
「本といっしょに宇宙旅行」　（平成30年1月～2月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

ぼくのロボット大旅行 松岡達英／さく 福音館書店 1984.4 291 ﾏﾂｵ 児童

なぜ？どうして？宇宙と地球ふしぎの話 〔林公代〕／〔執筆〕 池田書店 2013.7 440 ﾊﾔｼ 児童

宇宙人っているの？ フランクリン・Ｍ．ブランリー／文小峰書店 2005.3 440 ﾌﾗﾝ 児童

オリオン越冬隊 えびなみつる／著 誠文堂新光社 1995.12 443 ｴﾋﾅ 児童

星座のひみつ 関口シュン／絵・文 子どもの未来社 2014.1 443 ｾｷｸ 児童

星と神話 藤井旭／写真 講談社 2012.6 443 ﾎｼﾄ 児童

星座を見つけよう Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 福音館書店 1980.9 443 ﾚｲ 児童

小学校の秘密の通路 岡田淳／作 偕成社 2013.10 913 ｵｶﾀ 児童

大おばさんの不思議なレシピ 柏葉幸子／作 偕成社 2014.7 913 ｶｼﾜ 児童

霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子／作 講談社 2004.12 913 ｶｼﾜ 児童

古道具ほんなら堂 楠章子／作 毎日新聞社 2008.5 913 ｸｽﾉ 児童

三日月ジョリー 竹下文子／作 岩崎書店 2003.4 913 ﾀｹｼ 児童

星空ぎゅいーん 長崎夏海／作 新日本出版社 2015.4 913 ﾅｶｻ 児童

宇宙のあいさつ 星新一／作 理論社 2005.8 913 ﾎｼ 児童

宇宙の男たち 星新一／作 理論社 2004.3 913 ﾎｼ 児童

宇宙のみなしご 森絵都／著 講談社 1994.11 913 ﾓﾘ 児童

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 1982.10 E ｱﾝﾉ 児童

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 1983.4 E ｱﾝﾉ-2 児童

旅の絵本 安野光雅／著 福音館書店 1981.11 E ｱﾝﾉ-3 児童

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 1983.9 E ｱﾝﾉ-4 児童

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 2003.9 E ｱﾝﾉ-5 児童
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旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 2004.10 E ｱﾝﾉ-6 児童

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 2009.9 E ｱﾝﾉ-7 児童

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 2013.5 E ｱﾝﾉ-8 児童

くらやみえんのたんけん 石川ミツ子／さく 福音館書店 1980.7 E ｲｼｶ 児童

きつね、きつね、きつねがとおる 伊藤遊／作 ポプラ社 2011.4 E ｲﾄｳ 児童

かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー／作・絵徳間書店 2000.5 E ｳｲｽ 児童

月おとこ トミー・ウンゲラー／作 評論社 1978.7 E ｳﾝｹ 児童

月世界探険 エルジェ／作 福音館書店 1991.7 E ｴﾙｼ-13児童

ふしぎな流れ星 エルジェ／作 福音館書店 1983.4 E ｴﾙｼ-2 児童

おしいれじいさん 尾崎玄一郎／作 福音館書店 2016.8 E ｵｻｷ 児童

ほしのサーカス 小沢良吉／作・画 福音館書店 1978.6 E ｵｻﾜ 児童

やねうら ハーウィン・オラム／文 佑学社 1988.10 E ｵﾗﾑ 児童

あるひうちゅうで きたむらさとし／〔著〕 佑学社 1991.1 E ｷﾀﾑ 児童

にんじんロケット 佐々木マキ／さく 福音館書店 1992.5 E ｻｻｷ 児童

おそらにはてはあるの？ 佐治晴夫／文 玉川大学出版部 2003.12 E ｻｼ 児童

パパが宇宙をみせてくれた ウルフ・スタルク／作 ＢＬ出版 2000.10 E ｽﾀﾙ 児童

とおいところへいきたいな モーリス・センダック／作 冨山房 1978.11 E ｾﾝﾀ 児童

まよなかのだいどころ モーリス・センダック／さく 冨山房 1982.9 E ｾﾝﾀ 児童

まよなかのだいどころ モーリス・センダック／さく 冨山房 1982.9 E ｾﾝﾀ 児童

ぜったいぜったいねるもんか！ マラ・バーグマン／文 ほるぷ出版 2007.5 E ﾊｸﾏ 児童

うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン／作 佑学社 1993.7 E ﾊﾄﾝ 児童

旅するベッド ジョン・バーニンガム／作 ほるぷ出版 2003.1 E ﾊﾆﾝ 児童

空のうえにはなにがある？ マイク・マニング／さく 評論社 2000.5 E ﾏﾆﾝ 児童
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銀河鉄道の夜 宮澤賢治／作 好学社 2015.11 E ﾐﾔｻ 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 1983.11 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
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