
　分　類 タ　イ　ト　ル

E　ガイ あかりをけして アーサー・ガイサート／作 久美　沙織／訳

E　イイ あくび 中川　ひろたか／文 飯野　和好／絵

E　クレ あくびしてるのだーれ? 穂高　順也／作 クレーン謙／絵

E　シュ いいこでねんね デヴィッド・エズラ・シュタイン／作 さかい　くにゆき／訳

E　ワタ いいゆめを 山下　明生／作 渡辺　三郎／絵

E　サコ いっしょにねてあげる さこ　ももみ／作

E　アラ おばけとおやすみ 新井　洋行／作

E　セナ おばけのこもりうた せな　けいこ／作

E　デク おふとんのくにのこびとたち おち  のりこ／作 でくね　いく／絵

E　ボブ おやすみおやすみ シャーロット・ゾロトウ／文 ウラジミール・ボブリ／絵

E　カノ おやすみおやすみみんなおやすみ かのう　かりん／作・絵

E　ラス おやすみゴリラくん ペギー・ラスマン／作 いとう　ひろし／訳

E　ボウ おやすみ、ちいさなこ バーナデット・ケアルス／著 ポーラ・ボウルズ／絵

E　スキ おやすみなさい くまくん パッツィ・スキャリー／作 リチャード・スキャリー／絵

E　ウォ おやすみくまちゃん シャーリー・パレントー／文 デイヴィッド・ウォーカー／絵

E　チュ おやすみなさい ヴィルジニー・アラジディ／文 エマニュエル・チュクリエール／絵

E　プレ おやすみなさいどうぶつたち ケイト・プレンダーガスト／作 よしはら　なお／訳

E　ウエ おやすみのあお 植田　真／著

E　ハレ おやすみなさいのおともだち ケイト・バンクス／作 ゲオルグ・ハレンスレーベン／絵

E　ユン おやすみなさいのおともだち ハインツ・ヤーニッシュ／作 バーバラ・ユンク／絵

E　シャ おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 ジャン・シャロ―／絵

E　クエ おやすみ、ぼく アンドリュー・ダッド／文 エマ・クエイ／絵

E　ラタ おやすみ、ミユキ サンヌ=マリ・ガリエズ／文 セング・ソウン・ラタナヴァン／絵

E　ティ きょうりゅうたちのおやすみなさい ジェイン・ヨーレン／文 マーク・ティーグ／絵

E　ファ ぐっすりおやすみ、ちいくまくん マーティン・ワッデル／文 バーバラ・ファース／絵

E　グリ クマとうさんのこもりうた Ｄ．グリオリ／作 山口　文生／訳

E　チョ ことりはことりは木でねんね チョン  スニ／作 松谷　みよ子／訳

E　ヒロ こぶしのいえのこもりうた ひろかわ　さえこ／作・絵

E　ファ さあ、ゆめのじかんです サーラ・ファネッリ／文・絵 掛川　恭子／訳

E　イワ １４ひきのこもりうた 岩村  和朗／作

E　ワタ すやすやタヌキがねていたら 内田　麟太郎／文 渡辺　有一／絵

E　オム すやんこすやんこおやすみなさい オームラ　トモコ／作・絵

E　ツチ せかいでたったひとつのこもりうた やすい  すえこ／作 つちだ　よしはる／絵

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

E　チャ ぜったいねないからね ローレン・チャイルド／作 木坂　涼／訳

E　ビク そっとそっとしずかにね イアン・ホワイブロウ／作 ティファニー・ビーク／絵

E　ヤマ それはもりのこもりうた 松居　スーザン／文 山内　ふじ江／絵

E　アセ ちいさなあなたがねむる夜 ジーン・E・ペンジウォル／文 イザベル・アルスノー／絵

E　アッ ちがうちがう accototo／作

E　ウォ どうぶつたちのおやすみなさい アン・ウィットフォード・ポール／作 デイヴィッド・ウォーカー／絵

E　シュ どうぶつたちがねむるとき イジー・ドヴォジャーク／作 マリエ・シュトゥンプフォヴァー／絵

