
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E かわ じゅげむ 川端　誠　作 クレヨンハウス 1998

2 E イ あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イ　ヨンギョン　ぶん・え かみや　にじ　やく 福音館書店 1999

3 E ウ 十万本の矢 〔羅　貫中　原作〕 唐　亜明　文 于　大武　絵 岩波書店 1997

4 E ビー 宝さがしの旅 スティーヴン・ビースティー　絵 メレディス・フーパー　文 山田　順子　訳 岩波書店 2002

5 EＫ あん 天動説の絵本 安野　光雅　著 福音館書店 1979

6 EＫ おお とりになったきょうりゅうのはなし 大島　英太郎　さく 福音館書店 2010

7 EＫ おお 絵本江戸のまち 太田　大輔　作 講談社 2017

8 EＫ せき カエサルくんと本のおはなし いけがみ　しゅんいち　文 せきぐち　よしみ　絵 福音館書店 2015

9 EＭ あか つるにょうぼう 矢川　澄子　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1979

10 EＭ あき いっすんぼうし いしい　ももこ　ぶん あきの　ふく　え 福音館書店 1965

11 EＭ いの ふしぎなやどや 〔薛　漁思　原作〕 はせがわ　せつこ　文 いのうえ　ようすけ　画 福音館書店 1990

12 EＭ アル ラン　パン　パン マギー・ダフ　さいわ ホセ・アルエゴ　え アリアンヌ・ドウィ　え 評論社 1989

13 EＭ ゼー 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

14 EＭ ソイ まほうのたいこ うちだ　りさこ　ぶん シェイマ・ソイダン　え 福音館書店 2000

15 EＭ デパ ジェイミー・オルークとおばけイモ トミー・デ・パオラ　再話・絵 福本　友美子　訳 光村教育図書 2007

16 EＭ ブラ せかい１おいしいスープ マーシャ・ブラウン　さいわ・え わたなべ　しげお　やく ペンギン社 1979

17 020 つ 本のれきし５０００年 辻村　益朗　作 福音館書店 1992

18 200 か 日本と世界の歴史対比事典 エディット　編著 ＰＨＰ研究所 2011

19 200 き はじめての考古学 菊池　徹夫　著 朝日学生新聞社 2013

20 200 こ 世界の発掘現場と冒険家たち ステファヌ・コンポワン　文・写真 野中　夏実　訳 西村書店 2013

21 209 し グランド・ルート アニック・ド・ジリ　文 メルラン　絵 野中　夏実　訳 西村書店 2015

22 210 い 弥生人の心にタッチ！ 今関　信子　著 くもん出版 2013

23 210 え 江戸のくらしがわかる絵事典 ＰＨＰ研究所 2003

24 210 お 土の中からでてきたよ 小川　忠博　写真と文 平凡社 2004
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昔の風俗や歴史を知ることのできる本を集めました

展示している本プラスアルファ No.３６９（２０１９．４・５）

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、ＥМは昔話絵本です



区分 № 書名 出版者 出版年著者　　　　請求記号

25 210 し Ｊｒ．日本の歴史　１～７ 平川　南　編集委員 五味　文彦　編集委員 大石　学　編集委員 小学館 2010～2011

26 210 た おどろきの東京縄文人 瀧井　宏臣　著 講談社 2014

27 240 ふ エジプトのミイラ アリキ　文と絵 神鳥　統夫　訳 あすなろ書房 2000

28 330 い ビジュアル日本のお金の歴史　飛鳥時代～戦国時代 井上　正夫　著 ゆまに書房 2015

29 330 い ビジュアル日本のお金の歴史　江戸時代 岩橋　勝　著 ゆまに書房 2015

30 330 く ビジュアル日本のお金の歴史　明治時代～現代 草野　正裕　著 ゆまに書房 2016

31 380 き 江戸の子どもちょんまげのひみつ 菊地　ひと美　作 偕成社 2013

32 380 み 売り声図鑑　１、２ 宮田　章司　文 瀬知　エリカ　絵 絵本塾出版 2018

33 380 む 昔の道具うつりかわり事典 小峰書店 2015

34 380 も トイレのおかげ 森枝　雄司　写真・文 はら　さんぺい　絵 福音館書店 2007

35 380 ろ 衣服の歴史図鑑 Ｌ．ローランド＝ワーン　著 あすなろ書房 2005

36 388 お 日本の昔話　１～５ おざわ　としお　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1995

37 388 せ 世界のむかしばなし 瀬田　貞二　訳 太田　大八　絵 のら書店 2000

38 457 に 日本の恐竜大研究 ＰＨＰ研究所 2018

39 520 ふ 日本の城 古舘　明廣　文・構成 岩崎書店 2017

40 530 や 機関車・電車の歴史 山本　忠敬　著 福音館書店 2002

41 550 ひ 人類の歴史を作った船の本 ヒサ　クニヒコ　絵・文 子どもの未来社 2016

42 670 ふ 昭和のお店屋さん 藤川　智子　作 ほるぷ出版 2018

43 710 い 奈良の大仏をつくる 石野　亨　文 井口　文秀　絵 稲川　弘明　図 小峰書店 2004

44 911 こ ときめき百人一首 小池　昌代　著 河出書房新社 2017

45 913 お おとぎ草子 大岡　信　作 岩波書店 2006

46 913 か 宇治拾遺ものがたり 川端　善明　作 岩波書店 2004

47 913 し サラシナ 芝田　勝茂　作 佐竹　美保　絵　 あかね書房 2001

48 913 な 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江　優子　著 亀井　俊介　訳 講談社 2016

49 913 ふ タイムチケット 藤江　じゅん　作 上出　慎也　画 福音館書店 2009

50 933 あ 時の旅人 アリスン・アトリー　著 小野　章　訳 評論社 1980

51 933 ふ 海辺の宝もの ヘレン・ブッシュ　著 鳥見　真生　訳 佐竹　美保　画 あすなろ書房 2012

52 933 ほ グリーン・ノウの子どもたち ルーシー・Ｍ・ボストン　作 ピーター・ボストン　絵 亀井　俊介　訳 評論社 2008

53 933 る とぶ船　上、下 ヒルダ・ルイス　作 石井　桃子　訳 岩波書店 2006
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休館日 ４/１(月)、４/８(月)、４/１５(月)、４/２２（月）

５/７（火）、５/１３（月）、５/２０（月）、５/２７（月）、５/３１（金）


