
書名            著者名          　　　　出版者          　　　出版年          

星と宇宙がわかる本　２ 縣秀彦／監修 学研教育出版 2012.2 440 ﾎｼﾄ-2 児童

星と月のコレクション 林完次／著 フレーベル館 2004.11 443 ﾊﾔｼ 児童

十五夜お月さん 藤井旭／著 ポプラ社 199308 443 ﾌｼｲ 児童

月の満ちかけ絵本 大枝史郎／文 あすなろ書房 2012.9 446 ｵｵｴ 児童

月のふしぎえほん 大藪健一／文 ＰＨＰ研究所 2014.4 446 ｵｵﾔ 児童

月のせかい マイケル・ジェイ／原著 岩崎書店 198502 446 ｼｴｲ 児童

月の満ち欠けのひみつ 関口シュン／絵・文 子どもの未来社 2013.3 446 ｾｷｸ 児童

月の力のひみつ 関口シュン／絵・文 子どもの未来社 2014.3 446 ｾｷｸ 児童

月の本 林完次／写真 角川書店 2000.6 446 ﾂｷﾉ 児童

月の大研究 縣秀彦／監修 ＰＨＰ研究所 2009.8 446 ﾂｷﾉ 児童

月をみよう 藤井旭／著 あかね書房 2005.4 446 ﾌｼｲ 児童

つきのせかい フランクリン・Ｍ．ブランリー／文 福音館書店 196810 446 ﾌﾗﾝ 児童

月 フランクリン・Ｍ．ブランリー／文 小峰書店 2005.1 446 ﾌﾗﾝ 児童

月へ ブライアン・フロッカ／作　絵 偕成社 2012.2 538 ﾌﾛﾂ 児童

月へ行きたい 松岡徹／文・絵 福音館書店 2014.9 538 ﾏﾂｵ 児童

宙（ソラ）の月光浴 石川賢治／写真・文 小学館 2012.9 748 ｲｼｶ 児童

ガラスの月 平野威馬雄／著 理論社 198406 911 ﾋﾗﾉ 児童

月の絵本 藤田圭雄／作 理論社 198509 911 ﾌｼﾀ 児童

星の林に月の船 大岡信／編 岩波書店 2005.6 911 ﾎｼﾉ 児童

月にのるこども 三宅知子／〔著〕 かど創房 199211 911 ﾐﾔｹ 児童

森のネズミとお月さま 岡野薫子／作 ポプラ社 2002.6 913 ｵｶﾉ 児童

ゆうたとおつきみ 楠章子／著 くもん出版 2010.9 913 ｸｽﾉ 児童

うさぎ月 高田桂子／作 文渓堂 199609 913 ﾀｶﾀ 児童
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お月見テンテン 蜂飼耳／作 講談社 2013.7 913 ﾊﾁｶ 児童

月光のコパン 舟崎克彦／作 岩波書店 2007.1 913 ﾌﾅｻ 児童

月の上のつよがりロボット 古田足日／作 あかね書房 199511 913 ﾌﾙﾀ 児童

月の上のガラスの町 古田足日／作 日本標準 2010.4 913 ﾌﾙﾀ 児童

チャーシューの月 村中李衣／作 小峰書店 2012.12 913 ﾑﾗﾅ 児童

つきのふね 森絵都／著 講談社 199807 913 ﾓﾘ 児童

うみぼうやと月うさぎ 山下明生／作 のら書店 198604 913 ﾔﾏｼ 児童

月からきたトウヤーヤ 肖甘牛／作 岩波書店 196907 923 ｼﾔｵ 児童

月なんかひとっとび シャーロット・ヴォーク／絵 パルコ出版局 199006 931 ｳｵｸ 児童

月あかりのおはなし集 アリソン・アトリー／作 小学館 2007.3 933 ｱﾄﾘ 児童

月あかりのおはなし集　続 アリソン・アトリー／作 小学館 2008.11 933 ｱﾄﾘ-2 児童

月のしかえし ジョーン・エイキン／文 徳間書店 199511 933 ｴｲｷ 児童

めぐりめぐる月 シャロン・クリーチ／作 偕成社 2005.11 933 ｸﾘﾁ 児童

カマキリと月 マーグリート・ポーランド／作 福音館書店 198810 933 ﾎﾗﾝ 児童

カマキリと月 マーグリート・ポーランド／作 福音館書店 2004.4 933 ﾎﾗﾝ 児童

ムーン・ダークの戦い パトリシア・ライトソン／作 岩波書店 199111 933 ﾗｲﾄ 児童

月の狩人 ジクリト・ホイク／作 福武書店 198710 943 ﾎｲｸ 児童

月の精 シャスティ・シェーン／著 文渓堂 199712 949 ｼｴﾝ 児童

ぼく、お月さまとはなしたよ フランク・アッシュ／えとぶん 評論社 198501 E ｱﾂｼ 児童

かじってみたいな、お月さま フランク・アッシュ／えとぶん 評論社 198507 E ｱﾂｼ 児童

どこへいったの、お月さま フランク・アッシュ／えとぶん 評論社 198710 E ｱﾂｼ 児童

ぼく、お月さまとはなしたよ フランク・アッシュ／えとぶん 評論社 198501 E ｱﾂｼ 児童

つきよのぼうけん エドワード・アーディゾーニ／絵 徳間書店 2004.9 E ｱﾃｲ 児童

月　人　石 乾千恵／書 福音館書店 2005.1 E ｲﾇｲ 児童

１４ひきのおつきみ いわむらかずお／さく 童心社 198806 E ｲﾜﾑ 児童
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月おとこ トミー・ウンゲラー／作 評論社 197807 E ｳﾝｹ 児童

