
※ＥＫは科学絵本、EMは昔話絵本です。

区分 No. 書　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E あら チキチキチキチキいそいでいそいで 角野　栄子　文 荒井　良二　絵 あかね書房 1996

2 E あん まるいちきゅうのまるいちにち 安野　光雅　編 エリック・カール　〔ほか絵〕　 童話屋 1986

3 E との とけいのあおくん エリザベス・ロバーツ　さく 殿内　真帆　え 灰島　かり　やく 福音館書店 2014

4 E はせ ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史　作　絵 教育画劇 2007

5 E やつ やとのいえ 八尾　慶次　作 偕成社 2020

6 E やま ねこどけい きしだ　えりこ　さく やまわき　ゆりこ　え 福音館書店 2016

7 E アー 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ　作 あべ　きみこ　訳 こぐま社 1998

8 E イ よじはんよじはん ユン　ソクチュン　ぶん イ　ヨンギョン　え かみや　にじ　やく 福音館書店 2007

9 E スロ ねぼすけはとどけい ルイス・スロボドキン　作 くりやがわ　けいこ　訳　 偕成社 2007

10 E タレ ながーい５ふん　みじかい５ふん リズ・ガートン・スキャンロン　文 オードリー・ヴァーニック　文 オリヴィエ・タレック　絵 光村教育図書 2019

11 E バー ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん　ぶんとえ いしい　ももこ　やく 岩波書店 2019

12 E ハツ ヒギンスさんととけい パット・ハッチンス　さく たなか　のぶひこ　やく ほるぷ出版 2006

13 E ブラ ３００年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス　文 ソフィー・ブラッコール　絵 横山　和江　訳　 あすなろ書房 2016

14 E マー メアリー・アリス・いまなんじ？ ジェフリー・アレン　文 ジェームズ・マーシャル　絵　 小沢　正　訳 童話館 1995

15 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

16 E ラス あと１０ぷんでねるじかん ペギー・ラスマン　作・絵 ひがし　はるみ　訳　 徳間書店 1999

17 E ラン おばあちゃんの時計 ジェラルディン・マッコーリーン　文 スティーブン・ランバート　絵 まつかわ　まゆみ　訳 評論社 2002

18 EＫ おお とき 谷川　俊太郎　ぶん 太田　大八　え　 福音館書店 1984

19 EＫ まつ とけいのほん　１・２ まつい　のりこ　さく 福音館書店 1993

20 EＫ ダン じかんがどんどん ジェームズ・ダンバー　さく せな　あいこ　やく 評論社 1999

21 EＫ デン しゃっくり１かい１びょうかん ヘイゼル　ハッチンス　さく ケイディ　マクドナルド　デントン　え はいじま　かり　やく 福音館書店 2008

22 EＭ あき うらしまたろう 時田　史郎　再話 秋野　不矩　画　 福音館書店 1974

23 210 た おどろきの東京縄文人 瀧井　宏臣　著 講談社 2014

24 210 み ふるさと６０年 道浦　母都子　文 金　斗鉉　絵 福音館書店 2012

25 281 は 星空に魅せられた男間重富 鳴海　風　作 高山　ケンタ　画　 くもん出版 2011

26 283 は 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン　文 エリック・ブレグバッド　絵 片岡　しのぶ　訳 あすなろ書房 2005

27 420 し 時間の大研究 ＰＨＰ研究所 2012
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「時の記念日」にちなんで、時間や時計、タイムトラベルに関する本を集めました。



区分 No. 書　　　　　　　名 出版者 出版年

28 440 し １秒の長さは、だれがきめたの？ 清水　徳子　著 アリス館 2002

29 440 す Ｗｈａｔ　ｔｉｍｅ　ｉｓ　ｉｔ？ Ａ．Ｇ．スミス　著 渡会　和子　訳 ほるぷ出版 1993

30 440 や 時計がわかる本 矢玉　四郎　著 岩崎書店 2014

31 450 す ０．１ミリのタイムマシン 須藤　斎  著 くもん出版 2008

32 460 い 時間のコレクション 飯村　茂樹　写真・文 フレーベル館 2010

33 480 も 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄　文 あべ　弘士　絵 福音館書店 1994

34 530 と 時計の大研究 ＰＨＰ研究所 2004

35 908 ほ 時空の旅 星　新一　〔ほか〕著 ポプラ社 2005

36 913 お 二分間の冒険 岡田　淳　著 太田　大八　絵 偕成社 1985

37 913 か 銀のほのおの国 神沢　利子　さく 堀内　誠一　え 福音館書店 1997

38 913 こ ゆびぬき小路の秘密 小風　さち　作 小野　かおる　画 福音館書店 1994

39 913 さ 哲夫の春休み 斎藤　惇夫　作 金井田　英津子　画　 岩波書店 2010

40 913 さ アルフレートの時計台 斉藤　洋　著 森田　みちよ　画 偕成社 2011

41 913 し サラシナ 芝田　勝茂　作 佐竹　美保　絵 あかね書房 2001

42 913 た 時計坂の家 高楼　方子　著 千葉　史子　絵 福音館書店 2016

43 913 と ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子　作 佐竹　美保　絵 講談社 2020

44 913 は ちょっとだけタイムスリップ 花田　鳩子　作 福田　岩緒　絵 ＰＨＰ研究所 2012

45 913 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

46 913 や 海へでる道 山下　明生　作 はらだ　たけひで　絵 あかね書房 2002

47 913 よ はっけよい！雷電 吉橋　通夫　著 講談社 2017

48 933 あ 時の旅人 アリスン・アトリー　〔著〕 小野　章　訳 評論社 1980

49 933 う タイムマシン Ｈ．Ｇ．ウェルズ　作 金原　瑞人　訳 岩波書店 2000

50 933 え 時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ　作 吉上　恭太　訳 杉田　比呂美　絵 徳間書店 2008

51 933 し アーサー王救出作戦 ジョン・シェスカ　作 レイン・スミス　絵 幾島　幸子　訳 岩波書店 1994

52 933 し 時の町の伝説 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　作 田中　薫子　訳 佐竹　美保　絵 徳間書店 2004

53 933 は 時間だよ、アンドルー メアリー・ダウニング・ハーン　作 田中　薫子　訳 徳間書店 2000

54 933 は 時をさまようタック ナタリー・バビット　作 小野　和子　訳 評論社 1989

55 933 ひ トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス　作 高杉　一郎　訳 岩波書店 1967

56 933 る とぶ船　上・下 ヒルダ・ルイス　作 石井　桃子　訳 岩波書店 2006

57 933 ろ 思い出のマーニー　 ジョーン・G・ロビンソン　〔著〕 松野　正子　訳　 岩波書店 2014

58 943 え モモ ミヒャエル・エンデ　作 大島　かおり　訳 岩波書店 1976

ノ

ン

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

物

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

語

請求記号 著　　　　　　　　者

休館日 ６/７(月）、６/１４(月）、６/２１（月）、６/２８（月）


