
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E き ふね バイロン・バートン　さく・え こじま　まもる　やく 金の星社 1992

2 E ふ ふなのりのやん ディック・ブルーナ　ぶん・え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 2017

3 E あべ くじらのあかちゃんおおきくなあれ 神沢　利子　文 あべ　弘士　絵 福音館書店 2013

4 E いと へんたこさんせんちょうになる いとう　ひろし　〔作〕 偕成社 2011

5 E むら 青いヤドカリ 村上　康成　作・絵 徳間書店 2001

6 E カラ うみ Ｇ．ブライアン・カラス　さく・え くどう　なおこ　やく 近江　卓　監修 フレーベル館 2005

7 E カル バルト モニカ・カルネシ　作・絵 中井　貴惠　訳 徳間書店 2014

8 E フレ 海へさがしに デブラ・フレイジャー　さく 井上　荒野　やく　 福音館書店 2002

9 E ホー うみへいったちいさなカニカニ クリス・ホートン　作 木坂　涼　訳 ＢＬ出版 2019

10 E マツ 海べのあさ ロバート・マックロスキー　文・絵 石井　桃子　訳 岩波書店 1979

11 E マツ すばらしいとき ロバート・マックロスキー　ぶんとえ わたなべ　しげお　やく 福音館書店 1978

12 E リー なみ スージー・リー　作 講談社 2009

13 EK おお イワシ 大片　忠明　さく 福音館書店 2019

14 EK 二ヴ いのちあふれる海へ クレア　Ａ．ニヴォラ　さく おびか　ゆうこ　やく 福音館書店 2013

15 EK バン 海のひかり モリー・バング　作 ペニー・チザム　作 さくま　ゆみこ　訳 評論社 2014

16 EK ボブ ひょうざん ローマ・ガンス　ぶん ブラディミール・ボブリ　え 正村　貞治　やく　 福音館書店 1968

17 EK ワイ ザトウクジラ ヨハンナ・ジョンストン　さく レナード・ワイスガード　え 好学社 2018

18 200 ふ 海賊日誌 リチャード・プラット　文 クリス・リデル　絵 長友　恵子　訳　 岩波書店 2003

19 400 み ぼくたちいそはまたんていだん 三輪　一雄　作・絵 松岡　芳英　写真 偕成社 2013

20 450 と 海は生きている 富山　和子　著 講談社 2009

21 480 こ 海中記 小林　安雅　著 福音館書店 1995

22 481 ふ 追跡！なぞの深海生物 藤原　義弘　写真・文 野見山　ふみこ　文 あかね書房 2013

23 483 そ クラゲゆらゆら 楚山　いさむ　写真・文 ポプラ社 2008

24 484 な ウミウシ 中野　理枝　文 豊田　直之　写真 福音館書店 2009
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６月８日「世界海の日」にちなみ、海に関する本を集めました。

展示している本プラスアルファ No.379(2020.6)

※ EKは科学絵本です。

広い海 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
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25 487 い 生きているシーラカンスに会いたい！岩田　雅光　著 新日本出版社 2019

26 487 お ゴミにすむ魚たち 大塚　幸彦　文・写真 講談社 2011

27 487 お フシギなさかな 尾崎　たまき　写真・文 新日本出版社 2019

28 487 き ふしぎな深海魚図鑑　1～３ 北村　雄一　絵と文 汐文社 2012～2013

29 487 こ ウミガメの旅 香原　知志　著 亀崎　直樹　監修 工藤　晃司　絵 ポプラ社 1999

30 487 し さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏　写真 嶋田　泰子　文 瀬能　宏　監修 ポプラ社 2015

31 489 み クジラと海とぼく 水口　博也　文 しろ　絵 アリス館 2010

32 519 や アマモの森はなぜ消えた？ 山崎　洋子　構成・文 海をつくる会　写真・監修 そうえん社 2008

33 550 た 海はもうひとつの宇宙 高頭　祥八　文・絵 福音館書店 2014

34 660 つ うなぎ一億年の謎を追う 塚本　勝巳　著 学研教育出版 2014

35 660 に 海を歩く 西野　嘉憲　写真・文 ポプラ社 2004

36 911 か 海があるということは 川崎　洋　著 水内　喜久雄　選・著 理論社 2005

38 913 く 風の靴 朽木　祥　作 服部　華奈子　挿絵 講談社 2009

37 913 く ともだちは海のにおい 工藤　直子　作 長　新太　絵 理論社 2004

39 913 さ イーゲル号航海記　１～３ 斉藤　洋　著 コジマ　ケン　絵　 偕成社 2007～2011

40 913 す 波のそこにも 末吉　暁子　作 佐竹　美保　絵 偕成社 2015

41 913 た うみのべっそう 竹下　文子　さく 沢田　としき　え 佼成出版社 2002

42 913 ふ ぽっぺん先生と笑うカモメ号 舟崎　克彦　作 岩波書店 2002

43 933 あ シャーロット・ドイルの告白 アヴィ　作 茅野　美ど里　訳 佐竹　美保　画 あすなろ書房 2010

44 933 う ブルーバック ティム・ウィントン　作 小竹　由美子　訳 橋本　礼奈　画 さ・え・ら書房 2007

45 933 こ 帰ってきた船乗り人形 ルーマー・ゴッデン　作 おびか　ゆうこ　訳 たかお　ゆうこ　絵 徳間書店 2007

46 933 ほ 海のたまご ルーシー・Ｍ・ボストン　作 猪熊　葉子　訳 岩波書店 1997

47 933 ま コービーの海 ベン・マイケルセン　作 代田　亜香子　訳 鈴木出版 2015

48 933 も 月にハミング マイケル・モーパーゴ　作 杉田　七重　訳 小学館 2015

49 933 ら 海へ出るつもりじゃなかった　上・下 アーサー・ランサム　作 神宮　輝夫　訳 岩波書店 2013

50 943 ふ 氷の上のボーツマン ベンノー・プルードラ　作 上田　真而子　訳 ヴェルナー・クレムケ　絵 岩波書店 2009

51 953 う 海底二万里　上・下 ジュール・ヴェルヌ　作 私市　保彦　訳 岩波書店 2005
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休館日 6/1(月)、6/8(月)、6/15(月)、6/22（月）、6/29（月）


