
シリーズ名 タイトル 作者：文 作者：絵 出版社

14ひきのシリーズ　Ｂセット 14ひきのおつきみ いわむらかずお いわむらかずお 童心社

5ひきの小オニがきめたこと サラ・ダイアー サラ・ダイアー 講談社

せなけいこのえほん 9ひきのうさぎ せなけいこ せなけいこ ポプラ社

あいうえおつきさま みずかみ　えつの みやちとしこ  かど創房

科学まんが宇宙論　2 赤い満月の秘密 えびなみつる 旬報社

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

こどものとも傑作集 あたごの浦 脇明子再話 大道あや 福音館書店

あかねせかいの本 あたらしいおふとん アン・ジョナス アン・ジョナス あかね書房

あみものおつきさま しばはら　ち 鈴木出版

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

いっしょにおよごうおつきさま 立原えりか 佼成出版社

イノシシとお月さま 谷真介 赤坂三好 佼成出版社

（わたしのえほん） うさんごろとへんなつき せなけいこ せなけいこ ＰＨＰ研究所

うそつきのつき 内田麟太郎 文渓堂

うちゅう コラチェク,マリー ラチィク,オリビエ 主婦の友社

うみのカラオケ スズキコージ スズキコージ クレヨンハウス

うみぼうやのぼうけんシリーズ うみぼうやと月うさぎ 山下明生 長新太 のら書店

おこった月 ウィリアム・スリーター ブレア・レント 童話館出版

おつきさま やすい　すえこ 葉　　祥明 フレーベル館

福音館あかちゃんの絵本 おつきさま　こんばんは 林明子 林明子 福音館書店

おつきさまがみてた いわしたあさこ アスラン書房

ちいさなかがくのとも2006年3月号 おつきさまこっちむいて 片山令子 片山健 福音館書店

お月さまってどんなあじ？ マイケルグレイニエツ マイケルグレイニエツ セーラー出版

おつきさまでたよ 寺村 輝夫 あかね書房

おつきさまとあそんだよる 神山　ますみ 講談社

おつきさまにぼうしを シュールト・コイパー 野坂悦子 文溪堂

お月さまのたまご こもりかおり 学研

行事のえほん おつきさまのとおるみち 香山美子 未崎茂樹 教育画劇

おつきさまは、よる、なにをしているの？ アンネ・エルボー 木本栄 ひくまの出版

おつきさまはきっと ケイト・バンクス ゲオルク・ハレンスレーベン 講談社

おつきさまわらったよ うたむらようこ 星雲社　本の森

おつきさん 安川　眞慈 木耳社

おつきさんのき 長新太 長新太 教育画劇

くまの子ウーフの絵本　4 お月さんはきつねがすき？ 神沢　利子 井上　洋介 ポプラ社

ポプラ社の創作絵本２ お月さんももいろ ポプラ社

ピーマン村の絵本たち おつきみうさぎ 中川ひろたか 村上康成 童心社

おつきみこびとのおはなし まついのりこ 童心社

おつきみっておいしいね きむら ゆういち ふゆの いちこ  教育画劇

おばけとどろぼう 佐々木マキ 佐々木マキ 教育画劇

単行本 おひさまとおつきさまのけんか せな　けいこ せな　けいこ ポプラ社

