
1 / 6 ページ

山形県立図書館
2013.11　No.23

　　　「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方々（おうちの方や読み聞かせボラン
　　　ティアの方、学校の先生　など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成して
　　　いるテーマ別リストです。

「星と月」

暗い夜をやさしく照らしてくれる星や月。
絵本の中でも、やさしい光でつつんでくれます…。

（凡例）

 書　名
 　　著者名等　　　出版者　　　出版年　　　請求記号
 　　あらすじ
 　　対象　　　☆キーワード
 ※ 対象区分（赤ちゃんから／幼児から／小学生から）ごとに書名のアイウエオ順で掲載しています。
 ※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考としてください。

　　　赤ちゃんから

おつきさまこんばんは
林 明子／さく　　福音館書店　　1986.6　　Z913.8/ﾊﾔ/

　お月さま、お月さまのいない夜空はどんなでしょう。雲さんにじゃまされても、はやく明るい笑
顔をのぞかせて。まんまる、にっこりお月さま。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆月　雲

まっくらなよるをよくみてごらん
はやし えみり／[絵]　　主婦の友社　　2012.11　　Z913.8/ﾊﾔ/

　黒猫や月、たくさんの星…。夜のくらやみはちょっぴりこわいけれど、魅力がいっぱい。鮮やか
な色、きらきらした加工、様々な形、手触りなど、感覚を刺激して脳を育てるしかけ絵本。

対象： 幼児(0～2歳) 　　☆月　星　ネコ　まっくらな夜　指でさわる絵本

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　　Z913.8/ﾈｼﾞ/

　おいしそうなおせんべにメロンパン、目玉焼きにお好み焼き…。黄色くてまんまるなおつきさ
まって、つぎつぎに大好きな食べ物に見えてくるから不思議だね!

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆月　食べ物　ネコ

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000392034
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000180248
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000874944
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　　　幼児から

うきわねこ
蜂飼 耳／ぶん　牧野 千穂／え　　ブロンズ新社　　2011.7　　Z913.8/ﾊﾁ/
　お誕生日のプレゼントにねこのえびおがもらった特別なうきわ。満月の夜、穴のところに体を通
して空気を入れると、まるで月に引き寄せられるようにふわりと浮き上がって…。えびおの忘れら
れない、不思議な体験を描く。産経児童出版文化賞ニッポン放送賞（第59回）
対象： 幼児(0～5歳) 　　☆満月　ネコ　おじいちゃん　空　海　誕生日

おそらにはてはあるの?
佐治 晴夫文，井沢 洋二絵 　　玉川大学出版部　　2003.12　　Z913.8/ｻｼﾞ/

　「なぜ夜は暗いの?」 小さい子どもがはじめて発する宇宙についての疑問に、真昼の星を見るこ
とが大好きな科学者と国際的に活躍する絵本作家が答えます。99年福音館書店より「かがくのと
も」として刊行されたものの再刊。

対象： 幼児(0～5歳)，小初 　　☆星空

お月さまってどんなあじ？
ミヒャエル・グレイニェク／絵と文　いずみ　ちほこ／訳　　セーラー出版　　1995.9
Z943/ｸﾞﾚ/

　お月さまってどんな味なんだろう。甘いのかな、しょっぱいのかな。ほんのひとくち食べてみた
いね。ある日、小さなカメが決心しました。高いあの山にのぼって、お月さまをかじってみよう。
原タイトル:Wie schmeckt der Mond?　日本絵本賞翻訳絵本賞（'96）

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆月　カメ　ゾウ　キリン　シマウマ　ライオン　キツネ

おつきさまってなあに?
スティーブン・アクセル・アンダーソン／文　グレッグ・カウチ／絵　木坂 涼／訳
ソニー・マガジンズ　　2005.8　　Z933.7/ｱﾝ/

　キツネ、ミズアオガ、カエル、ネズミにフクロウ。それぞれの思う月が違って大さわぎ! みんなは
博士に聞いてみることに。…さて答えはでたかな? 夜を明るく照らしてくれる月のおはなし。
原タイトル:I know the moon

