
区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E ふ おつきさまいくつ 瀬川　康男　さく 福音館書店 2005

2 E ふ おつきさまこんばんは 林　明子　さく 福音館書店 1986

3 E あじ うさぎ座の夜 安房　直子　作 味戸　ケイコ　絵 偕成社 2008

4 E あべ あらしのよるに きむら　ゆういち　作 あべ　弘士　絵 講談社 2000

5 E いわ 月夜の子うさぎ いわむら　かずお　作 クレヨンハウス 1996

6 E おお よるにきこえるおと おかべ　りか　作 大島　妙子　絵 フレーベル館 1999

7 E かた まんげつの夜、どかんねこのあしがいっぽん 朽木　祥　作 片岡　まみこ　絵 小学館 2016

8 E かた おやすみなさいコッコさん 片山　健　さく・え 福音館書店 1988

9 E かみ よるのえんてい 佐々木　洋　文 上條　滝子　絵 講談社 2011

10 E くろ 月夜のバス 杉　みき子　作 黒井　健　絵 偕成社 2002

11 E こは よるのとしょかん カズノ・コハラ　作 石津　ちひろ　訳 光村教育図書 2013

12 E さか よるくま 酒井　駒子　作・絵 偕成社 1999

13 E さわ じつはよるのほんだなは 澤野　秋文　作 講談社 2014

14 E なか よるのようちえん 谷川　俊太郎　ぶん 中辻　悦子　え・しゃしん 福音館書店 1998

15 E まつ すみ鬼にげた 岩城　範枝　作 松村　公嗣　絵 福音館書店 2009

16 E むら よぞらのほしは 村上　康成　作 フレーベル館 2004

17 E やま 朝ですよ、夜ですよ 山崎　克己　作 架空社 1994

18 E アゼ 夜明けまえから暗くなるまで ナタリー・キンジー‐ワーノック　文 メアリー・アゼアリアン　絵 千葉　茂樹　訳 ＢＬ出版 2006

19 E エン よるのえほん バーバラ・エンバリー　作 エド・エンバリー　作 木坂　涼　訳 あすなろ書房 2011

20 E クレ ひとりでおとまりしたよるに フィリパ・ピアス　文 ヘレン・クレイグ　絵 さくま　ゆみこ　訳 徳間書店 2014

21 E クロ よるのいえ スーザン・マリー・スワンソン　文 ベス・クロムス　絵 谷川　俊太郎　訳 岩波書店 2010

22 E ゴン 終わらない夜 セーラ・Ｌ．トムソン　文 ロブ・ゴンサルヴェス　絵 金原　瑞人　訳 ほるぷ出版 2005

23 E シヨ 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

24 E ジヨ 夜にみちびかれて ロイス・ダンカン　文 スティーブ・ジョンソン　絵 ルー・ファンチャー　絵 ＢＬ出版 2001

25 E セン 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

26 E テイ あなたが生まれた夜に ナンシー・ティルマン　作 内田　恭子　訳 朝日新聞出版 2009

27 E ハー おやすみなさい　おつきさま 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

28 E ハレ 夜になると アン・グットマン　作 ゲオルグ・ハレンスレーベン　作 今江　祥智　訳 ＢＬ出版 2005

29 E ベツ あたし、ねむれないの カイ・ベックマン　さく ペール・ベックマン　え やまのうち　きよこ　やく 偕成社 1977
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秋の夜ながに、こんな本
秋も深まり、夜が長くなりました。夜に関する本を展示します。
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30 E マリ ぶきみなよるのけものたち ジアナ・マリノ　さく なかがわ　ちひろ　やく ＢＬ出版 2016

31 E リス 魔法の夜 アルブレヒト・リスラー　絵 ドミニク・マルシャン　原作 木本　栄　訳 講談社 2001

32 E リヒ よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ シェリー・ダスキー・リンカー　文 トム・リヒテンヘルド　絵 福本　友美子　訳 ひさかたチャイルド 2013

33 E ワイ よるとひる マーガレット・ワイズ・ブラウン　ぶん レナード・ワイスガード　え ほしかわ　なつよ　やく 童話館出版 2009

34 EK まつ よるになると 松岡　達英　さく 福音館書店 2015

35 EK シエ 夜空をみあげよう 松村　由利子　文 ジョン・シェリー　絵 福音館書店 2016

36 EK ワト ねむりのはなし ポール　シャワーズ　さく ウェンディ　ワトソン　え こうやま　じゅん　やく 福音館書店 2008

37 440 お 月の満ちかけ絵本 大枝　史郎　文 佐藤　みき　絵 あすなろ書房 2012

38 440 か－３ かこさとし・ほしのほん　３ かこ　さとし　著 偕成社 1985

39 440 せ 星と星座の伝説　秋 瀬川　昌男　著 小峰書店 2008

40 481 す 夜のほうもんしゃ 鈴木　欣司　ぶん・しゃしん 大日本図書 2002

41 487 し さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏　写真 嶋田　泰子　文 ポプラ社 2015

42 490 か－４ からだがよろこぶ生活習慣　４ 学研 2008

43 590 さ ばんごはんつくろう！　洋食・中華編 坂本　広子　著 まつもと　きなこ　絵 偕成社 1993

44 590 さ ばんごはんつくろう！　和食編 坂本　広子　著 まつもと　きなこ　絵 偕成社 1993

45 670 も 築地市場 モリナガ・ヨウ 小峰書店 2015

46 913 い よるの美容院 市川　朔久子　著 講談社 2012

47 913 お 夜の小学校で 岡田　淳　作 偕成社 2012

48 913 か ヨルの神さま 樫崎　茜　著 講談社 2008

49 913 た 夜にくちぶえふいたなら たかどの　ほうこ　さく 長野　ヒデ子　え 旺文社 1998

50 913 な あした月夜の庭で 中沢　晶子　作 ささめや　ゆき　絵 国土社 1997

51 913 に おじいさんのランプ 新美　南吉　著 長野　ヒデ子　絵 ポプラ社 2005

52 913 ほ 夜の侵入者 星　新一　作 和田　誠　絵 理論社 2009

53 929 て－１・２ アラビアン・ナイト　上・下 ディクソン　編 中野　好夫　訳 岩波書店 2001

54 933 う 真夜中の電話 ロバート・ウェストール　作 原田　勝　訳 徳間書店 2014

55 933 さ 夜明けの風 ローズマリー・サトクリフ　作 灰島　かり　訳 ほるぷ出版 2004

56 933 し １３カ月と１３週と１３日と満月の夜 アレックス・シアラー　著 金原　瑞人　訳 求竜堂 2003

57 933 す 真夜中の子ネコ ドディー・スミス　著 Ｊ．グラハム＝ジョンストン　絵 Ａ．グラハム＝ジョンストン　絵 文渓堂 2008

58 933 は 夜中に犬に起こった奇妙な事件 マーク・ハッドン　著 小尾　芙佐　訳 早川書房 2003

59 933 ひ トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス　作 高杉　一郎　訳 岩波書店 1967

60 933 め 夜中出あるくものたち ジョン・メンスフィールド　作 石井　桃子　訳 評論社 1968

61 943 ふ 小さいおばけ オトフリート・プロイスラー　作 フランツ・ヨーゼフ・トリップ　絵 はたさわ　ゆうこ　訳 徳間書店 2003

62 973 ろ 青矢号 ジャンニ・ロダーリ　作 関口　英子　訳 岩波書店 2010
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休館日 11/4(金)、11/7(月)、11/14(月)、11/21（月）、11/24(木)、11/28(月)、11/30(水)
※ EKは科学絵本です