おやすみなさいおつきさま M.W.ブラウン クレメン・ハード 評論社

幼児絵本シリーズ おやすみなさいコッコさん 片山健 片山健 福音館書店

お月お星: 日本の昔ばなし 鈴木サツ 語り 瑞雲舎

あすなろ書房新しい絵本シリーズ お月さまたべちゃった？ 檀晴子 高瀬のぶえ あすなろ書房
お日さまとお月さまとカラスのカーキチ－ロ
シアのむかしばなし－

ヴィークトル・ドゥビードフ ビクトル・ドゥビードフ 新読書社

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房
かぐやひめ いもと　ようこ 岩崎書店

かぐや姫 織田　観潮 織田　観潮 講談社

かぐやひめ 田地文子 岩崎書店

かじってみたいな、お月さま フランク・アッシュ 評論社

かじられた月 のぐちあやの のぐちあやの 星雲社　本の森



カロリーヌとゆかいな８ひき カロリーヌつきへいく ピエール・プロブスト ピエール・プロブスト ＢＬ出版
君といたとき、いないとき ジミー ジミー 小学館

きみは太陽のようにきれいだよ チェマ・エラス ロサ・オスナ 童話屋

中国のむかしばなし 巨人グミヤーと太陽と月 君島　久子 小野　かおる 岩波書店

きらきらきららおつきさま デビィッド　コンウエイ ドウブラフカ　コラノヴィチ 評論社

くじらのあかちゃんおおきくなあれ 神沢利子 福音館書店

ぐりとぐらの絵本 ぐりとぐらの　うたうた12つき 中川李枝子 山脇百合子 福音館書店

単行本絵本 ことりは　ことりは　木でねんね チョン・スニ チョン・スニ 童心社

こねこちゃんはどこへ かんざわとしこ 長新太 架空社

こんやは　おつきみ 谷　真介 金の星社

さかさのこもりくんとおおもり あきやまただし あきやまただし 教育画劇

さかさのこもりくんとこふくちゃん あきやまただし あきやまただし 教育画劇

単行本 しっぽ５まんえん 清水敏伯 岡本颯子 ポプラ社

しっぽを出したお月さま 西本鶏介 旺文社

しまふくろうとふゆのつき 手島圭三郎 偕成社

世界のお話傑作選 十二の月たち ボジェナ・ニェムツォヴァー 出久根　育 偕成社

世界傑作絵本シリーズ しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ ガース・ウィリアムズ 福音館書店

すてきな三にんぐみ トミー・ウンゲラー トミー・ウンゲラー 偕成社

セミくんいよいよこんやです 工藤ノリ子 工藤ノリ子 教育画劇

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

おはなし名作絵本　23 そよ風とわたし 今江祥智 上野紀子 ポプラ社

空と月と暦 丸善出版

（ロシアのむかしむかし） 太陽と月とカラス タチアナ A. マーヴりナ ネット武蔵野

たいようとつきはなぜそらにあるの? ディレル・エルフィンスーン ブレアント・レント ほるぷ出版

太陽のしずく エリック・バドー 講談社

いわさき・よみきかせえほんシリーズ たぬきのおつきみ 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店

