
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年

おひさまのたまご エルサ・ベスコフ作・絵; 石井登志子訳 徳間書店 2001.3

お日さまをみつけたよ M.ミトゥーリチ原案・絵; 松谷さやか文 福音館書店 2003.3

きたかぜとたいよう : イソップ物語 バーナデット・ワッツ絵; もきかずこ訳 西村書店 1993.11

たくさんのお月さま
ジェームズ・サーバー文;
ルイス・スロボドキン絵;
なかがわちひろ訳

徳間書店 1994.2

月おとこ
トミ－・ウンゲラ－著;
たむらりゅういち，あそうくみやく

評論社 1978.7

月へミルクをとりにいったねこ
アルフレッド・スメードベルイさく;
ひしきあきらこやく;たるいしまこえ

福音館書店 1996.2

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

ひとつ、アフリカにのぼるたいよう
ウェンディ・ハートマン文;
ニコラース・マリッツ絵; さくまゆみこ訳

文化出版局 2000.10

むぎばたけ
アリスン・アトリー作; 矢川澄子訳;
片山健絵

福音館書店 1989.7

ろけっとこざる Ｈ．Ａ．レイ絵; 光吉夏弥訳 岩波書店 1984.3

《詩集・物語・神話》
宇宙のネロ 星新一作; 和田誠絵 理論社 2001.12

絵のない絵本
H.C.アンデルセン作; 大塚勇三訳;
イブ・スパング・オルセン画

福音館書店 1992.4

おれは歌だおれはここを歩く
 : アメリカ・インディアンの詩

金関寿夫訳; 秋野亥左牟絵 福音館書店 1992.2

月神の統べる森で たつみや章作; 東逸子絵 講談社 1998.12
これこれおひさま : 子どものための詩の本 小野寺悦子詩; 飯野和好絵 のら書店 1994.9

太陽の子と氷の魔女
ジャンナ・A.ウィテンゾン著;
田中かな子訳; E.ニコラエフ等絵

大日本図書 1969

月のしかえし
ジョ－ン・エイキン文 アラン・リ－絵;
猪熊葉子訳

徳間書店 1995.11

てのひらをたいように やなせたかし作 フレーベル館 2004.2

ドリトル先生物語全集. 8
ドリトル先生月へゆく

ロフティング作; 井伏鱒二訳 岩波書店 1962

火の王誕生 浜たかや著; 建石修志絵 偕成社 1986.3

星の王子さま サン・テグジュペリ作; 内藤濯訳 岩波書店 1993.4

星の林に月の船 : 声で楽しむ和歌・俳句 大岡信編 岩波書店 2005.6

炎の戦士クーフリン : ケルト神話
ローズマリー・サトクリフ作;
灰島かり訳

ほるぷ出版 2003.3

みどりのトンネルの秘密 アラン・Ｗ．エッカ－ト作; 山田順子訳 岩波書店 1987.7

ムギと王さま
エリナ－・ファ－ジョン作; 石井桃子訳;
エドワ－ド・ア－ディゾ－ニ絵

岩波書店 1971

夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫詩; 高畠純絵 国土社   1983.6

《昔話絵本・昔話集》

あかりの花 : 中国苗族民話
肖甘牛採話; 君島久子再話;
赤羽末吉画

福音館書店 1985.1

運命の王子 : 古代エジプトの物語 リ－セ・マニケ文・絵; 大塚勇三訳 岩波書店 1984.10

おこった月
ウイリアム・スリーター文;
ブレア・レント画; はるみこうへい訳

童話館出版 2006.9

かぐやひめ 円地文子文; 秋野不矩絵 岩崎書店 1967

大空を見上げたら－太陽・月・星の本
※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介し
たり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。また、一部、ミュージアムで展示されている資料と異なるも
のも含まれています。
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書名 著者名 出版者 出版年
巨人グミヤーと太陽と月
 : 中国のむかしばなし

