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1 あみものおつきさま
チューリップえほん
シリーズ

しばはら ち∥作　絵 鈴木出版 2004.11 ｴﾎﾝ/ｼ
児童室
集密書庫

1200142196
1200391678

2 いねむりのすきな月 石崎 正次∥作　絵
ブックローン
出版

1990.11
ｴﾎﾝ/ｲ
ｴﾎﾝ/ﾃｲ2579

集密書庫
1200108551
1200053740

3 うさぎちゃんつきへいく
せなけいこの
うさぎちゃんえほん

せな けいこ∥作　絵 金の星社 2002.8 ｴﾎﾝ/ｾ
児童室
集密書庫

1200295531
1200125803

4
うさぎのロロ
つきまつりのよる

わたしのえほん
正道 かほる∥作
渡辺 洋二∥絵

PHP研究所 2002.8 ｴﾎﾝ/ｼ 集密書庫 1200294674

5 うさんごろとへんなつき わたしのえほん せな けいこ∥作　絵 PHP研究所 2004.9 ｴﾎﾝ/ｾ 児童室 1200383691

6 うさんごろとへんなつき
ＰＨＰおはなし
プレゼント

せな　けいこ∥作　絵 PHP研究所 1979.5 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1422 集密書庫 1200004115

7 うそつきのつき
内田 麟太郎∥作
荒井 良二∥絵

文渓堂 1996.4 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200503223

8 宇宙たんけんたい 2 月

フランクリン　M.ブランリー∥文
的川 泰宣∥日本語版監修
神鳥 統夫∥訳
トゥルー　ケリー∥絵

小峰書店 2005.1 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ/2 集密書庫
1200407383
1200407375

9 おこったつき
ウィリアム　スリーター∥文
ブレア　レント∥画
ただ ひろみ∥訳

富山房 1975 ｴﾎﾝ/ﾃｲ536 集密書庫 1200047809

10 おこった月
ウィリアム　スリーター∥再話
ブレア　レント∥絵
はるみ こうへい∥訳

童話館出版 2006.9 ｴﾎﾝ/ﾚ
児童室
集密書庫

1200801486
1200592473

11 おつきさま
やすい すえこ∥作
葉 祥明∥絵

フレーベル館 2001.9 ｴﾎﾝ/ﾔ 集密書庫 1200273785

12 おつきさまこっちむいて
幼児絵本
ふしぎなたねシリーズ

片山 令子∥ぶん
片山 健∥え

福音館書店 2010.1 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200682316

13 おつきさまこんばんは
福音館　あかちゃんの絵本
/くつくつあるけのほん 4

林　明子∥さく 福音館書店 1986.6 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200264982

14 おつきさまとあそんだよる 講談社の創作絵本 神山 ますみ∥作 講談社 2007.9 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200632170

15 おつきさまにぼうしを
シュールト　コイパー∥作
ヤン　ユッテ∥絵
野坂 悦子∥訳

文溪堂 2007.3 ｴﾎﾝ/ｺ 児童室 1200612610

16 おつきさまのキス
リン　マヌエル∥文
ロビン　スポワート∥絵
片山 令子∥訳

ほるぷ出版 1997.1 ｴﾎﾝ/ﾏ 集密書庫 1200503272

17
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
木本 栄∥やく

ひくまの
出版

2000.4 ｴﾎﾝ/ｴ 集密書庫 1200253233

18 おつきさまはきっと 世界の絵本
ゲオルク　ハレンスレーベン∥絵
ケイト　バンクス∥文
さくま ゆみこ∥訳

講談社 2000.3 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ
児童室
集密書庫

1200254819
1200254827

19 おつきさん　どうしたの 岩波の子どもの本 41
Ｅ．Ｍ．プレストン∥文
Ｂ．クーニー∥絵
岸田　衿子∥訳

岩波書店 1979.9 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1519 集密書庫 1200005286

