
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E ふ おつきさまこんばんは 林　明子　さく 福音館書店 1986

2 E ふ ねないこだれだ せな　けいこ　さく・え 福音館書店 1969

3 E くろ 月夜のバス 杉　みき子　作 黒井　健　絵　 偕成社 2002

4 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

5 E にし やこうれっしゃ 西村　繁男　さく 福音館書店 1983

6 E みや かいちゅうでんとう みやこし　あきこ　さく 福音館書店 2018

7 E ウイ おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン　ぶん まつおか　きょうこ　やく ガース・ウィリアムズ　え　 福音館書店 1966

8 E エツ おやすみ、かけす マリー・ホール・エッツ　ぶん・え まさき　るりこ　やく 　 大日本図書 2008

9 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

10 E オー 急行「北極号」 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ　絵と文 村上　春樹　訳　 あすなろ書房 2003

11 E オク チャーリーのはじめてのよる エイミー・ヘスト　ぶん ヘレン・オクセンバリー　え さくま　ゆみこ　やく　 岩崎書店 2012

12 E キヤ 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

13 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

14 E クロ みまわりこびと アストリッド・リンドグレーン　文 キティ・クローザー　絵 ふしみ　みさを　訳　 講談社 2014

15 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

16 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

17 E ドウ こねことおつきさま アルベルティーヌ・ドゥルタイユ　作・絵 ふしみ　みさを　訳 徳間書店 2018

18 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

19 E フア 夜のあいだに テリー・ファン　作 エリック・ファン　作 原田　勝　訳　 ゴブリン書房 2019

20 E マラ ぜったいぜったいねるもんか！ マラ・バーグマン　文 ニック・マランド　絵 おおさわ　あきら　訳　 ほるぷ出版 2007

21 E ラマ 月のしずくの子どもたち ローラ・クラウス・メルメッド　文 ジム・ラマルシェ　絵 灰島　かり　訳　 ＢＬ出版 2013

22 E ルウ ながいながいよる マリオン・デーン・バウアー　文 テッド・ルウィン　絵　 千葉　茂樹　訳 岩波書店 2011

23 E ルー おもちゃびじゅつかんでかくれんぼ デイヴィッド・ルーカス　作 なかがわ　ちひろ　訳 徳間書店 2012

24 EＫ まつ よるになると 松岡　達英　さく 福音館書店 2015

25 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

26 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
こうやま　みえこ　やく 福音館書店 2008

27 EM マル おまつりをたのしんだおつきさま マシュー・ゴラブ　文 レオビヒルド・マルティネス　絵 さくま　ゆみこ　訳 のら書店 2019
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28 140 む 夢ってなんだろう 村瀬　学　文 杉浦　範茂　絵 福音館書店 1989

29 281 は 星空に魅せられた男間重富 鳴海　風　作 高山　ケンタ　画　 くもん出版 2011

30 440 あ 冬の星座を見つけよう 赤木　かん子　作 新樹社 2018

31 440 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

32 440 か かこさとし・ほしのほん　４ かこ　さとし　著 偕成社 1985

33 440 は 星の声に、耳をすませて 林　完次　著 講談社 2013

34 486 も 虫のくる宿 森上　信夫　写真・文 アリス館 2007

35 487 し さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏　写真 嶋田　泰子　文　 瀬能　宏　監修　 ポプラ社 2015

36 488 み ふくろう 宮崎　学　写真と文 福音館書店 1981

37 489 か よるのどうぶつえん 川口　幸男　ぶん 村田　エミコ　え 大日本図書 1997

38 670 も 築地市場 モリナガ　ヨウ　作・絵 小峰書店 2015

39 913 い よるの美容院 市川　朔久子　著 講談社 2012

40 913 い きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは… 市川　宣子　作 はた　こうしろう　絵　 ひさかたチャイルド 2010

41 913 お 夜の小学校で 岡田　淳　作 偕成社 2012

42 913 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

43 913 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

44 913 ふ るすばんおばけ 舟崎　克彦　作 西川　おさむ　絵　 佼成出版社 2001

45 913 み 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治　〔著〕 春日部　たすく　画　 岩波書店 1963

46 929 に 子どもに語るアラビアンナイト 西尾　哲夫　訳・再話 茨木　啓子　再話 こぐま社 2011

47 933 あ 真夜中のまほう フィリス・アークル　文 エクルズ・ウィリアムズ　絵　 飯田　佳奈絵　訳 ＢＬ出版 2006

48 933 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

49 933 さ 物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー　作 ルイス・スロボドキン　絵 なかがわ　ちひろ　訳　 徳間書店 2019

50 933 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

51 933 ね 怪物はささやく シヴォーン・ダウド　原案 パトリック・ネス　著　 池田　真紀子　訳 あすなろ書房 2011

52 933 ひ 真夜中のパーティー フィリパ・ピアス　作 猪熊　葉子　訳　 岩波書店 2000

53 933 ふ おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト　作・絵 なかがわ　ちひろ　訳 徳間書店 2004

54 949 す 夜行バスにのって ウルフ・スタルク　作 遠藤　美紀　訳　 偕成社 1998

55 949 と 青い月の石 トンケ・ドラフト　作 西村　由美　訳 岩波書店 2018

56 973 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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