
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E あか へそもち 渡辺　茂男　さく 赤羽　末吉　え 福音館書店 1980

2 E あら 空の絵本 長田　弘　作 荒井　良二　絵 講談社 2011

3 E いが くもとそらのえほん 五十嵐　美和子　作・絵 ＰＨＰ研究所 2019

4 E かこ ゆきのひ 加古　里子　さく・え 福音館書店 1980

5 E さと くもりのちはれせんたくかあちゃん さとう　わきこ　さく・え 福音館書店 2006

6 E ちよ あしたてんきになあれ 荒川　薫　さく 長　新太　え 福音館書店 2014

7 E はせ やまださんちのてんきよほう 長谷川　義史　作 絵本館 2005

8 E ゆの てんきよほうかぞえうた 岸田　衿子　作 柚木　沙弥郎　絵 福音館書店 2004

9 E ウイ 大あらし ディヴィッド・ウィーズナー　作 江國　香織　訳 ブックローン出版 1995

10 E ウン あおいくも トミー・ウンゲラー　作 今江　祥智　訳 ブロンズ新社 2010

11 E カリ 大雪 アロワ・カリジェ　絵 ゼリーナ・ヘンツ　文 生野　幸吉　訳 岩波書店 1965

12 E スピ 雨、あめ ピーター・スピアー　〔著〕 評論社 1984

13 E バレ くもりときどきミートボール ジュディ・バレット　文 ロン・バレット　絵 青山　南　訳 ほるぷ出版 2004

14 E ポラ かみなりケーキ パトリシア・ポラッコ　作 小島　希里　訳 あかね書房 1993

15 E ワイ あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック　文 レナード・ワイスガード　絵 岡部　うた子　訳 金の星社 1974

16 EK いせ にじ さくらい　じゅんじ　文 いせ　ひでこ　絵 福音館書店 1998

17 EK のさ あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ 野坂　勇作　さく 福音館書店 1997

18 EK デイ 台風にのる ジョアンナ・コール　文 ブルース・ディーギン　絵 藤田　千枝　訳 岩波書店 1999

19 EＭ ドロ バオバブのきのうえで ジェリ・ババ・シソコ　語り みやこ　みな　再話 ラミン・ドロ　絵 福音館書店 2005

20 281 ふ Ｍｒ．トルネード 佐々木　健一　著 小学館 2017

21 369 す 水害の大研究 ＰＨＰ研究所 2020

22 400 な 雪は天からの手紙 中谷　宇吉郎　著 池内　了　編 岩波書店 2002
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9/20「空の日」、9/20～9/30「空の旬間」にちなみ、天気に関する本を集めました。

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）

〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３
TEL （０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

展示している本プラスアルファ No.382（2020.9）

※EKは科学絵本、EMは昔話絵本です。
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※EKは科学絵本、EMは昔話絵本です。

23 440 み 太陽ってどんな星？ 宮原　ひろ子　作 新日本出版社 2019

24 450 か 天地のドラマすごい雷大研究 かこ　さとし　作 小峰書店 2001

25 450 く 見えない大気を見る 日下　博幸 著 くもん出版 2016

26 450 こ 天気のしくみ事典 ブライアン・コスグローブ　著 あすなろ書房 2007

27 450 た ずかん雲 武田　康男　著 技術評論社 2015

28 450 な 風はどこで生まれるの？ なかの　ひろみ　著 アリス館 2002

29 450 に 天気でわかる四季のくらし　１～５ 日本気象協会　著 新日本出版社 2010～2011

30 450 よ よくわかる！天気の変化と気象災害　第１巻～第５巻 学研プラス 2016

31 908 と 雨のち晴 東京子ども図書館　編纂 大社　玲子　絵 東京子ども図書館 2005

32 913 お 雨やどりはすべり台の下で 岡田　淳　著 偕成社 1990

33 913 く 天からの神火 久保田　香里　作 小林　葉子　絵 文研出版 2018

34 913 と やまんば山のモッコたち 富安　陽子　作 降矢　奈々　画 福音館書店 2000

35 913 な 雷のあとに 中山　聖子　作 岡本　よしろう　絵 文研出版 2020

36 913 ま かみなりのちびた 松野　正子　さく 長　新太　え 理論社 2005

37 913 み ひかりの素足 宮沢　賢治　作 赤羽　末吉　絵 偕成社 1990

38 913 や 明日のひこうき雲 八束　澄子　著 ポプラ社 2017

39 933 あ 西風のくれた鍵 アリソン・アトリー　作 石井　桃子　訳 中川　李枝子　訳 岩波書店 2001

40 933 え しずくの首飾り ジョーン・エイキン　作 ヤン・ピアンコフスキー　絵 猪熊　葉子　訳　 岩波書店 1975

41 933 き ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー　著 橋本　恵　訳 あすなろ書房 2017

42 933 く ルーピーのだいひこう ハーディー・グラマトキー　さく わたなべ　しげお　やく 学研 2005

43 933 け 雪の日のたんじょう日 ヘレン・ケイ　さく バーバラ・クーニー　え あんどう　のりこ　やく 長崎出版 2008

44 933 は トルネード！ ベッツィ・バイアーズ　作 もりうち　すみこ　訳 降矢　なな　絵 学研教育出版 2015

45 933 わ 長い冬 ローラ・インガルス・ワイルダー　作 谷口　由美子　訳 岩波書店 2000

46 949 や 小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン　作・絵 冨原　眞弓　訳 講談社 2015

47 973 か マルコヴァルドさんの四季 イタロ・カルヴィーノ　作 関口　英子　訳 岩波書店 2009
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休館日 ９/７（月）、９/１４（月）、９/２３(水)～９/３０(水)