対象： 幼児(0～5歳)　　☆月　森　キツネ　ミズアオガ　カエル　ネズミ　フクロウ　　博士

おほしさまかいて!
エリック=カール／さく　さの ようこ／やく　　偕成社　　1992.9　　Z933/ｶﾙ/

　星やお日さま、木など絵描きの男の子が次々絵を描いていきます。星の絵描き歌つきの色彩豊か
な絵本です。原タイトル:Draw me a star

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆男の子　星 　絵書き

おやすみなさいをいうまえに
アンドレ・ダーハン／作　きたやま ようこ／文　　講談社　　2002.2　　Z953.7/ﾀﾞﾊ/

　ある晩、小鳥たちの巣へ月が現われます。絵本を読んだり、トランプをしたり、楽しいひとと
き。ところが調子に乗りすぎて…。でも大丈夫、安心しておやすみなさい。優しくあたたかい雰囲
気の絵本。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆三日月　トリ

おやすみラッテ
いりやま さとし／さく　　ポプラ社　　2011.7　　Z913.8/ｲﾘ/

　あまえんぼうのラッテくんの初めての冒険は、ママの腕のなかからはじまります。ママの願いが
つまった子守唄を、眠れぬ夜を過ごしている、すべての人たちへ。NHK「みんなのうた」からうま
れたキャラクターの絵本。楽譜付き。

対象： 幼児(3～5歳) 　　☆月　星　雪　クマ　お母さん

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000045784
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000432072
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000285357
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000469128
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000251326
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000399949
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000043381
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かぐやひめ
いもと ようこ／文絵　　金の星社　　2008.8　　Z913.8/ｲﾓ/

　竹取りの翁は、竹の中から小さな女の子を見つけ、「かぐやひめ」と名付けました。美しい娘に
成長し、5人の若者から求婚されたかぐやひめは、見たことも聞いたこともない宝の名を挙げ、そ
れを持ってきた人と結婚すると言い…。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆月　おじいさん　竹　女の子　おばあさん　昔話

きらきらきららおつきさま
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　　Z933.7/ｺﾝ/

　夜空があんまり暗いので、さびしくなったお月さまは、町におりてきてしまいました。アタは、
どうしたらお月さまが空に帰れるか、いっしょうけんめい考えますが…。お月さまと心やさしい男
の子のお話。原タイトル:Shine moon shine

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆月　男の子　雪　涙

こくばんくまさんつきへいく
マーサ・アレクサンダー／さく　風木 一人／やく　　ほるぷ出版　　2013.9　　Z933.7/ｱﾚ/

　こくばんくまさんは、アンソニーだけの不思議なともだち。ある晩、アンソニーが眠っている間
にこくばんくまさんが作り始めたのは…。温かい気持ちになる、おやすみ前のお話。原タイト
ル:You're a genius,blackboard bear

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆月　男の子　クマ　黒板　宇宙船　お父さん

ちいさなつきがらす
マーカス・フィスター／作　谷川 俊太郎／訳　　講談社　　2010.9　　Z943.7/ﾌｲ/

　いつもお荷物扱いのちびがらす。「月まで飛んで行けたら、遊んでやるよ」 群れのからすのいじ
わるな一言で、ちびがらすは月にむかって飛び立つが…。「いじめ」を正面から描いた、美しく気
高い心の絵本。原タイトル:Der kleine Mondrabe

対象： 幼児(3～5歳) 　　☆月　カラス　いじめ

つきのわこぐま
下田 冬子／著　　新風舎　　2006.11　　Z913.8/ｼﾓ/

　小鳥の虹いろのはね、きつねのかしこい頭、ライオンの腕っぷし…。みんな「すてきなところ」
があるのに、ぼくにはないの!? こぐまがじぶんの「すてきなところ」を見つける、ちょっぴり苦し
いけれどあたたかい絵本。新風舎えほんコンテスト大賞（第11回）

