
シリーズ名 タイトル 作者：文 作者：絵 出版社

大型絵本　科学ってすごい 空のひしゃく北斗七星 E.C.クラップ R.R.クラップ 岩波書店

福音館の科学シリーズ 星空の話 関口シュン 関口シュン 福音館書店

いたずらはかせのかがくの本6 北斗七星と北極星 板倉聖宣 松永教治 国土社

こどものとも傑作集 たなばた 君島久子 初山滋 福音館書店

日本傑作絵本シリーズ ほしになったりゅうのきば 君島久子 赤羽末吉 福音館書店

あかね創作絵本 いたずらラッコとおなべのほし 神沢利子 長新太 あかね書房

ユニバーサルデザイン絵本16 ねえ　おそらのあれなあに？ ほしのかたりべ みついやすし NPOユニバーサルデザイン絵本センター

里山の生き物たち　１ 星になりたかったハンミョウ 菊池和美 稲田善樹 てらいんく

童心社の絵本 そうべえまっくろけのけ 田島征彦 田島征彦 童心社

教えて！２１世紀星空探検隊8 春・夏星座図鑑 藤井旭 偕成社

星が光る四季の星座 クリント＝ハチェット スティーブン＝マーケイシ 偕成社

かこさとし・ほしのほん　２ なつのほし かこさとし 偕成社

リボンのかたちの ふゆのせいざ オリオン 八板 康麿 杉浦 繁茂 福音館書店

１２の星のものがたり ツペラ ツペラ ツペラ ツペラ ヴィレッジブックス

マウイのつりばり スズキコージ 日本テレビ放送網

オリオン越冬隊 えびなみつる 誠文堂新光社

画本宮沢賢治 よだかの星 宮沢賢治 小林敏也 パロル舎

天のかみさま金んつなください 津谷タズ子 梶山俊夫 福音館書店

ひみつシリーズ 星座・星うらないのひみつ 大岩ピュン 学研

よぞらをみあげて ジョナサン・ビーン ほるぷ出版

むかしむかし絵本　17 わらしべちょうじゃ 西郷竹彦 佐藤忠良 ポプラ社

自然スケッチ絵本館 甲殻類のこと キャスリン・シル ジョン・シル 玉川大学出版部

世界傑作絵本シリーズ 長ぐつをはいたねこ ハンス・フィッシャー ハンス・フィッシャー 福音館書店

かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー 徳間書店

ぐりとぐらの絵本 ぐりとぐら 中川李枝子 山脇百合子 福音館書店

ととけっこう よがあけた こばやしえみこ 案 ましませつこ こぐま社

いつもみていた ジャネット・ウィンター 福音館書店

パオアルのキツネたいじ 蒲 松齢 蔡皋 徳間書店

こどものとも傑作集 ふるやのもり 瀬田貞二 田島征三 福音館書店

あのときすきになったよ 薫くみこ 飯野和好 教育画劇

ウェズレーの国 ポール・フライシュマン ケビン・ホークス あすなろ書房

おさらをあらわなかったおじさん フィリス・クラジラフスキー バーバラ・クーニー 岩波書店

おしゃれがしたいビントゥ シルヴィアン・Ａ・ディウフ シェーン・Ｗ・エヴァンス アートン

こんぶのぶーさん 岡田よしたか 岡田よしたか ブロンズ新社

たかこ 清水 真裕 青山 友美 童心社

でこちゃん つちだのぶこ つちだのぶこ PHP研究所

こどものとも傑作集 みどりのホース 安江リエ 柳生弦一郎 福音館書店

ルピナスさん バーバラ・クーニー バーバラ・クーニー ほるぷ出版

しゃもじいさん かとう まふみ あかね書房

天文学の歴史 アイザック・アシモフ



あかりをけして アーサー・ガイサート アーサー・ガイサート ＢＬ出版

うきわねこ 蜂飼 耳 牧野 千穂 ブロンズ新社

ごきげんなライオン おくさんにんきものになる ルイーズ・ファティオ ロジャー・デュボアザン BL出版

ひかりのくにのえほん くまくん 二宮由紀子 あべ弘士 ひかりのくに株式会社

スイミー レオ・レオニ 好学社

幼児絵本シリーズ とてもとてもあついひ 小出淡 小出保子 福音館書店

ワニあなぼこほる 石井聖岳 石井聖岳 イースト・プレス

Cocoはとびきりかわったコ エリザベス・マシューズ イプシロン出版企画