E　イモ とんとんとんの　こもりうた いもと  ようこ／作・絵

🐑　ひつじをかぞえて　おやすみなさい　🐑
おやすみなさい。きょうはどんなゆめをみるのかな？

作　　　　　者



E　ヨシ ねぐせのしくみ ヨシタケ　シンスケ／作

E　サイ ねこすけくんなんじにねたん? 三池　輝久／監修 さいとう　しのぶ／絵

E　ジミ ねないこせかいチャンピオン ショーン・テイラー／作 ジミー・リャオ／絵

E　セナ ☆ ねないこだれだ せな  けいこ／作・絵

E　フィ ねぼすけふくろうちゃん マーカス・フィスター／作 林　木林／訳

E　ウメ ねむいのねむいのとんでいけ! 梅田　俊作／作・絵 梅田　佳子／作・絵

E　アツ ねむいねむいのほん ジュディー・ヒンドレイ／文 パトリス・アッグス／絵

E　フク ねむいんだもん 福田　幸広／写真 ゆうき　えつこ／文

E　ゴフ ねむたいひとたち M・B・ゴフスタイン／作 谷川　俊太郎／訳

E　シム ねむりどり イザベル・シムレール／作 河野　万理子／訳

E　シノ ねむりひつじのウルル 篠原　利佳／文 篠崎　三朗／絵

E　ニシ ねむれないこのくに 小竹守　道子／作 西方　拓史／絵

E　ビリ ねむれないの、ほんとだよ ガブリエラ・ケセルマン／絵 ノエミ・ビリャムーサ／絵

E　スロ ねむれないふくろうオルガ ルイス・スロボドキン／作 三原　泉／訳

E　ラシ ねむれないよるは クリス・ラシュカ／作・絵 泉山　真奈美／訳

E　スズ ねるじかん 鈴木　のりたけ／作・絵

E　バニ ねんころりん ジョン・バーニンガム／作 谷川　俊太郎／訳

E　ザキ ねんねこ ザ・キャビンカンパニー／作・絵

E　エガ ねんねのうた えがしら　みちこ／作

E　ミヤ ねんねんどっち? 宮野　聡子／作

E　クボ パジャマでぽん! くぼ　まちこ／著

E　イマ 108ぴきめのひつじ いまい  あやの／作

E　サト ベルとブゥおやすみなさいのじかん マンディ・サトクリフ／作 ひがし　かずこ／訳

E　スズ ぼくのふとん 鈴木　のりたけ／作・絵

E　ミロ ぼくのふとんはうみでできている ミロコマチコ／著

E　ホト ぼくはちっともねむくない クリス・ホートン／作 木坂　涼／訳

E　アベ ぼく、まだねむくないよ おおたか  蓮／文 あべ　弘士／絵

E　ミン ママ、もうねるじかんだよ ヒリット・ブルーム／文 ヴァリ・ミンツィ／絵

E　ツペ まわるよる tupera tupera／作

E　プシ みーんなねちゃった? オードレイ・プシエ／作 ふしみ　みさを／訳

E　ニシ みんなみんなおやすみなさい いまむら　あしこ／文 にしざか　ひろみ／絵

E　アベ めざめる 阿部　海太／作

E　デイ もう、ねるんだってば! ジョリ・ジョン／作 ベンジ・デイヴィス／絵

E　グラ もっかい! エミリー・グラヴェット／作 福本　友美子／訳

E　ナカ ゆうくんのくまパジャマ カザ　ケイコ／作 中谷　靖彦／絵

E　シン ゆめねこ 真珠　まりこ／作・絵

E　オク ゆめみるじかんよこどもたち ティモシー・ナップマン／文 ヘレン・オクセンバリー／絵

E　タカ よいこはもうねるじかん 高畠　じゅん子／作 高畠　純／絵

E　サカ よるくま 酒井  駒子／作・絵

E　ザキ ★ よるです ザ・キャビンカンパニー／作・絵

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

E　クロ よるのふね 山下　明生／作 黒井　健／絵

E　ハセ るーくんのベッド はせがわ　さとみ／作

E　ミヤ ワニくんのなが〜いよる みやざき　ひろかず／作・絵

☆　赤ちゃん絵本　　◎シリーズ絵本 ★あおぞら号
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