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆三日月　クマ　トリ　キツネ　ライオン　ゾウ　チョウ

ほしのこのひみつ
アルカディオ・ロバト／作　若林 ひとみ／訳　　フレーベル館　　1998.5　　Z963/ﾛﾊﾞ/

　ヘレンがねむりにつく前に、おかあさんがしてくれるお話を、空の上で聞いていたほしのこは、
ある晩のこと、ヘレンのところへ降りてきました。美しいイラストと心が優しくなれるストー
リー。原タイトル:Sternchen

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆星　おかあさん　夏

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000763860
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000666705
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000272435
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000987753
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000593418
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000330636
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ほしをひろった
深見 春夫／作　　福武書店　　1991.9　　Z913.8/ﾌｶ/

　おじいさんは星のきれいな夜に散歩をして星を拾いました。おじいさんは家に星を持ち帰かえ
り、瓶に入れておばあさんとながめていると…。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆星　おじいさん　おばあさん　落し物

ぽっかりつきがでましたら
内田　麟太郎／文　渡辺　有一／絵　　文研出版　　2007.8　　Z913.8/ｳﾁ/

　ぽっかり月が夜空に出ると、ぽっかりカバが現れたり、トマトが現れたり…。詩人中原中也の
「ポッカリ月が出ましたら」というフレーズで遊んでみた、ほっこりするナンセンス絵本。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆月

まんげつダンス!
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　　Z933.7/
ﾊﾂ/

　満月の夜、馬と羊と豚のお母さんたちはダンスを踊る。ところが、馬が踊れば火花が散って火事
になり、羊は張り切りすぎて小屋の梁にひっかかってしまい、豚は水桶につっこんでしまう。お母
さんたちが疲れて休んでしまうと…。原タイトル:Barn dance!

対象： 幼児(3～5歳)，小初　　☆満月　ブタ　ヒツジ　ウマ　お母さん

みつけたよ、ぼくだけのほし
オリヴァー・ジェファーズ／作　三辺 律子／訳　　ソニー・マガジンズ　　2004.12
Z933.7/ｼﾞｴ/

　「ぼくだけの星があったらいいのに」 男の子は、星と友だちになることが夢でした。一緒に遊べ
たらどんなに素敵だろう。そして、男の子は自分だけの星を探しに出かけるのです…。純粋な男の
子の物語。　　原タイトル:How to catch a star

対象： 幼児(0～5歳)　　☆星　男の子

もくようびはどこへいくの?
ジャニーン・ブライアン／ぶん　スティーブン・マイケル・キング／え　すえよし あきこ／やく
主婦の友社　　2005.12　　Z933.7/ﾌﾞﾗ/

　今日は木曜日、スプーの誕生日。楽しかった木曜日に「さよなら」を言いたい。その日の真夜
中、スプーは木曜日を探しはじめた…。 決してかなえられないけれど大切にしたい、そんな思いが
つまった珠玉の絵本。原タイトル:Where does Thursday go?　　オーストラリア児童図書賞

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆星　月　クマ　トリ　木曜日　誕生日

よるがきらいなふくろう
仁科 幸子／作　　偕成社　　2008.2　　Z913.8/ﾆｼ/

　夜がきらいで昼に起きていた、友達がいないふくろう。ある夕暮れに、「遊びに行こうよ」とガ
に誘われて、夜の森に出かけてみると…。

対象： 幼児(3～5歳) 　　☆満月　フクロウ　ガ

よるくま
酒井 駒子／作・絵　　偕成社　　1999.10　　Z913.8/ｻｶ/

　うんと夜中にやってきたくまの子、よるくまと、くまのお母さんを探しに行った男の子。あちこ
ち探したけど見つからない、くまのお家も行ってみたけどお母さんはいない。ついによるくまが泣
き出しちゃった、その時、流れ星が…!

