
区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 EK あん 壷の中 安野　雅一郎　作 安野　光雅　絵 童話屋 1982

2 EK あん はじめてであう　すうがくの絵本　１～３ 安野　光雅　著 福音館書店 1982

3 EK ほり いくつかな？ 谷川　俊太郎　さく 堀内　誠一　え くもん出版 2010

4 EK ウエ 数ってどこまでかぞえられる？ ロバート・Ｅ・ウェルズ　さく せな　あいこ　やく 評論社 2016

5 EK オブ フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ　文 ジョン・オブライエン　絵 渋谷　弘子　訳 さ・え・ら書房 2010

6 EK ケロ １００万ってどれくらい？ デビット・Ｍ・シュワルツ　作 スティーブン・ケロッグ　絵 須美子・サライン　訳 文研出版 2007

7 EK ミラ たのしいローマ数字 デビッド・Ａ・アドラー　文 エドワード・ミラー　絵 千葉　茂樹　訳 光村教育図書 2017

8 EM デミ １つぶのおこめ デミ　作 さくま　ゆみこ　訳 光村教育図書 2009

9 E たか じゅっぴきでござる エクトル・シエラ　作 高畠　純　絵 佼成出版社 2013

10 E たか さんすううちゅうじんあらわる！ かわばた　ひろと　作 高畠　那生　絵 講談社 2012

11 E たに ウラパン・オコサ 谷川　晃一　作 童心社 1999

12 E はや １０までかぞえられるこやぎ アルフ・プリョイセン　作 山内　清子　訳 林　明子　絵 福音館書店 1991

13 E アラ トビのめんどり ポリー・アラキジャ　作 さくま　ゆみこ　訳 さ・え・ら書房 2014

14 E アン ３６人のパパ イアン・リュック・アングルベール　作 ひろはた　えりこ　訳 小峰書店 2006

15 E ガリ ひとつ マーク　ハーシュマン　作 バーバラ　ガリソン　絵 谷川　俊太郎　訳 福音館書店 2010

16 E クシ さんすうサウルス ミッシェル　マーケル　ぶん ダグ　クシュマン　え はいじま　かり　やく 福音館書店 2011

17 E ジヨ ３６５まいにちペンギン ジャン＝リュック・フロマンタル　ぶん ジョエル・ジョリヴェ　え 石津　ちひろ　やく ブロンズ新社 2006

18 E シン 魔女ひとり ローラ・ルーク　作 Ｓ．Ｄ．シンドラー　絵 金原　瑞人　訳 小峰書店 2004

19 E ドー ひよこのかずはかぞえるな イングリ・ドーレア　さく エドガー・パーリン・ドーレア　さく せた　ていじ　やく 福音館書店 1980
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かぞえてみよう
3月14日の「数学の日」にちなみ、数に関する図書を展示します。

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

展示している本プラスアルファ No.358 （２０１8．3）
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20 E ハツ おまたせクッキー パット＝ハッチンス　さく 乾　侑美子　やく 偕成社 1987

21 E ブラ ハンダのめんどりさがし アイリーン・ブラウン　作 福本　友美子　訳 光村教育図書 2007

22 E ブラ １はゴリラ アンソニー・ブラウン　作 さくま　ゆみこ　訳 岩波書店 2013

23 E ブラ 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

24 E マケ 王さまライオンのケーキ マシュー・マケリゴット　作・絵 野口　絵美　訳 徳間書店 2010

25 E ラマ １０にんのきこり Ａ．ラマチャンドラン　さく 田島　伸二　やく 講談社 2007

26 281 せ 円周率の謎を追う 鳴海　風　作 伊野　孝行　画 くもん出版 2016

27 410 え 数の悪魔 エンツェンスベルガー　著 ベルナー　絵 丘沢　静也　訳 晶文社 1998

28 410 こ 和算って、なあに？ 小寺　裕　著 少年写真新聞社 2015

29 410 さ 世界の算数ゲーム クラウディア・ザスラフスキー　著 岡部　恒治　監訳 ワニブックス 2004

30 410 た 算数おもしろ絵事典 田中　良重　著 伊藤　まさあき　絵 ＰＨＰ研究所 2005

31 410 も はてなし世界の入口 森　毅　文 木幡　寛　文 タイガー立石　絵 福音館書店 1990

32 410 よ 算数が好きになる本 芳沢　光雄　著 小松　亜紗美　絵 講談社 2014

33 410 る 世界一おもしろい数の本 カリーナ・ルアール　文 フロランス・ピノー　文 ジョシャン・ジェルネール　絵 ポプラ社 2015

34 815 も モノの数え方えほん ふわ　こういちろう　イラスト 日本図書センター 2015

35 913 み すうじだいぼうけん 宮下　すずか　作 みやざき　ひろかず　え 偕成社 2010

36 913 む トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル１ 向井　湘吾　作 イケダ　ケイスケ　絵 ポプラ社 2015

37 933 え 百まいのドレス エレナー・エスティス　作 石井　桃子　訳 ルイス・スロボドキン　絵 岩波書店 2006

38 933 き １１をさがして パトリシア・ライリー・ギフ　作 岡本　さゆり　訳 佐竹　美保　絵 文研出版 2010

39 933 け ふしぎをのせたアリエル号 リチャード・ケネディ　作 中川　千尋　訳・絵 徳間書店 2001

40 933 す 世界を７で数えたら ホリー・ゴールドバーグ・スローン　作 三辺　律子　訳 小学館 2016

41 933 た 十三番目の子 シヴォーン・ダウド　作 パム・スマイ　絵 池田　真紀子　訳 小学館 2016

42 933 ね メリサンド姫 Ｅ．ネズビット　作 灰島　かり　訳 高桑　幸次　絵 小峰書店 2014

43 953 へ ３つ数えて走りだせ エリック・ペッサン　著 平岡　敦　訳 あすなろ書房 2017

44 953 る アルセーヌ＝ルパン全集１１　三十棺桶島 モーリス＝ルブラン　著 大友　徳明　訳 偕成社 1983
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展示期間：３/１（木）～３/２４（土）， 展示期間中の休館日 ３/５(月)、３/１２(月)、３/１９(月)、３/２２（木）※ EKは科学絵本、EMは昔話絵本です。