20 おつきさんのめだまやき ピチピチえほん 4 高橋　宏幸∥作　絵 岩崎書店 1980.3 ｴﾎﾝ/ﾀ 集密書庫 1200261756

21 おつきみおばけ せなけいこのえ・ほ・ん (13) せな けいこ∥作　絵 ポプラ社 2015.8 ｴﾎﾝ/ｾ 児童室 1200728523

22 おつきみパーティー
はなはなみんみのあき/えほ
んはなはなみんみの森

わたり むつこ∥文
本庄 ひさ子∥絵

リブリオ
出版

2002.4 ｴﾎﾝ/ﾜ 集密書庫 1200280962

23
おひさまとおつきさまの
けんか

せな けいこ∥作　絵 ポプラ社 2003.7 ｴﾎﾝ/ｾ
児童室
集密書庫

1200348876
1200132700

24 おぼろ月のおさんぽ 銀色
ウォルター　デ　ラ　メア∥詩
カロリーナ　ラベイ∥絵
海後 礼子∥訳

岩崎書店 2017.3 ｴﾎﾝ/ﾃﾞ 児童室 1200743118

25
おやすみなさい
おつきさま

児童図書館・
絵本の部屋

マーガレット　ワイズ　ブラウン
∥さく　クレメント　ハード∥え
せた　ていじ∥やく

評論社 1979.9 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ 児童室 1200005104

26 お月さまのこよみ絵本 旧暦で行事をたのしむ
千葉 望∥文
阿部 伸二∥絵

理論社 2016.8 JKｴﾎﾝ/ﾁ 児童室 1200736963

27 かえるちゃんのおつきみ わたしのえほん わたなべ　ゆういち∥さく　え ＰＨＰ研究所 1989.8 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2465 集密書庫 1200107504

28
かじってみたいな、
お月さま

児童図書館・
絵本の部屋

フランク　アッシュ∥えとぶん
山口　文生∥やく

評論社 1985.7
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2060

集密書庫 1200051314

29 きらきらきららおつきさま
評論社の児童図書館・
絵本の部屋

デイヴィッド　コンウェイ∥ぶん
ドゥブラフカ　コラノヴィッチ∥え
おがわ ひとみ∥やく

評論社 2007.9 ｴﾎﾝ/ｺ 集密書庫 1200631107

30 くまくんとつき
おたんじょう月おめでとう/
9月生まれ

中川 ひろたか∥文 自由国民社 2011.7 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200830394

ブックリスト　「おつきさま」のえほん
岩手県立図書館　児童担当　作成
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31 10ぴきのかえるのおつきみ PHPにこにこえほん
間所 ひさこ∥さく
仲川 道子∥え

PHP研究所 2009.9 ｴﾎﾝ/ﾏ 児童室 1200676961

32 １４ひきのおつきみ いわむら　かずお∥さく 童心社 1988.6
ｴﾎﾝ/ｲ
ｴﾎﾝ/ﾃｲ2434

児童室
集密書庫

1200819793
1200115895

33 しりたがりのおつきさま
花里 真希∥作
なめかわ まい∥絵

日本新薬 2015.10 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200845335

34 たぬきのおつきみ えほんのマーチ 7
内田 麟太郎∥作
山本 孝∥絵

岩崎書店 2003.9 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200353496

35
チビモグちゃんの
おつきさま

ハイアウィン　オラム∥ぶん
スーザン　バーレイ∥え
角野 栄子∥やく

ほるぷ出版 1998.1 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200504692

36 月うさぎ
奥田　瑛二∥絵
安藤　和津∥文

あすなろ
書房

1988.4 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2270 集密書庫 1200053120

37 月おとこ
児童図書館・
絵本の部屋

トミー　ウンゲラー∥作
たむら　りゅういち・
あそう　くみ∥やく

評論社 1978.7 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1149 集密書庫 1200001483

38 月がくれたきんか
アナリーセ　ルッサルト∥作
ヨゼフ　ウィルコン∥絵
いずみ　ちほこ∥訳

セーラー
出版

1988.5 ｴﾎﾝ/ﾙ 集密書庫 1200134441

39 つきがまあるくなるよるに ぬいぐるみ いあんりょこう 大坪 奈古∥さく　え 新風舎 2005.9 ｴﾎﾝ/ｵ/
児童室
集密書庫

1200527214
1200539169

40 つきがみていたはなし もり　ひさし∥おはなし こぐま社 1979.9 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1500 集密書庫 1200005047

41 月からきたうさぎ fanfanファンタジー
みなみ らんぼう∥作
黒井 健∥絵

学研 1993.7 ｴﾎﾝ/ﾐ 集密書庫 1200835989

42 つきとあそぼう 国際版絵本
谷内　こうた∥絵
内藤　初穂∥文

至光社 C1980 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1869 集密書庫 1200009197

43 つきとあそぼう 国際版絵本
谷内 こうた∥絵
内藤 初穂∥文

至光社 2010 ｴﾎﾝ/ﾅ 集密書庫 1200688206

44 つきとうさぎ 十五夜に読む絵本
矢崎　節夫∥文
岡村　好文∥絵

世界文化社 1987.1 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2459 集密書庫
1200107447
1200053641