日本傑作絵本シリーズ いっすんぼうし 石井桃子 秋野不矩 福音館書店

おならのしゃもじ 小沢正 田島征三 教育画劇

日本傑作絵本シリーズ ちゃっくりがきぃふ 桂文我 梶山俊夫 福音館書店

アンデルセンのえほん はだかのおうさま 竹下文子 西巻茅子 岩崎書店

あなはほるもの　おっこちるとこ ルース・クラウス モーリス・センダック 岩波書店

アナベルとふしぎなけいと マック・バーネット ジョン・クラッセン あすなろ書房

新装版 えをかく 谷川 俊太郎 長 新太 講談社

おとうとバーゲンします！ イム・ジョンジャ キム・ヨンス ひさかたチャイルド／チャイルド本社

どうしよう！ アイリーン・ローゼンタール マーク・ローゼンタール クレヨンハウス

ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ B・マクリントック ほるぷ出版

ぼくのかえりみち 東　力 東　力 ＢＬ出版

夕あかりの国 アストリッド・リンドグレーン マリット・テルンクヴィスト 徳間書店

あなたの星座と運命 鏡 リュウジ 説話社

生れ月の神秘 山田耕作 実業之日本社

空のおくりもの マイケル・キャッチプール アリソン・ジェイ ブロンズ新社

宮沢賢治のおはなし 虔十公園林／ざしきぼっこのはなし 宮沢賢治 はたこうしろう 岩崎書店

パブロのてんらんかい きたむら さとし きたむら さとし 小峰書店

かがくのとも傑作集 からだのみなさん 五味太郎 五味太郎 福音館書店

しらべ図鑑マナペディア だまし絵の世界 グループ・コロンブス 講談社

世界傑作絵本シリーズ ジャックと豆の木 ジョン・シェリー 福音館書店

たくさんのふしぎ シュヴァルー夢の宮殿を建てた郵便配達夫 岡谷公二 山根秀信 福音館書店

モーツァルトくん、あ・そ・ぼ！ ピーター・シス ピーター・シス 徳間書店

ぜつぼうの濁点 原田宗典 柚木沙弥郎 教育画劇

だいすきなほんくん クリスティン･オコンネル･ジョージ マギー･スミス 評論社

たのしいたてもの 青山邦彦 青山邦彦 教育画劇

てん ピーター・レイノルズ ピーター・レイノルズ あすなろ書房

幼児絵本シリーズ ねえどっちがすき？ 安江リエ 降矢奈々 福音館書店

のりおのふしぎなぼうえんきょう 平田　昌広 平田　景 講談社

ふたごの もうふ へウォン・ユン トランスビュー

マグノリアおじさん クエンティン・ブレイク 好学社

まくらのせんにん さんぽみちの巻 かがくいひろし 佼成出版社

のら書店の絵本 マスラン・パンパンこいをする ジドル イヴ・カラヌル のら書店

ユックリとジョジョニ 荒井良二 ほるぷ出版
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走れメロス 太宰治 竹内 通雅 ほるぷ出版

宇宙へのまなざし 丸善株式会社

すぐに見つかる星座図鑑 甲谷 保和 実業之日本社

新訂版やさしい天体かんさつ　５ 星のたんじょう 藤井旭 金の星社

星のきほん 駒井仁南子 誠文堂新光社

新装版　科学のアルバム天文・地学編　３ 星の一生 藤井旭 あかね書房

教えて！２１世紀星空探検隊2 星の一生 藤井旭 偕成社

星の地図館 林完次［ほか］ 小学館

藤井旭の天体観測入門シリーズ 天体望遠鏡の使い方がわかる本 誠文堂新光社

こども天文検定；3 星と銀河 ほるぷ出版

ふしぎだな知らないこといっぱい 空のうえにはなにがある？
マイク・マニングとブライタ・グラ
ンストローム

評論社

みるずかん・かんじるずかん＜銀の本＞ 宇宙のアルバム
森本雅樹
岡村定矩

福音館書店

フリズル先生のマジック・スクールバス 星めぐり ジョアンナ・コール ブルース・ディーギン 岩波書店

藤井旭の天体観測入門シリーズ 星座の神話がわかる本 藤井旭 誠文堂新光社

宙（そら）の名前 林完次 角川書店;

