
※ＥＫは科学絵本です。

区分 No. 書　　　　　　名 出版者名 出版年

1 EＫ かこ 出発進行！里山トロッコ列車 かこ　さとし　作・絵 偕成社 2016
2 EＫ ふじ ちいさな鳥の地球たび 藤原　幸一　写真・文 岩崎書店 2011
3 E あん 旅の絵本 安野　光雅　〔著〕 福音館書店 1977～
4 E しん 旅する蝶 新宮　晋　著 文化学園文化出版局 2012
5 E にし やこうれっしゃ 西村　繁男　さく 福音館書店 1983
6 E はや こんとあき 林　明子　さく 福音館書店 1989
7 E イー せかいをみにいったアヒル マーガレット・ワイズ・ブラウン　文 イーラ　写真 ふしみ　みさを　訳　徳間書店 2009
8 E ヴイ ながいながい旅 イロン・ヴィークランド　絵 ローセ・ラーゲルクランツ　文 石井　登志子　訳 岩波書店 2008
9 E カー リンゴのたび デボラ・ホプキンソン　作 ナンシー・カーペンター　絵 藤本　朝巳　訳 小峰書店 2012
10 E グレ ベンジーのふねのたび マーガレット・ブロイ・グレアム　さく・え わたなべ　しげお　やく 福音館書店 1980
11 E シム シルクロードのあかい空 イザベル・シムレール　文・絵 石津　ちひろ　訳 岩波書店 2018
12 E シユ おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ　作 さくま　ゆみこ　訳 あすなろ書房 2009
13 E スタ ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ウィリアム・スタイグ　作 木坂　涼　訳　 セーラー出版 1995
14 E セイ おじいさんの旅 アレン・セイ　文・絵 〔大島　英美　訳〕 ほるぷ出版 2002
15 E バー 旅するベッド ジョン・バーニンガム　作 長田　弘　訳 ほるぷ出版 2003
16 E マリ くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ　文・絵 石井　桃子　訳　 岩波書店 1986
17 E ユン せんをたどってせかいいっしゅう ローラ・ユンクヴィスト　さく ふしみ　みさを　やく　 講談社 2008
18 E レイ ペンギンくん、せかいをまわる Ｍ．レイ　作 Ｈ．Ａ．レイ　作 山下　明生　訳 岩波書店 2000
19 281 な わがはいは中村春吉である。 横田　順彌　作 岩淵　慶造　絵　 くもん出版 2011
20 290 せ グレートジャーニー探検記 関野　吉晴　著 徳間書店 2013
21 290 せ まぼろしのデレン 関屋　敏隆　さく 福音館書店 2005
22 290 な リヤカーマンって知ってるかい？ 永瀬　忠志　写真と文 少年写真新聞社 2016
23 291 い サンカクノニホン 伊勢　華子　写真・文 ポプラ社 2009
24 292 い 川をのぼって森の中へ 今森　光彦　著 偕成社 2013
25 440 な ぼくらの地図旅行 那須　正幹　ぶん 西村　繁男　え　 福音館書店 1989
26 680 ま 鉄道記 真島　満秀　著 真島満秀写真事務所スタッフ　著 福音館書店 2002
27 700 ま まるごと日本の世界遺産 増田　明代　著 講談社 2014
28 782 ま 車いすで世界一周 エインズリー・マンソン　文 杉本　詠美　訳 たしろ　ちさと　絵 汐文社 2013

請求記号 著　　　　　者　　　　　名

絵
　
　
　
　
　
　
　
本

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

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.372（2019.9・10）

旅に関する本を集めました。



区分 No. 書　　　　　　名 出版者名 出版年

29 913 あ いえでででんしゃ あさの　あつこ　作 佐藤　真紀子　絵　 新日本出版社 2000
30 913 い よりみち３人修学旅行 市川　朔久子　著 講談社 2018
31 913 か 霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子　作 杉田　比呂美　絵　 講談社 2006
32 913 か ふらいぱんじいさん 神沢　利子　作 堀内　誠一　絵　 あかね書房 1969
33 913 き たびいえさん 北川　チハル　作 青山　邦彦　絵 くもん出版 2015
34 913 こ 星の旅人 小前　亮　著 小峰書店 2018
35 913 さ ベンガル虎の少年は…… 斉藤　洋　作 伊東　寛　絵 あかね書房 1988
36 913 そ ガラスのうま 征矢　清　さく 林　明子　え 偕成社 2001
37 913 た 黒ねこサンゴロウ　１～５ 竹下　文子　作 鈴木　まもる　絵 偕成社 1994
38 913 も またたびトラベル 茂市　久美子　作 黒井　健　絵　 学習研究社 2005
39 913 も ショート・トリップ 森　絵都　作 長崎　訓子　画　 理論社 2000
40 923 こ 西遊記　上・中・下 呉　承恩　作 伊藤　貴麿　編訳 岩波書店 2001
41 933 う 木馬のぼうけん旅行 アーシュラ・ウィリアムズ　作 石井　桃子　訳 ペギー・フォートナム　画　 福音館書店 2003
42 933 さ ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ　著 乾　侑美子　訳　 評論社 2010
43 933 す ガリヴァー旅行記　上・下 ジョナサン・スウィフト　作 坂井　晴彦　訳 C・E・ブロック　画 福音館書店 2006
44 933 ち 二つの旅の終わりに エイダン・チェンバーズ　作 原田　勝　訳 徳間書店 2003
45 933 な ヨハネスブルクへの旅 ビヴァリー・ナイドゥー　作 もりうち　すみこ　訳 橋本　礼奈　画　 さ・え・ら書房 2008
46 933 は ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ　著 片岡　しのぶ　訳 あすなろ書房 2008
47 933 ろ ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ　作 さくま　ゆみこ　訳 佐竹　美保　絵 あすなろ書房 2000
48 943 う 火のくつと風のサンダル ウルズラ・ウェルフェル　作 関　楠生　訳 久米　宏一　絵 童話館出版 1997
49 943 え ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ　作 上田　真而子　訳 岩波書店 2011
50 953 む 旅するヤギはバラードを歌う ジャン＝クロード・ムルルヴァ　著 山本　知子　訳 早川書房 2006
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