
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E かこ からすのパンやさん かこさとし／作・絵 偕成社 1973

2 E こう あかいぼうしのゆうびんやさん ルース・エインズワース／さく こうもと　さちこ／やく・え 福音館書店 2011

3 E すず おまかせコックさん 竹下　文子／文 鈴木　まもる／絵 金の星社 2007

4 E ふり ちょろりんのすてきなセーター 降矢　なな／さく・え 福音館書店 1993

5 E やま しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺　茂男／さく 山本　忠敬／え 福音館書店 1966

6 E アト 図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー／文 デビー・アトウェル／絵 張替　惠子／訳 徳間書店 2013

7 E ウオ うえきやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え ジョーン・ウォージントン
／さく・え まさき　るりこ／やく 福音館書店 1987

8 E エリ みどりの谷のネズミしょうぼうたい ウルフ・ニルソン／作 エヴァ・エリクソン／絵 ひしき　あきらこ／訳 ＢＬ出版 2002

9 E クー 満月をまって メアリー・リン・レイ／ぶん バーバラ・クーニー／え 掛川　恭子／や
く あすなろ書房 2000

10 E シー １０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン／文 マーク・シーモント／絵 なかがわ　ちひろ／訳 あすなろ書房 2012

11 E スタ 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ うつみ　まお／やく 評論社 1991

12 E バー はたらきもののじょせつしゃけいていー バージニア・リー・バートン／ぶん・え いしい　ももこ／やく 福音館書店 1978

13 E フリ ダッシュだ、フラッシュ！ ドン・フリーマン／さく なかがわ　ちひろ／やく ＢＬ出版 2009

14 E マツ 沖釣り漁師のバート・ダウじいさん ロバート・マックロスキー／さく わたなべ　しげお／やく　 童話館出版 1995

15 E マリ くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ／さく まさき　るりこ／やく ペンギン社 1983

16 E ユー メアリー・スミス アンドレア・ユーレン／作 千葉　茂樹／訳 光村教育図書 2004

17 E ラン ジェドおじさんはとこやさん マーガリー・キング・ミッチェル／作 ジェームズ・ラン
サム／絵 渋谷　弘子／訳 汐文社 2014

18 E レン おまわりさんのスモールさん ロイス・レンスキー／ぶん・え わたなべ　しげお／やく 福音館書店 2005

19 EＫ アゼ 雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／作 メアリー・アゼア
リアン／絵 千葉　茂樹／訳 ＢＬ出版 1999

20 366 か あこがれお仕事いっぱい！せいふく図鑑 勝倉　崚太／写真 鶴田　一浩／絵 学研教育出版 2012

21 366 し 職場体験学習に行ってきました。　１～１０ 学研教育出版 2014

22 366 す しごとば 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 2009

23 366 ま 会社のしごと　１～６ 松井　大助／著 ぺりかん社 2011～2014

24 366 む 新１３歳のハローワーク 村上　龍／著 はまの　ゆか／絵 幻冬舎 2010

25 369 ほ 思い出をレスキューせよ！ 堀米　薫／文 くもん出版 2014
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１１月２３日の「勤労感謝の日」にちなんで、

いろいろな職業に関する本を集めました。

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.３３４（２０１５．１１）

※EKは科学絵本です
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26 486 し ぼくは昆虫カメラマン 新開　孝／写真・文 岩崎書店 2010

27 500 ま 町工場の底力　１～８ かもがわ出版 2013～2015

28 500 も 手に職。 森　まゆみ／著 筑摩書房 2008

29 530 み ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡　鋭治／著 講談社 2004

30 620 さ 桜守のはなし 佐野　藤右衛門／作 講談社 2012

31 640 た 珍獣病院 田向　健一／著 講談社 2011

32 640 も うちは精肉店 本橋　成一／写真と文 農山漁村文化協会 2013

33 680 に ぼくは少年鉄道員 西森　聡／写真・文 福音館書店 2010

34 750 お 糸に染まる季節 大西　暢夫／写真・文 岩崎書店 2010

35 913 い 建具職人の千太郎 岩崎　京子／作 田代　三善／絵 くもん出版 2009

36 913 と しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所 2009

37 913 ほ 林業少年 堀米　薫／作 スカイエマ／絵 新日本出版社 2013

38 913 む やまさきしょうてんひとくちもなか 村中　李衣／作 川端　誠／絵 大日本図書 1998

39 913 も つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子／作 中村　悦子／絵 講談社 1998

40 913 や オレたちの明日に向かって 八束　澄子／〔著〕 ポプラ社 2012

41 913 よ すし食いねえ 吉橋　通夫／著 講談社 2015

42 913 わ 希望への扉リロダ 渡辺　有理子／作 小渕　もも／絵 アリス館 2012

43 933 か すんだことはすんだこと ワンダ・ガアグ／再話・え 佐々木　マキ／やく 福音館書店 1991

44 933 か 見習い物語　上・下 レオン・ガーフィールド／作 斉藤　健一／訳 岩波書店 2002

45 933 く アリスの見習い物語 カレン・クシュマン／著 柳井　薫／訳 中村　悦子／絵　 あすなろ書房 1997

46 933 は モギちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク／著 片岡　しのぶ／訳 あすなろ書房 2003

47 933 ふ 町かどのジム エリノア・ファージョン／文 エドワード・アーディゾーニ／絵 松岡　享子／訳 童話館出版 2001

48 933 ま うちはお人形の修理屋さん ヨナ・ゼルディス・マクドノー／作 おびか　ゆうこ／訳 杉浦　さやか／絵 徳間書店 2012

49 933 め 歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル／作 岡本　さゆり／訳 平野　恵理子／絵 偕成社 1997

50 943 ひ しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー／作 ゲルハルト・ラール／絵 たかはし　ふみこ／訳 徳間書店 2009

51 943 ほ パパは専業主夫 キルステン・ボイエ／作 遠山　明子／訳 平野　恵理子／絵 童話館出版 1996

52 943 ら 庭師の娘 ジークリート・ラウベ／作 若松　宣子／訳 中村　悦子／絵 岩波書店 2013

53 949 し ネコのミヌース アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作 カール・ホランダー／絵 西村　由美／訳 徳間書店 2000
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展示期間 １１/１(日) ～ １１/２６(木)

休館日 １１/２(月)、１１/４(水)、１１/９(月)、１１/１６(月)、１１/２４（火）