45 月とサーカス 遠山 繁年∥作 講談社 1994.9 ｴﾎﾝ/ﾃｲ3006 集密書庫 1200112801

46 月と少年 日本語版
エリック　ピュイバレ∥絵と文
中井 珠子∥訳

アシェット
婦人画報社

2004.4 ｴﾎﾝ/ﾋﾟ 集密書庫 1200373551

47 つきねこ
アルベルティーヌ　ドゥルタイユ
∥さく　え　ふしみ みさを∥やく

パロル舎 2004.2 ｴﾎﾝ/ﾄﾞ 集密書庫 1200369427

48
つきのあかるい
よるのおはなし

評論社の児童図書館・
絵本の部屋

ジョン　プレイター∥さく
山口 文生∥やく

評論社 1999.1 ｴﾎﾝ/ﾌﾟ 集密書庫 1200306114

49 つきのうさぎ むかしむかし もりのなかで まつむら まさこ∥著 瑞雲舎 2007.4 ｴﾎﾝ/ﾏ 集密書庫 1200620944

50 月のうさぎ 寂聴おはなし絵本
瀬戸内 寂聴∥文
岡村 好文∥絵

講談社 2007.7 ｴﾎﾝ/ｵ 集密書庫 1200627063

51 つきのオペラ 国際版絵本
ジャック　プレベール∥作
ジャクリーヌ　デュエム∥絵
内藤　濯∥訳

至光社 1979 ｴﾎﾝ/ﾃｲ3094 集密書庫 1200113841

52 つきのはなぞの
ラルフ　ステッドマン∥さく
きたむら　よりはる∥やく

ほるぷ出版 1979.5 ｴﾎﾝ/ﾃｲ1410 集密書庫 1200003984

53 月のひかりをあびて…
リズ　ローゼンバーグ∥文
スティーブン　ランバート∥絵
東村 京子∥訳

ほるぷ出版 1999.6 ｴﾎﾝ/ﾛ 集密書庫 1200514840

54 つきのぼうや
世界傑作絵本シリーズ
/デンマークの絵本

イブ　スパング　オルセン∥さく　え
やまのうち きよこ∥やく

福音館書店 1979
ｴﾎﾝ/ｵ
ｴﾎﾝ/ﾃｲ543

児童室
集密書庫

1200849857
1200106530
1200047825

55 月のみずうみ
イワン＝ガンチェフ∥作　絵
岡　しのぶ∥訳

偕成社 1982.5 ｴﾎﾝ/ｶﾞ 児童室 1200102554

56 つきのよるのものがたり
かさい まり∥作
黒井 健∥絵

ひさかた
チャイルド

2007.8 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200629853

57 月はどうしてできたか
グリム童話より/評論社の
児童図書館・絵本の部屋

ジェームズ　リーブズ∥文
エドワード　アーディゾーニ∥絵
矢川　澄子∥訳

評論社 1979.4
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
1398

集密書庫 1200003893

58 月へ
アポロ11号の
はるかなる旅

ブライアン　フロッカ∥作 絵
日暮 雅通∥訳

偕成社 2012.2 ｴﾎﾝ/ﾌ 児童室 1200700951

59 つきよ
スピカの
おはなしえほん 13

長　新太∥さく 教育画劇 1986.1
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2209

集密書庫 1200052486

60 月夜のおおさわぎ きゅーはくの絵本 9
画工舎∥制作
九州国立博物館∥企画　原案

フレーベル館 2009.6 ｴﾎﾝ/ﾂ 集密書庫 1200815023

61 つきよのおんがくかい
日本傑作絵本
シリーズ

山下 洋輔∥文
柚木 沙弥郎∥絵

福音館書店 1999.2 ｴﾎﾝ/ﾔ 集密書庫 1200287504

62 つきよのキャベツくん えほんのもり 長 新太∥さく 文研出版 2003.8 ｴﾎﾝ/ﾁ
児童室
集密書庫

1200351615
1200133674
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63 つきよのくじら
ひまわりえほん
シリーズ

戸田 和代∥作
沢田 としき∥絵

鈴木出版 1999.9 ｴﾎﾝ/ﾄ 児童室 1200306072

64 月夜のじどうしゃ
講談社の創作絵本/
Best selection

渡辺 茂男∥文
井上 洋介∥絵

講談社 2002.4 ｴﾎﾝ/ﾜ
児童室
集密書庫

1200280970
1200123451

65 月夜の誕生日
岩瀬 成子∥作
味戸 ケイコ∥絵

金の星社 2004.3 ｴﾎﾝ/ｲ 集密書庫 1200373288

66 月夜のでんしんばしら ミキハウスの絵本
宮沢 賢治∥作
竹内 通雅∥絵

三起商行 2009.10
JKｴﾎﾝ/ﾐ
ｹﾝ/E/ﾐﾔ

児童室
賢治文庫

1200679585
1106117078

67 月夜のねこいち
越水 利江子∥文
はた よしこ∥絵

毎日新聞社 2004.11 ｴﾎﾝ/ｺ 児童室 1200393591

68 月夜のバス
杉 みき子∥作
黒井 健∥絵

偕成社 2002.1 ｴﾎﾝ/ｽ
児童室
集密書庫

1200301917
1200126298

69 つきよのふたり にじいろえほん 井上 洋介∥えとぶん 小峰書店 2015.10 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200729646