ふしぎだな知らないこといっぱい チーターよりはやくはしるのだあれ？ 評論社

ちいちゃんとじゅうごや しみずみちを ほるぷ出版

新訂版やさしい天体かんさつ全１０巻 地球・月・わく星 藤井旭 金の星社
チビモグちゃんのおつきさま H・オラム 角野栄子 ほるぷ出版

チュ・ママの台湾民話 野村敬子 松田けんじ 星の環会

宇宙たんけんたい　２ 月 フランクリン・Ｍ．ブランリー 小峰書店

世界傑作絵本シリーズ つきあかりのにわで　サマータイムソング アイリーン・ハース アイリーン・ハース 福音館書店

月おとこ トミー・ウンゲラー 田村隆一・麻生九美 評論社

おのちよの絵本 つきがでた おのちよ おのちよ 至光社

つきとうばん 藤田雅矢 梅田俊作 教育画劇

こども天文検定；1 月と太陽 ほるぷ出版
月にとんだ猫 森津和嘉子 文渓堂

つきねこ アルベルティーヌ・ドゥルタイユ ふしみみさを パロル舎

（評論社の児童図書館・絵本の部屋） つきのあかるいよるのおはなし ジョン・プレイター ジョン・プレイター 評論社

月のうさぎ 瀬戸内　寂聴 講談社

つきのうさぎ まつむらまさこ著 瑞雲舎
つきのオペラ ジャック・プレヴェール ジャック・デュエム 至光社

月の下で 森光伸 光村推古書院

いちばん近くてふしぎな星 月の大研究 ＰＨＰ研究所

つきのふね 森絵都 講談社

世界傑作絵本シリーズ つきのぼうや イブ・スパング・オルセン イブ・スパング・オルセン 福音館書店

はじめての発見シリーズ　41 月の本 フィリップ・ビアール 岳陽舎

月のみはりばん とりごえ　まり とりごえ　まり 偕成社

月のみはりばん とりごえまり とりごえまり 偕成社

月の娘 フラヴィア・ウィドォン 評論社

絵本の時間　4 つきのゆうえんち のぞえ　咲 のぞえ　咲 ポプラ社



いわさき・いもとようこセレクション つきのよるに いもとようこ いもとようこ 岩崎書店

つきのよるのものがたり かさい　まり 黒井　　健 ひさかたチャイルド

月はどうしてできたか J・リーブス 矢川澄子 評論社

月へ行くはしご 安房直子 旺文社

日本傑作絵本シリーズ 月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベリ 垂石　真子 福音館書店

ツキミモザ ヨシエ ヨシエ  スカイフィッシュ・グラフィックス

つきよ 長新太 長新太 教育画劇

日本傑作絵本シリーズ つきよのおんがくかい 山下洋輔 柚木沙弥郎 福音館書店

つきよのかいじゅう 長新太 長新太 佼成出版社

（えほんのもり） つきよのキャベツくん 長新太さく 文研出版

つきよのくじら 戸田和代 沢田としき 鈴木出版

こどものとも2006年10月号 つきよのさんぽ 安江 リエ 池谷陽子  福音館書店

月夜の誕生日 岩瀬　成子 味戸　ケイコ 金の星社

（フォックスウッドものがたり　２） つきよのぼうけん
シンシア・パターソン　ブライアン・パター
ソン

シンシア・パターソン　ブライアン・パター
ソン

金の星社

月夜のみみずく ヨーレン ジョーエンヘール 偕成社

つばさをもらった月 八百板洋子 南塚直子 ほるぷ出版

絵本の時間　20 てくてくあるく 松原ゆうこ 松原ゆうこ ポプラ社

どこ？ 山形　明美 山形　明美 講談社

（児童図書館・絵本の部屋） どこへいったの、お月さま フランク・アッシュ フランク・アッシュ 評論社

トリッポンとおばけ 萩尾望都 こみねゆら 教育画劇

ながいよるのおつきさま シンシア・ライラント マーク・シーゲル 講談社

レインボーえほん＜第１期＞ ぬすまれた月 和田誠 和田誠 岩崎書店

レインボーえほん＜第１期＞ ぬすまれた月 和田誠 和田誠 岩崎書店

レインボーえほん＜第１期＞ ぬすまれた月 和田誠 和田誠 岩崎書店

あかねのピクチャーブックス１ ネズミのヒコーキ たむらしげる たむらしげる あかね書房

ねむいねむいねずみとおつきさま 佐々木マキ ＰＨＰ研究所

エリック・カールの絵本 パパ、お月さまとって！　改訂 エリック：カール エリック：カール 偕成社

パリのおつきさま シャーロット・ゾロトウ タナ・ホーバン（写真）  童話屋

はるなつあきふゆ ジョン・バーニンガム ほるぷ出版

ひとりじゃないよ　月うさぎ あず あず  文芸社

ひとりぼっちのおつきさま 増田竜次 愛育社

ぼく、お月さまとはなしたよ フランク・アッシュ 評論社

ぼくとくまさん ユリ・シュルヴィッツ ユリ・シュルヴィッツ あすなろ書房

ぼくのともだちおつきさま（１～３） ぼくのともだちおつきさま アンドレ・ダーハン 講談社

