
※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 ふ かんかんかん のむら　さやか　文 川本　幸　制作 塩田　正幸　写真 福音館書店 2010

2 E ふ のりたいな みやまつ　ともみ　さく 福音館書店 2019

3 E あん きかんしゃホブ・ノブ　 ルース・エインズワース　作 上條　由美子　訳 安徳　瑛　画 福音館書店 2016

4 E すず みんなで！どうろこうじ　 竹下　文子　作 鈴木　まもる　絵 偕成社 2016

5 E なか とらたとトラック なかがわ　りえこ　ぶん なかがわ　そうや　え 福音館書店 2009

6 Ｅ にし やこうれっしゃ　 西村　繁男　さく 福音館書店 2012

7 Ｅ ほり おにまるのヘリコプター きしだ　えりこ　さく ほりうち　せいいち　え 文化出版局 1987

8 E オー 急行「北極号」　 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ　絵と文 村上　春樹　訳 あすなろ書房 2003

9 E オル ピーターの自転車 ヴァージニア・アレン・イェンセン　文 イブ・スパン・オルセン　絵 木村　由利子　訳 文化出版局 1980

10 Ｅ スピ ああ、たいくつだ！ ピーター・スピアー　さく 松川　真弓　やく　 評論社 1989

11 E バー いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン　ぶん　え むらおか　はなこ　やく　 福音館書店 1961

12 E バー ボルカ ジョン・バーニンガム　さく きじま　はじめ　やく ほるぷ出版 1993

13 E バン 熱気球　 ガブリエル・バンサン　作 もり　ひさし　訳 ＢＬ出版 1998

14 Ｅ フロ 走れ！！機関車 ブライアン・フロッカ　作　絵 日暮　雅通　訳 偕成社 2017

15 Ｅ レン ちいさいヨット ロイス・レンスキー　ぶん・え わたなべ　しげお　やく　 福音館書店 2005

16 EＫ いし フェリーターミナルのいちにち 石橋　真樹子　さく 福音館書店 2012

17 EＫ おか しょうぼうしゃ、てんけんよし！ 片平　直樹　ぶん 岡本　よしろう　え　 交通新聞社 2021

18 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

19 EＫ こも くうこうではたらくくるま　 こもり　まこと　さく 教育画劇 2013

20 EＫ かま しゅつどう！しょうぼうたい　 鎌田　歩　作・絵 金の星社 2019

21 EＫ みぞ ちょうでんどうリニア　 溝口　イタル　え 平岩　美香　文 交通新聞社 2015

22 EＫ みね じょせつしゃ　 みねむら　かつこ　さく 福音館書店 2005

23 EＫ やま とっきゅうでんしゃあつまれ　 山本　忠敬　さく 福音館書店 1991

24 EM ブラ 空とぶじゅうたん マーシャ・ブラウン　再話　絵 松岡　享子　訳 アリス館 2008

10月14日（金）「鉄道の日」にちなみ、のりものに関する図書を展示します。
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区分 No. 書　　　　　　　名 出版者 出版年

25 010 く 「走る図書館」が生まれた日 シャーリー・グレン　作 渋谷　弘子　訳 評論社 2019

26 285 ら ライト兄弟　 ラッセル・フリードマン　著 松村　佐知子　訳 偕成社 1993

27 500 こ 透視絵図鑑なかみのしくみ　のりもの こどもくらぶ　編さん 六耀社 2015

28 530 う 宇宙ロケット図鑑 成美堂出版 2021

29 530 さ 飛びたかった人たち 佐々木　マキ　作 福音館書店 1994

30 530 せ 世界のてつどう図鑑２０００ スタジオタッククリエイティブ 2019

31 530 た 自転車ものがたり 高頭　祥八　文　絵　 福音館書店 2016

32 530 み ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡　鋭治　著 講談社 2004

33 550 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

34 550 ま 舟をつくる 関野　吉晴　写真 前田　次郎　文 徳間書店 2013

35 680 あ 航空会社図鑑 青山　邦彦　絵 日経ＢＰコンサルティング 2016

36 913 あ 車のいろは空のいろ　１～３ あまん　きみこ　作 北田　卓史　絵 ポプラ社 2000

37 913 く 風の靴 朽木　祥　作 講談社 2009

38 913 う シーラカンスとぼくらの冒険 歌代　朔　作 町田　尚子　絵　 あかね書房 2011

39 913 さ おばあさんのひこうき 佐藤　さとる　作 村上　勉　え 小峰書店 1979

40 913 み ぼくらは鉄道に乗って 三輪　裕子　作 佐藤　真紀子　絵　 小峰書店 2016

41 913 わ ふたごのでんしゃ 渡辺　茂男　作 堀内　誠一　絵 あかね書房 2004

42 933 く がんばれヘラクレス ハーディー・グラマトキー　さく わたなべ　しげお　やく 学研 2005

43 933 せ 天才コオロギニューヨークへ ジョージ・セルデン　作 ガース・ウイリアムズ　絵 吉田　新一　訳　 あすなろ書房 2004

44 933 は リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス　作 ジェイミー・ホーガン　絵 永瀬　比奈　訳 鈴木出版 2009

45 933 は ブルーイッシュ ヴァージニア・ハミルトン　著 片岡　しのぶ　訳　 あすなろ書房 2002

46 933 ふ チキチキバンバン　1～3 イアン・フレミング　さく ジョン・バーニンガム　え こだま　ともこ　やく　 あすなろ書房 2010

47 943 ふ きかんしゃ１４１４ フリードリヒ＝フェルト　作 鈴木　武樹　訳 赤坂　三好　絵 偕成社 1985

48 943 ふ ぼくたちの船タンバリ ベンノー・プルードラ　作 上田　真而子　訳 岩波書店 2008

49 953 う 海底二万海里 Ｊ・ベルヌ　作 清水　正和　訳 Ａ・ド・ヌヴィル　画 福音館書店 1976
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請求記号 著　　　　　　　　者

休館日 １０/３(月）、１０/１１（火）、１０/１７（月）、１０/２４(月）、１０/３１（月）