天空の軌跡 山田哲司 光村推古書院

増補改訂版 星・星座 藤井 旭　　監修 学研

超はっけん大図鑑　15 星と星座 ポプラ社

新装版　科学のアルバム天文・地学編　６ 星座をさがそう 藤井旭 あかね書房

福音館の科学シリーズ 立体で見る　星の本 杉浦康平 福音館書店

星と月のコレクション 林完次 林完次 フレーベル館

藤井旭の天体観測入門シリーズ 星座の見かたがわかる本 藤井旭 藤井旭 誠文堂新光社

かこさとし・ほしのほん　４ ふゆのほし かこさとし 偕成社

天文・宇宙の科学 天体観測入門 渡部 潤一 大日本図書

しぜん－キンダーブック ほし 中西昭雄　写真 えびなみつる フレーベル館

星と宇宙がわかる本；3 星を探る 学研教育出版

小学館の図鑑ＮＥ０　８ 星と星座 渡部潤一・出雲晶子 牛山俊男ほか撮影 小学館

星空を見上げて３６５日 : 一日一話の星空案内 藤井旭 誠文堂新光社

行事こびとの絵本シリーズ たなばたこびとのおはなし まついのりこ まついのりこ 童心社

画本宮沢賢治 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 小林敏也 パロル舎

ダヤンと時の流れ星 池田 あきこ 白泉社

ちいさな星の子と山ねこ にしまき　かやこ にしまき　かやこ こぐま社

ツリーにやどったおほしさま ギャビー・ハンセン 評論社

こどものとも傑作集 てんのくぎをうちにいったはりっこ 神沢利子 堀内誠一 福音館書店

のびのびえほん　第2期　２０ とおい星からのおきゃくさま もいちくみこ こみねゆら 岩崎書店

こどものとも傑作集 ながれぼしをひろいに 筒井頼子 片山健 福音館書店

宮沢賢治のおはなし ふたごの星 宮沢賢治 あきやまただし 岩崎書店

 ほしにむすばれて 谷川 俊太郎 えびなみつる 文研出版

メリークリスマス おつきさま アンドレ・ダーハン 講談社

終わらない夜 セーラ・Ｌ．トムソン ロブ・ゴンサルヴェス ほるぷ出版

富士山にのぼる 石川直樹 教育画劇



宮沢賢治のおはなし すいせん月の四日 宮沢賢治 堀川理万子 岩崎書店

日本傑作絵本シリーズ ちいさなかぜはふいてゆく おのでらえつこ 佐藤直行 福音館書店

まよなかの　ゆきだるま 森洋子 森洋子 福音館書店

雪わたり 宮沢賢治 小林敏也 パロル舍

絵本の時間　48 わたしはあなたをあいしています 宮西達也 宮西達也 ポプラ社

アイランド
ロナルド・トルマン
マライヤ・トルマン

西村書店

チリとチリリゆきのひのおはなし どいかや アリス館

かえでの葉っぱ デイジー・ムラースコヴァー 出久根 育 理論社

ねむるまえに クマは フィリップ・C・ステッド エリン・E・ステッド 光村教育図書

評論社の児童図書館・絵本の部屋 ねむれないの？ちいくまくん マーティン・ワッデル バーバラ・ファース 評論社

ほしうさぎとサーカスだん ひだ　きょうこ 教育画劇

オデュッセウスの旅 西村書店

単行本絵本 ふたりだけのキャンプ 松居友 西山史真子 童心社

まどから　おくりもの 五味　太郎 五味　太郎 偕成社

からっぽの くつした リチャード・カーティス レベッカ・コッブ 世界文化社

わたしのおほしさま のせうりょう こいけえみこ ぶんしん出版

あらどこだ 神沢利子 長新太 国土社

おかあさんと子どものあそびうた あんたがた　どこさ ましませつこ ましませつこ こぐま社

ことばあそびと詩の本 おめでとうがいっぱい 神沢利子 西巻茅子 のら書店

ことばあそびと詩の本 おやすみなさいまたあした 神沢利子 西巻茅子 のら書店

福音館の単行本 おれは歌だ　おれはここをあるく 秋野亥左牟 福音館書店

めくってびっくり短歌絵本　全５巻 君になりたい　恋の短歌 後藤貴志 岩崎書店

ユーモア詩のえほん・かぞくのうた ぐるっと地球をかかえちゃえ 杉田比呂美 岩崎書店

日本傑作絵本シリーズ ことばあそびうた 谷川俊太郎 瀬川康男 福音館書店

ことばあそびと詩の本 これこれおひさま 小野寺悦子 飯野和好 のら書店

ことばあそびと詩の本 詩はともだち　ぱぴぷぺぽっつん 西巻茅子 のら書店

てつがくのライオン 工藤直子 佐野洋子 理論社

ことばあそびと詩の本 どうぶつはやくちあいうえお きしだえりこ かたやまけん のら書店

ともだち おまじない 内田 麟太郎 降矢 なな 偕成社

ことばあそびと詩の本 なぞなぞあそびうたⅡ 角野栄子 スズキコージ のら書店

はいくのえほん 西本 鶏介 清水 耕三 鈴木出版

岩波少年文庫 よりぬきマザーグース
鷲津　名都江　編
谷川　俊太郎

わらべうた 上 谷川 俊太郎 堀内 誠一 富山房

まどさんの詩の本 宇宙はよぶ まど・みちお 長新太 理論社

続 はいくのえほん 西本 鶏介 清水 耕三 鈴木出版

日本の物語絵本　5 天人女房 立原　えりか 清水　耕三 ポプラ社

愛は空いっぱいのお星さま デビー・グリオリー 評論社

おほしさま colonockle(たちもとみちこ) colonockle(たちもとみちこ) 教育画劇

日本傑作絵本シリーズ 風の星 新宮　晋 新宮　晋 福音館書店

ステラのほしぞら メアリー＝ルイーズ・ゲイ 光村教育図書

たなばたプールびらき 中川 ひろたか 村上 康成 童心社
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たなばたまつり 松成 真理子 講談社