ぼくのベッドはおつきさま 竹下文子 おぐらひろかず 教育画劇

星の使者-ガリレオ・ガリレイ ピーター・シス ピーター・シス 徳間書店

えほんの森 ぽっかりつきがでましたら 内田麟太郎 渡辺有一 文研出版

のびのびえほん＜第1期＞ ほろづき 沢田としき 沢田としき 岩崎書店

えほんの森 ぽんぽん山の月 あまんきみこ 渡辺洋二 文研出版

マイティとお月さま ロコ・サトシ
ナナコーポレートコミュニケーショ
ン

マルーシカと１２の月 かんの　ゆうこ 田中　鮎子 講談社

住井すゑとの絵本 まんげつのはなし 住井すゑ 田島征彦 ブッキング

まんげつのよるに 木村裕一 あべ弘士 講談社
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

絵： ガース・ウィリアムズ
ガース・ウィリアムズ ペンギン社

満月をまって メアリー・リン・レイ バーバラ・.クーニー あすなろ書房

世界傑作絵本シリーズ まんまるおつきさまをおいかけて ケビン・ヘンクス ケビン・ヘンクス 福音館書店

（評論社の児童図書館・絵本の部屋） まんまるおつきみお月さま アン・ハンター 評論社

みんなの　つき 宇喜多邦嘉 至光社

ムッシュ・ムヌエルとおつきさま 佐々木マキ 佐々木マキ 絵本館

（メグとモグのおはなし） メグつきにいく ヘレン・ニコル ヤン・ピエンコフスキー 偕成社

めぐる月日に エリック・バトゥー 谷内こうた 講談社

タンタンの冒険旅行　12 めざすは月 エルジェ エルジュ 福音館書店



なかよしもぐらシスターズ もぐらシスターズ すてきなおつきさま ロスリン・シュワルツ ロスリン・シュワルツ あかね書房
（えほんのマーチ　６　もぐらのサンディ
２）

もぐらのサンディ　２　つきよのプレゼント くすのきしげのり 清宮哲 岩崎書店

いわさき・よみきかせえほんシリーズ もぐらのサンディ２　つきよのプレゼント くすのきしげのり 清宮哲 岩崎書店

こどものとも絵本 やまこえ　のこえ　かわこえて こいでやすこ こいでやすこ 福音館書店

ひかりのくにのえほん ゆっくりむし みやざきひろかず みやざきひろかず ひかりのくに株式会社

世界傑作絵本シリーズ よあけ ユリー・シュルヴィッツ ユリー・シュルヴィッツ 福音館書店

よるくま 酒井駒子 酒井駒子 偕成社

リスとお月さま ゼバスティアン・メッシェンモーザー ゼバスティアン・メッシェンモーザー  コンセル

岩波の子どもの本 ろけっとこざる　改版 H・A・レイ H・A・レイ 岩波書店

アンデルセンの童話４ 絵のない絵本 アンデルセン 大塚勇三 福音館書店

少年少女世界名作の森 絵のない絵本 アンデルセン 牧野鈴子 集英社
アンデルセンの絵本　別巻 絵のない絵本 アンデルセン 角野栄子 小学館

若い人の絵本 絵のない絵本 アンデルセン いわさきちひろ 童心社

教えて！２１世紀星空探検隊5 月・大解剖 藤井旭 偕成社

（ｆａｎｆａｎファンタジー） 月からきたうさぎ みなみらんぼう 黒井健 学研

月のきほん: ｍｏｏｎ　ｇｕｉｄｅ 白尾元理 誠文堂新光社

月の本―perfect guide to the MOON 林完次 角川書店;

月へいったうさぎ　九月 谷真介 赤坂三好 佼成出版社
新装版　科学のアルバム天文・地学編
全16巻

月をみよう 藤井旭 あかね書房

こどものとも傑作集 月人石 谷川　俊太郎 川島敏生　写真 福音館書店

タンタンの冒険旅行　13 月世界探検 エルジェ エルジュ 福音館書店

月夜のオーケストラ イェンス・ラスムス 小学館

（日本の童話名作選） 月夜のでんしんばしら 宮沢賢治 遠山繁年 偕成社

月夜のバス 杉みき子 黒井健 偕成社

月夜の子うさぎ いわむらかずお いわむらかずお クレヨンハウス

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

星うさぎと月のふね かんのゆうこ 田中鮎子 講談社

星と月のコレクション 林完次 林完次 フレーベル館

（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

星月夜の音 かんのゆうこ 講談社

シンプルサイエンス 昼と夜 マリア・ゴードン マイク・ゴードン ひかりのくに株式会社

北の魔女ロウヒ トニ・デ・ゲレツ バーバラ・クーニー あすなろ書房

あかねせかいの本 魔女のたまご M・エドモンドソン K.S.シューロー あかね書房

満月のいちょう 小林けひこ 吉村竹彦 星雲社　ストーク

絵本<日本>単行本 夜の詩 いとうけんぞう 集英社