めざすは月 エルジェ／作 福音館書店 199104 E ｴﾙｼ-12 児童

月世界探険 エルジェ／作 福音館書店 199107 E ｴﾙｼ-13 児童

おつきさまは、よる、なにをしているの？ アンネ・エルボー／さく ひくまの出版 200004 E ｴﾙﾎ 児童

つきのぼうや イブ・オルセン／さく・え 福音館書店 198303 E ｵﾙｾ 児童

おやすみなさいコッコさん 片山健／さく・え 福音館書店 198801 E ｶﾀﾔ 児童

おつきさまこっちむいて 片山令子／ぶん 福音館書店 2010.1 E ｶﾀﾔ 児童

お月さん舟でおでかけなされ 神沢利子／うた 童心社 198003 E ｶﾝｻ 児童

お月さんはきつねがすき？ 神沢利子／作 ポプラ社 198007 E ｶﾝｻ 児童

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 セーラー出版 199509 E ｸﾚｲ 児童

やまこえのこえかわこえて こいでやすこ／さく 福音館書店 2001.10 E ｺｲﾃ 児童

こどものとも・年中向き 福音館書店 E ｺﾄﾓ 児童

たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー／文 徳間書店 199405 E ｻﾊ 児童

ねむいねむいおはなし ユリ・シュルヴィッツ／さく あすなろ書房 2006.9 E ｼﾕﾙ 児童

はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン／著 文化出版局 197206 E ｼﾖﾝ 児童

はずかしがりやのおつきさん スズキコージ／さく・え 福音館書店 2008.4 E ｽｽｷ 児童

まんげつのはなし 住井すゑ／作 ブッキング 2006.11 E ｽﾐｲ 児童

月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベルイ／さく 福音館書店 199602 E ｽﾒﾄ 児童

おつきさまいくつ 瀬川康男／さく 福音館書店 2005.1 E ｾｶﾜ 児童

おつきさんのき 長新太／さく 教育画劇 198909 E ﾁﾖｳ 児童

つきよ 長新太／さく 教育画劇 198601 E ﾁﾖｳ 児童

つきよのキャベツくん 長新太／さく 文研出版 2003.8 E ﾁﾖｳ 児童

つきよのかっせん 富安陽子／作 福音館書店 2011.4 E ﾄﾐﾔ 児童

つきよのばんのさよなら 中川正文／作 福音館書店 197512 E ﾅｶｶ 児童

ロッコくんジュースのまちへ にしまきかな／さく・え 福音館書店 2001.5 E ﾆｼﾏ 児童
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まんげつダンス！ パット・ハッチンス／さく・え 福音館書店 2008.4 E ﾊﾂﾁ 児童

おつきさまこんばんは 林明子／さく 福音館書店 198606 E ﾊﾔｼ 児童

まんまるおつきみお月さま アン・ハンター／さく 評論社 199811 E ﾊﾝﾀ 児童

まんげつのよるまでまちなさい マーガレット・ブラウン／著 ペンギン社 198612 E ﾌﾗｳ 児童

おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 福音館書店 196201 E ﾌﾗｳ 児童

おやすみなさいおつきさま マーガレット・ブラウン／さく 評論社 197909 E ﾌﾗｳ 児童

おつきさんどうしたの エドナ・プレストン／文 岩波書店 197909 E ﾌﾚｽ 児童

おつきみこびとのおはなし まついのりこ／さく 童心社 198604 E ﾏﾂｲ 児童

おつきさまのキス リン・マヌエル／文 ほるぷ出版 199710 E ﾏﾇｴ 児童

クルトンさんとつきのパン 宮島千夏／さく 福音館書店 2011.4 E ﾐﾔｼ 児童

つきよのおんがくかい 山下洋輔／文 福音館書店 199902 E ﾔﾏｼ 児童

おやすみなさい イヴ・ライス／作 ほるぷ出版 199511 E ﾗｲｽ 児童

ながいよるのおつきさま シンシア・ライラント／作 講談社 2006.1 E ﾗｲﾗ 児童

月はどうしてできたか ジェームズ・リーブズ／文 評論社 1979.4 E ﾘﾌｽ 児童

お月さまのさんぽ ブライアン・ワイルドスミス／さく・え らくだ出版 198311 E ﾜｲﾙ 児童

ぬすまれた月 和田誠／作・絵 岩崎書店 2006.10 E ﾜﾀ 児童

月夜のじどうしゃ 渡辺茂男／文 講談社 2002.4 E ﾜﾀﾅ 児童

お月さまより美しい娘 小山皓一郎／編訳 小峰書店 198503 908 ｾｶｲ-14 児童Ｆ

太陽の東月の西 Ｐ．Ｃ．アスビョルンセン／編 岩波書店 198611 949 ﾀｲﾖ 児童Ｆ

太陽と月になった兄弟 秋野靭子／再話・絵 福音館書店 199403 E ｱｷﾉ 児童Ｆ

お月さまをのみこんだドラゴン ジョアン・デ・レオン／さいわ・え 新世研 2003.3 E ｵﾂｷ 児童Ｆ

巨人グミヤーと太陽と月 君島久子／文 岩波書店 200001 E ｷﾐｼ 児童Ｆ

お日さまとお月さまとカラスのカーキチ ヴィクトル・ドゥビードフ／え 新読書社 199904 E ﾄｳﾋ 児童Ｆ

あたごの浦 脇和子／再話 福音館書店 199303 E ﾜｷ 児童Ｆ

たくさんのふしぎ　月刊 福音館書店 405 ﾀｸｻ 児童
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