君島久子文; 小野かおる絵 岩波書店 2000.1

ギルガメシュ王ものがたり ルドミラ・ゼーマン文・絵; 松野正子訳 岩波書店 1993.7

世界のはじまり
マーグリッド・メイヨー再話;
ルイーズ・ブライアリー絵;
百々佑利子訳

岩波書店 1998.10

太陽へとぶ矢
 : インディアンにつたわるおはなし

ジェラルド・マクダーモットさく;
じんぐうてるおやく

ほるぷ出版 1976.3

たなばた 君島久子再話; 初山滋画 福音館書店 1977.4

ちょうちんまつり 唐亜明文; 徐楽楽絵 木城えほんの郷 1994.11

月はどうしてできたか：グリム童話より
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

マウイの五つの大てがら
光吉夏弥訳;
チャールズ・キーピング他絵

ほるぷ出版 1979.10

《知識》
宇宙 : そのひろがりをしろう 加古里子ぶん・え 福音館書店 1978.11
宇宙探険 : 写真で見る宇宙の旅 ピーター・ボンド文; 小葉竹由美訳 福音館書店 2001.2
お父さんが話してくれた宇宙の歴史. 2
銀河のたんじょう

池内了文; 小野かおる絵 岩波書店 1992.5

近世のこども歳時記 : 村のくらしと祭り 宮田登文; 太田大八絵 岩波書店 1990.2 

神話入門
ニール・フィリップ著;
松村一男日本語版監修

あすなろ書房 2004.11

すばる望遠鏡 家正則著 岩波書店 2003.1

スペース・シャトル宇宙へ
サリー・ライド,スーザン・オーキー文;
上田悦子訳

偕成社 1992.9

星座の伝説
モニカ・バイスナー絵;
イングリート・ヴェスターホッフ再話;
生野幸吉訳

メルヘン社 1981.1

星座を見つけよう Ｈ．Ａ．レイ文・絵; 光吉夏弥訳 岩波書店 1969

せいめいのれきし
バージニア・リー・バートン文・絵;
いしいももこやく

岩波書店 1964

太陽 : こどもエコロジー
ユネスコ・アジア文化センター編;
藤田千枝訳

ポプラ社 1999.2

太陽系百科 : 地球の仲間たち完全ガイド 藤井旭著 偕成社 2002.4
太陽のふしぎ 藤井旭著 あかね書房 2005.4
月・大解剖 : 知ってて知らない身近な星 藤井旭著 偕成社 2002.4
月をみよう 藤井旭著 あかね書房 2005.4
天動説の絵本
 : てんがうごいていたころのはなし

安野光雅著 福音館書店 1979.8

天文台日記 石田五郎著; 木川秀雄絵 筑摩書房 1972
天文台へ行こう 古在由秀著 岩波書店 2005.1
ナイル川とエジプト 赤地経夫文・写真 福音館書店 1991.1
日本の神話. 第2巻
あまのいわと

赤羽末吉絵; 舟崎克彦文 あかね書房 1995.10

ニュートン
スティーヴ・パーカー著;
小出昭一郎訳

岩波書店 1995.11

ピラミッド : その歴史と科学 かこさとし著 偕成社 1990.2
ホーキング : 宇宙論のスーパー・ヒーロー キティ・ファーガスン著; 栗原一郎訳 偕成社 1994.4

ぼくらはガリレオ 板倉聖宣著 岩波書店

1972.5
(17刷
:1998.11
)

《洋書》

Arrow to the sun : a Pueblo Indian tale
『太陽へとぶ矢
 : インディアンにつたわるおはなし』

Gerald McDermott作 Viking Press 1974

Many moons
『たくさんのお月さま』

James Thurber文; Louis Slobodkin絵
Harcourt Brace
Jovanovich

c1971
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書名 著者名 出版者 出版年
Papa, please get the moon for me
『パパ、お月さまとって』

Eric Carle作
Picture Book
Studio USA

c1986

The wind and the sun : an Aesop fable
『きたかぜとたいよう : イソップ物語』

Bernadette Watts絵
North-South
Books

1992

顾米亚·三尾螺
杨勇 絵
夏树 編

浙江少年儿童出版
社

1992.12
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