
月のかがく えびなみつる／絵と文 旬報社 2011.5 446 ｴﾋﾅ 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
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
月へ行きたい 松岡徹／文・絵 福音館書店 2014.9 538 ﾏﾂｵ 児童
物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー／作 徳間書店 2019.4 933 ｻﾊ 児童
ドリトル先生月へゆく ヒュー・ロフティング／作 岩波書店 2000.11 933 ﾛﾌﾃ-8 児童
ほしのあかちゃん フランク・アッシュ／さく 福武書店 198203 E ｱﾂｼ 児童
むぎばたけ アリスン・アトリー／作 福音館書店 198907 E ｱﾄﾘ 児童
魔女たちのパーティ ロンゾ・アンダーソン／作 佑学社 198111 E ｱﾝﾀ 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
めざすは月 エルジェ／作 福音館書店 199104 E ｴﾙｼ-12 児童
ひるまのおつきさま 遠藤湖舟／さく 福音館書店 201510 E ｴﾝﾄ 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Ｌ

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
パパ、お月さまとって！ エリック・カール／さく 偕成社 198611 E ｶﾙ 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
ぐぎがさん、ふへほさん、おつきみですよ 岸田衿子／さく 福音館書店 201704 E ｷｼﾀ 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
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
くさむらむらのおつきみまつり カズコ・Ｇ．ストーン／さく 福音館書店 201504 E ｽﾄﾝ 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
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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
しまふくろうとふゆのつき 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2016.7 E ﾃｼﾏ 児童
つきよのくろてん 手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2015.4 E ﾃｼﾏ 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
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
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
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
まんまるおつきさまをおいかけて ケビン・ヘンクス／作・絵 福音館書店 2005.10 E ﾍﾝｸ 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
チョウスケとおつきさま 劉郷英／さく 福音館書店 201904 E ﾘﾕｳ 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
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