016 E/ﾃｭﾄ/16.2

ながれ星のリリリ
堤 江実／作
寺門 孝之／絵
（PHP研究所）

2016 E/ﾃﾗｶ/16.11

わたし、お月さま
青山 七恵／文
刀根 里衣／絵
（NHK出版）

2016 E/ﾄﾈ/16.11
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絵本眠れなくなる宇宙のはなし
講談社の創作絵本

佐藤 勝彦／作
長崎 訓子／絵
（講談社）

2016 E/ﾅｶｻ/16.7

しりたがりのおつきさま
花里 真希／作
なめかわ まい／絵
（日本新薬）

2015 E/ﾅﾒｶ/15.10

つきにいったうさぎのおはなし 月のひみつがわかる
はっとり みほ／え
あがた ひでひこ／かんしゅう
（学研教育出版）

2015 E/ﾊｯﾄ/15.9

おやすみなさい おつきさま
児童図書館・絵本の部屋

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
クレメント・ハード／え
（評論社）

1979 E/ﾊﾄ/

11ぴきのねことへんなねこ
馬場 のぼる／著
（こぐま社）

1989 E/ﾊﾊ/

おつきさまこんばんは
林 明子／さく
（福音館書店）

2000 E/ﾊﾔｼ/

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

てんのくぎをうちにいったはりっこ
こどものとも傑作集

かんざわ としこ／さく
ほりうち せいいち／え
（福音館書店）

2003 E/ﾎﾘｳ/

さわってごらん!よるの星
クリスティ・マシソン／作
大友 剛／訳
（ひさかたチャイルド）

2016 E/ﾏｼｿ/16.8

星空キャンプ
講談社の創作絵本

村上 康成／作
（講談社）

2016 E/ﾑﾗｶ/16.5

本日お月見日より ろくさんの天気よほう
せんつる やよい／文
山口 けい子／絵
（文芸社）

2016 E/ﾔﾏｸ/16.9

星の王子さま
世界の名作英語絵本 1

葉 祥明／絵
サン=テグジュペリ／原作
（Jリサーチ出版）

2016 E/ﾖｳ/16.11

星空のジェイク
読み聞かせ英語絵本

葉 祥明／絵・文
リサ・ヴォート／訳
（Jリサーチ出版）

2016 E/ﾖｳ/16.3

おぼろ月のおさんぽ 銀色
ウォルター・デ・ラ・メア／詩
カロリーナ・ラベイ／絵
（岩崎書店）

2017 E/ﾗﾍｲ/17.3

どうぶつたちのクリスマスツリー
ジャン・ウォール／さく
レナード・ワイスガード／え
（好学社）

2016 E/ﾜｲｽ/16.10

展示期間　2017年８月１日～10月１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）