70 つきよのプレゼント
えほんのマーチ 6/
もぐらのサンディ 2

くすのき しげのり∥文
清宮 哲∥絵

岩崎書店 2003.9 ｴﾎﾝ/ｸ 集密書庫 1200355129

71 つきよのぼうけん
エドワード　アーディゾーニ∥絵
エインゲルダ　アーディゾーニ∥文
なかがわ ちひろ∥訳

徳間書店 2004.9 ｴﾎﾝ/ｱ
児童室
集密書庫

1200141685
1200397147

72 月夜のみみずく
ジェイン＝ヨーレン∥詩
くどう　なおこ∥訳
ジョン＝ショーエンヘール∥絵

偕成社 1989.3
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2467

集密書庫 1200107520

73 つきよのメロディー
ワンダーおはなし絵本/
はりねずみハリー

木村 泰子∥作　絵 世界文化社 2005.1 ｴﾎﾝ/ｷ 集密書庫 1200540324

74 つばさをもらったつき
ブルガリアのむかしばなし
/しあわせの昔話

八百板 洋子∥文
赤坂 三好∥絵

フレーベル館 2000.12 ｴﾎﾝ/ｱ 集密書庫 1200258547

75 ながいよるのおつきさま
シンシア　ライラント∥作
マーク　シーゲル∥絵

講談社 2006.1 ｴﾎﾝ/ﾗ
児童室
集密書庫

1200564902
1200564886

76 ぬすまれた月 レインボーえほん 3 和田 誠∥作　絵 岩崎書店 2006.1 ｴﾎﾝ/ﾜ 児童室 1200596276

77
ねむいねむいねずみと
おつきさま

ささき　まき∥さく　え ＰＨＰ研究所 1985.3
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2036

集密書庫
1200051025
1200051033

78
はずかしがりやの
おつきさん

こどものとも700号記念コレ
クション20

スズキ コージ∥さく　え 福音館書店 2014.4 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200717922

79 パパ、お月さまとって!
エリック=カール∥さく
もり ひさし∥やく

偕成社 1986.11
ｴﾎﾝ/ｶ
ｴﾎﾝ/ﾃｲ2164

児童室
集密書庫

1200815270
1200052189

80
ぼく、
おつきさまがほしいんだ

ジョナサン エメット∥文
ヴァネッサ キャバン∥絵
おびか ゆうこ∥訳

徳間書店 2002.9 ｴﾎﾝ/ｴ 児童室 1200296489

81
ぼくのともだち、
おつきさま

アンドレ ダーハン∥作 架空社 1988.3
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2303

集密書庫 1200033544

82 ぼくのともだちおつきさま
アンドレ ダーハン∥作
きたやま ようこ∥文

講談社 1999.6 ｴﾎﾝ/ｷ 児童室 1200300315

83 ぼくのベッドはおつきさま
教育画劇
みんなのえほん

竹下 文子∥作
おぐら ひろかず∥絵

教育画劇 1997.8 ｴﾎﾝ/ﾀ 集密書庫 1200502647

84 ぼくの月わたしの月
アナヒタ　テイムリヤン∥さく え
ふせ まさこ∥ぶん

新世研 2003.1 ｴﾎﾝ/ﾃ 集密書庫
1200358479
1200135513

85 星うさぎと月のふね
かんの ゆうこ∥文
田中 鮎子∥絵

講談社 2003.1 ｴﾎﾝ/ｶ 集密書庫 1200357836

86 星と月の生まれた夜
ベネズエラ/
世界の民族絵本集

D　グティエレス∥文
M　F　オリベル∥絵
山本 厚子∥訳

河出書房
新社

1994.4
ｴﾎﾝ/ﾁﾕｳ
149

集密書庫 1200104675

87 ぽっかりつきがでましたら えほんのもり
内田 麟太郎∥文
渡辺 有一∥絵

文研出版 2007.8 ｴﾎﾝ/ｳ
児童室
集密書庫

1200629838
1200832747

88 ほろづき
月になった大きいおばあちゃ
ん/のびのび・えほん 7

沢田 としき∥[作] 岩崎書店 2001.8 ｴﾎﾝ/ｻ 児童室 1200307880

89 ぽんぽん山の月 えほんのもり 7
あまん　きみこ∥文
渡辺　洋二∥絵

文研出版 1985.12
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2156

集密書庫 1200052106

90 満月から3番目の夜 小川 亜香里∥文　絵 新風舎 2003.5 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200344347