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆流れ星　男の子　クマのこ　おかあさん

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000240403
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000662837
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000732267
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000395050
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000490803
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000705672
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000712814
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　　　小学生から

いってかえって星から星へ
佐藤 さとる／文　田中 清代／絵　　ビリケン出版　　2000.12　　Z913.8/ｻﾄ/

　「とおいとおい、銀河のおくのほうから、宇宙船がとんできました」で始まり、「じぶんたちの
ほしにむかって、光よりもはやくとんでいきました」で終わる、星に行く話と星に帰る話が1冊で
読める不思議な仕掛けの絵本。

利用対象： 小初 　　☆星　銀河　宇宙人　仕掛け絵本

いつでも星を
メアリ・リン・レイ／文　マーラ・フレイジー／絵　長田 弘／訳　　ブロンズ新社　　2012.7
 Z933.7/ﾚｲ/

　森のこけ、6月の草原の白い花、かぼちゃのつるの黄色い花、ひとひらの雪…。夜空でなくて
も、ほらすぐそばに、いつでも星は、こんなにあるんだ。星をめぐる絵本。原タイトル:Stars

利用対象： 小初　　☆星　四季

お星さまのいるところ
市川　里美／作　　偕成社　　1988.5　　Z913.8/ｲﾁ/

　おばあちゃんの家を訪れたノラは、その夜不思議な体験をしました。おもちゃが動き出したり、
星を集めたり…ノラとおもちゃ達、お星さまは楽しく遊びました。でも星の光がない暗い夜空を見
上げてノラは…。

利用対象： 小初　　☆星　夜空　女の子　おばあちゃん　イヌ　人形　ぬいぐるみ　夏

月とごちそうをわけあった牛がえる
なかむら ふさこ／作　　石風社　　1993.4　　Z913.8/ﾅｶ/

　いぼだらけの牛がえる・いぼ太が魚やかえるたちに近づくとみんな逃げてしまいます。「ともだ
ちになりたいだけなのに…」 絵がとても美しい、月とごちそうを分けあった牛がえるのお話。

対象： 幼児(0～5歳)，小初 　　☆月　池　カエル

光の星
浜田 廣介／作　メリンダ・パイノ／絵 　　集英社　　2005.7　　YZ913.8/ﾊﾏ/

　小さな小さな星の可憐な可憐な物語。どの星があなたの光の星? やさしいこころの星? 空に輝く
星をお子さんと一緒に見上げて、自分だけのやさしさの星を見つけてあげてください。

対象： 幼児(0～5歳)，小初 　　☆星　天の川

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000374294
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000148032
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000201399
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000255172
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000462999
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ひさの星
斎藤　隆介／作　岩崎　ちひろ／絵　　岩崎書店　　1972.3　　Z913.8/ｻｲ/

　秋田のはずれのひさというおとなしい女の子の話。そのひさがどうして水に落ちて流され、そし
て天の星になったか…。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆天の星　命

ほしぞらでポロロン
つちだ よしはる／さく　　佼成出版社　　1997.7　YZ913.8/ﾂﾁ/

　コンサートを開くことになったチクチクたちは、毎日毎日、猛練習をします。そして夏の星空の
もと、楽しいメロディーが森中にひびきわたると…。はりねずみ一家の心あたたまるお話。

対象： 幼児(0～5歳) 　　☆星　森　ハリネズミ　家族　コンサート

ほしにむすばれて
谷川　俊太郎／文　えびな　みつる／絵　　文研出版　　2009.4　　Z913.8/ﾀﾆ/

　祖父から母親、そして孫へと時間をかけて伝わる星空の魅力。星空が大好きだったおじいちゃん
の人生を、小さな子どもの目から振り返ります。夜空に輝く星たちをながめたくなる絵本。

対象： 幼児(3～5歳)，小初　　☆いろいろな星　おじいちゃん
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