
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E すぎ まつげの海のひこうせん 山下　明生　作 杉浦　範茂　絵 偕成社 1983

2 E たし とべバッタ 田島　征三　作 偕成社 1988

3 E ちよ クーくんツーくんとヘリコプター 長　新太　著 文渓堂 2007

4 E やま とべ！ちいさいプロペラき 小風　さち　作 山本　忠敬　絵 福音館書店 2000

5 E エイ 飛行士フレディ・レグランド ジョン・エイジー　絵と文 清水　奈緒子　訳　 セーラー出版 1996

6 E オツ かぼちゃひこうせんぷっくらこ レンナート・ヘルシング　ぶん スベン・オットー　え 奥田継夫　やく アリス館牧新社 1982

7 E カリ マウルスとマドライナ アロワ・カリジェ　文・絵 岩波書店 1976

8 E クー リンドバーグ トーベン・クールマン　作 金原　瑞人　訳 ブロンズ新社 2015

9 E コー そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう ステラ・ブラックストーン　文 クリストファー・コー　絵 福本　友美子　訳 ほるぷ出版 2015

10 E スタ 空とぶゴーキー ウィリアム・スタイグ　作 木坂　涼　訳 セーラー出版 1996

11 E バー ひこうき バイロン・バートン　さく　え こじま　まもる　やく　 金の星社 1992

12 E プロ パパの大飛行 アリス・プロヴェンセン　作 マーティン・プロヴェンセン　作 脇　明子　訳 福音館書店 1986

13 E レイ おさるのジョージききゅうにのる Ｍ．レイ　原作 Ｈ．Ａ．レイ　原作 渡辺　茂男　訳 岩波書店 1999

14 E レン ちいさいひこうき 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

15 EK かま 飛行機しゅっぱつ！ 鎌田　歩　作 福音館書店 2018

16 EM ブラ 空とぶじゅうたん マーシャ・ブラウン　再話・絵 松岡　享子　訳　 アリス館 2008

17 283 さ 飛行士と星の王子さま ピーター・シス　文・絵 原田　勝　訳 徳間書店 2015

18 285 ら ライト兄弟 ラッセル・フリードマン　著 松村　佐知子　訳 偕成社 1993

19 530 さ 飛びたかった人たち 佐々木　マキ　作 福音館書店 1994

20 530 し 飛行機のしくみ 白鳥　敬　著 誠文堂新光社 2013

21 530 そ 空をとぶ飛行機 成美堂出版 2007

22 530 そ 飛ぶしくみ大研究 造事務所　編・構成 ＰＨＰ研究所 2008
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ライト兄弟の初飛行（12/17）や、日本人初飛行の日（12/19）に

ちなみ、飛行に関連した本を集めました。

展示している本プラスアルファ No.３６5 （２０１８．12）

５-Daysこども図書館
（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

※ EKは科学絵本、EMは昔話絵本です
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23 530 と ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐　幸子　著 さ・え・ら書房 2005

24 530 の 宇宙においでよ！ 野口　聡一　著 林　公代　文 植田　知成　イラスト 講談社 2008

25 530 ひ 飛行機の大研究 ヒサ　クニヒコ　著 ＰＨＰ研究所 2004

26 530 や 飛行機の歴史 山本　忠敬　著 福音館書店 1999

27 913 い 山んばと空とぶ白い馬 いぬい　とみこ　著 堀内誠一　画 福音館書店 1980

28 913 さ おばあさんのひこうき 佐藤　さとる　作 村上　勉　え　 小峰書店 1979

29 913 て わかったさんのクレープ 寺村　輝夫　作 永井　郁子　絵　 あかね書房 1991

30 913 も 空とぶでまえおとどけします 茂市　久美子　作 土田　義晴　絵 あかね書房 1995

31 933 え バタシー城の悪者たち ジョーン・エイキン　作 こだま　ともこ　訳 パット・マリオット　画 冨山房 2011

32 933 え ＳＯＳ！あやうし空の王さま号 ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵 佐藤　凉子　訳　 評論社 2008

33 933 き セシルの魔法の友だち ポール・ギャリコ　作 野の　水生　訳 太田　大八　画　 福音館書店 2005

34 933 く ルーピーのだいひこう ハーディー・グラマトキー　さく わたなべ　しげお　やく 学研 2005

35 933 の 空をとぶ小人たち メアリー・ノートン　作 林　容吉　訳 岩波書店 2006

36 933 は オズの魔法使い Ｌ・Ｆ・バウム　作 渡辺　茂男　訳 Ｗ・Ｗ・デンスロウ　画 福音館書店 1990

37 933 ひ コクルおばあさんとねこ フィリパ・ピアス　作 アントニー・メイトランド　絵 前田　三恵子　訳 徳間書店 2018

38 933 ふ チキチキバンバン　１ イアン・フレミング　さく ジョン・バーニンガム　え こだま　ともこ　やく あすなろ書房 2010

39 933 へ フランバーズ屋敷の人びと　１～５ Ｋ．Ｍ．ペイトン　作 掛川　恭子　訳 岩波書店 2009

40 933 ま ライトニングが消える日 ジャン・マーク　著 三辺　律子　訳 パロル舎 2002

41 933 ま 魔女学校の一年生 ジル・マーフィ　作・絵 松川　真弓　訳　 評論社 1987

42 933 る とぶ船　上・下 ヒルダ・ルイス　作 石井　桃子　訳 岩波書店 2006

43 933 る 空飛び猫 アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン　著 村上　春樹　訳 Ｓ．Ｄ．シンドラー　絵 講談社 1993

44 943 へ 空とぶブタゴットフリート ヴァルトルン・ベーンケ　作 ユタ・バウアー　絵 遠山　明子　訳 福武書店 1987

45 949 よ ビッケと空とぶバイキング船 ルーネル・ヨンソン　作 エーヴェット・カールソン　絵 石渡　利康　訳　 評論社 2011

46 949 ら ニルスのふしぎな旅　上・下 セルマ・ラーゲルレーヴ　作 菱木　晃子　訳 ベッティール・リーベック　画 福音館書店 2007

47 953 う 神秘の島　上・下 Ｊ・ベルヌ　作 清水　正和　訳 Ｊ・フェラ　画 福音館書店 1979

48 953 さ 星の王子さま サン＝テグジュペリ　作 内藤　濯　訳 岩波書店 2000

物
　
　
　
語

ノ
ン
フ

ィ
ク
シ

ョ
ン

休館日 １２/３(月)、１２/１０(月)、１２/１７（月）、１２/２５（火）