わくわくメルヘン ほしのメリーゴーランド 寮 美千子 鯰江 光二 フレーベル館

よぞらのほしは 井上　康成 井上　康成 フレーベル館

おれはティラノサウルスだ 宮西達也 ポプラ社

たくさんのふしぎ 森のおく湖のほとり 大竹英洋 大竹英洋（写真） 福音館書店

おとなりさん きしらまゆこ 高畠純 ＢＬ出版

シャガール　　　わたしが画家になったわけ ビンバ・ランドマン ビンバ・ランドマン 西村書店

ハイワサのちいさかったころ
ヘンリー・ワズワース・ロングフェ
ロー

エロール・ル・カイン ほるぷ出版

星のふる森 渡　　洋子 かすや　昌宏 あすなろ書房

行事の由来えほん たなばたものがたり 舟崎克彦 二俣英五郎 教育画劇

世界の民族絵本集 星と月の生まれた夜 Ｄ・グティエレス Ｍ・Ｆ・オリベル 河出書房新社

 Ｄｒ．インクの星空キネマ にしのあきひろ 幻冬舎

青い星 谷川晃一 ビリケン出版

こどものとも あめのち ゆうやけ せんたくかあちゃん さとうわきこ 福音館書店

いつでも星を メアリ・リン・レイ ブロンズ新社

エリック・カールの絵本 おほしさまかいて！ エリック：カール エリック：カール 偕成社

きらきらねがいぼし サラ：デイラート トリーシャ：ラネルズ 大日本絵画

銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 藤城　清治 講談社

たなばたバス 藤本 ともひこ 鈴木出版

ちっちゃなおほしさま 田足井みさ子 らくだ出版

ぴーちゃんほしのことあそぶ まついのりこ 偕成社

ほしベソくん ふたたびちきゅうへ おぐら　ひろかず おぐら　ひろかず フレーベル館

小さな子どもの心におくる絵本 ほしが　いっぱい 岸田衿子 長新太 ひかりのくに株式会社

ほしをつかまえたおうじ そら そら 札幌エムジーコーポレーション

絵本の時間　13 ほたるの星 松田もとこ 宮本忠夫 ポプラ社

宮沢賢治のおはなし よだかの星 宮沢賢治 村上康成 岩崎書店

よだかの星 宮沢　賢治 伊勢　英子 講談社

ひろすけ童話絵本 光の星 浜田廣介 メリンダ・パイノ 集英社

星うさぎと月のふね かんのゆうこ 田中鮎子 講談社

星どろぼう　新版 アンドレア・ディノト アーノルド・ローベル ほるぷ出版

日本傑作絵本シリーズ むぎばたけ アリスン・アトリー 片山健 福音館書店

日本傑作絵本シリーズ 貝の子プチキュー 茨木のり子 山内ふじ江 福音館書店

よるくま 酒井駒子 酒井駒子 偕成社

新世界へ あべ 弘士 偕成社

いやだ あさまで あそぶんだぃ ヘレン・クーパー ヘレン・クーパー アスラン書房

ケイティと星月夜 ジェームズ・メイヒュー サイエンティスト社

にんぎょうげきだん こみねゆら 白泉社

パパのしごとはわるものです 板橋雅弘 吉田 尚令 岩崎書店

ロロとレレのほしのはな のざかえつこ トム・スコーンオーヘ／絵 小学館

福音館の科学シリーズ 星座を見つけよう H・A・レイ H・A・レイ 福音館書店

わたしはガリレオ ボニー クリステンセン さ・え・ら書房



ほしをめざして ピーター・レイノルズ 岩崎書店

星のふる夜に 千住博 冨山房

星空のかがく えびなみつる 旬報社

星空を見上げて 武井伸吾 ピエ・ブックス

世界傑作絵本シリーズ きりのなかのはりねずみ
Y・ノルシュテイン
コズロフ

F・ヤールブゾワ 福音館書店

こどものとも傑作集 いそがしいよる さとうわきこ さとうわきこ 福音館書店

ねぇ　あそぼ まど・みちお ましま せつこ こぐま社