91 まんげつダンス!
世界傑作絵本シリーズ
/アメリカの絵本

パット　ハッチンス∥さく　え
なかがわ ちひろ∥やく

福音館書店 2008.4 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200654760

92 満月のいちょう
小林 けひこ∥作
吉村 竹彦∥絵

ストーク 2008.1 ｴﾎﾝ/ｺ 集密書庫 1200644050

93 まんげつのこどもたち こどもプレス 軽部 武宏∥作
イースト・
プレス

2013.1 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200708384

94 まんげつのよるのゆめ
ボビンとプッチのアンティーク
やさん 2

スズキ タカオ∥作 絵 ポプラ社 2005.5 ｴﾎﾝ/ｽ 集密書庫 1200427712

95
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
∥さく　ガース  ウイリアムズ∥え
まつおか きょうこ∥やく

ペンギン社 1978.7 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ 児童室 1200830956
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96 まんまるいけのおつきみ
講談社の創作絵本/季節
と行事のよみきかせ絵本

かとう まふみ∥作 講談社 2011.8 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200830527

97
まんまるおつきさま
おねがいよーう

角野 栄子∥作
くりこ∥絵

ポプラ社 2009.5 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200673109

98
まんまるおつきさまを
おいかけて

世界傑作絵本シリーズ
/アメリカの絵本

ケビン ヘンクス∥作　絵
小池 昌代∥訳

福音館書店 2005.1 ｴﾎﾝ/ﾍ
児童室
集密書庫

1200549200
1200549291

99 まんまるおつきさん
ねじめ 正一∥さく
さいとう しのぶ∥え

偕成社 2009.10 ｴﾎﾝ/ﾈ 児童室 1200678678

100 まんまるおつきみお月さま
評論社の児童図書館
・絵本の部屋

アン　ハンター∥さく
山口 文生∥やく

評論社 1998.11 ｴﾎﾝ/ﾊ 集密書庫 1200510285

101 真ん丸月夜のくじら なかやま ゆきえ∥さく 新風舎 2007.10 ｴﾎﾝ/ﾅ 集密書庫 1200637500

102 ムーン・ジャンパー
ジャニス　メイ　ユードリー∥文
モーリス　センダック∥絵
谷川 俊太郎∥訳

偕成社 2014.11 ｴﾎﾝ/ﾕ 児童室 1200721767

103 メグつきにいく メグとモグのおはなし
ヘレン　ニコル∥さく
ヤン　ピエンコフスキー∥え
ふしみ みさを∥やく

偕成社 2007.2 ｴﾎﾝ/ﾆ 集密書庫 1200611505

104 めざすは月 タンタンの冒険旅行 12
エルジェ∥作
川口 恵子∥訳

福音館書店 1991.4
ｴﾎﾝ/ｺｳ
105/12

集密書庫 1200106027

105
もぐらシスターズ
すてきなおつきさま

なかよし
もぐらシスターズ 1

ロスリン　シュワルツ∥作絵 あかね書房 2002.6 ｴﾎﾝ/ｼ 集密書庫 1200524237

106 わたし、お月さま
青山 七恵∥文
刀根 里衣∥絵

NHK出版 2016.11 ｴﾎﾝ/ｱ 児童室 1200738563
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107
おはなし会プログラム
[PART1]

季節別年齢別厳選プログ
ラム116本収録

「この本読んで!」編集部∥編集 読書サポート 2008.6
Q/015.8/
ｵﾊ

児童書
研究

1106060369

108
おはなし会プログラム
[PART2]

季節別年齢別厳選プログ
ラム131本収録

「この本読んで!」編集部∥編集 読書サポート 2014.3
Q/015.8/
ｵﾊ/2

児童書
研究

1106313826

109
私たちの選んだ
子どもの本

東京子ども図書館∥編集
東京子ども図
書館

2012.2
Q/028.09/
ﾜﾀ

児童書
研究

1106219999

TEL：019-606-1730（代）　　FAX：019-606-1731　（HPアドレス）http://www.library.pref.iwate.jp/

岩手県立図書館

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1　いわて県民情報交流センター〔アイーナ〕内

＜参考
さ ん こ う
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し り ょ う
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