
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E あ あのやまこえてどこいくの ひろかわ　さえこ／作 アリス館 1993
2 E おお やまのきかんしゃ 松居　直／さく 太田　忠／え 福音館書店 1979
3 E かわ 槍ケ岳山頂 川端　誠／作 ＢＬ出版 2014
4 E きも つるちゃんとクネクネのやまのぼり きもと　ももこ／作 文溪堂 2012
5 E こい 山のとしょかん 肥田　美代子／文 小泉　るみ子／絵 文研出版 2010
6 E こい やまこえのこえかわこえて こいで　やすこ／さく 福音館書店 2001
7 E こば ちいさなやま 小林　豊／作・絵 ポプラ社 2001
8 E たか ケチルさんのぼうけん たかどの　ほうこ／さく・え フレーベル館 1998
9 E たか やまからのてがみ 千世　繭子／作 高野　紀子／絵 フレーベル館 2003
10 E たか ワニぼうのやまのぼり 内田　麟太郎／文 高畠　純／絵 文渓堂 2007
11 E たけ はじめてのやまのぼり 美智子／文 武田　和子／絵 至光社 1991
12 E とよ やまのおふろやさん とよた　かずひこ／さく・え ひさかたチャイルド 2006
13 E なか １０ぴきのかえるざんざんやまへ 間所　ひさこ／さく 仲川　道子／え ＰＨＰ研究所 2003
14 E ふた やまのぼり ひらの　ひでひこ／ぶん 二俣　英五郎／え 福音館書店 1984
15 E みや なめとこ山の熊 宮沢　賢治／作 あべ　弘士／絵 三起商行 2007
16 E むら やまのバス 内田　麟太郎／文 村田　エミコ／画 佼成出版社 2009
17 E わた じいちゃんとないしょないしょのやまのぼり わたなべ　さもじろう／作・絵 鈴木出版 2007
18 E カリ ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ／文 アロワ・カリジェ／絵 大塚　勇三／訳 岩波書店 1973
19 E グツ わたしが山おくにすんでいたころ シンシア・ライラント／文 ダイアン・グッド／絵 もりうち　すみこ／訳 ゴブリン書房 2012
20 E ジヨ ヘンリーやまにのぼる Ｄ．Ｂ．ジョンソン／文・絵 今泉　吉晴／訳 福音館書店 2005
21 E バー ウィルフレッドの山登り ジル・バークレム／作 岸田　衿子／訳 講談社 1986
22 E ヒユ サリー、山へいく スティーヴン・ヒューネック／作 くぼしま　りお／訳 ポプラ社 2002
23 E フオ アンデスの少女ミア マイケル・フォアマン／作 長田　弘／訳 ＢＬ出版 2009
24 EK いし 富士山にのぼる 石川　直樹／著 教育画劇 2009
25 EK かこ やまをつくったものやまをこわしたもの かこ　さとし／絵と文 農山漁村文化協会 2005
26 EM のぐ コケーナとであったチャンゴ やなぎや　けいこ／再話 野口　忠行／絵 福音館書店 2005
27 010 や ラオス　山の村に図書館ができた 安井　清子／著 福音館書店 2015
28 281 い 医師・登山家今井通子 山本　素子／著 理論社 1997
29 281 の あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健／著 学研 2006
30 290 い いま生きているという冒険 石川　直樹／著 １００％ＯＲＡＮＧＥ／装画・挿画 理論社 2006
31 290 み わたしが冒険について語るなら 三浦　雄一郎／著 ポプラ社 2010
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山登りが楽しい季節、山や登山に関する本を集めてみました。
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.３３３ （２０１５．１０）

※ EKは科学絵本、EMは昔話絵本です
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※ EKは科学絵本、EMは昔話絵本です

32 291 ふ 富士山の大図鑑 ＰＨＰ研究所 2013
33 291 ふ 富士山のふしぎ１００ 尾形　真隆／ほか写真 偕成社 2014
34 369 あ 山頂にむかって スティーナ・アンデション／文 エバ・ベーンリード／写真 寺尾　三郎／訳 愛育社 2002
35 400 さ みんなで見守る世界遺産白神山地 齋藤　宗勝／著 アリス館 2011
36 450 こ 山の自然教室 小泉　武栄／著 岩波書店 2003
37 450 そ 山は生きている キャスリン・Ｗ．ゾーフェルト／文 ジェームズ・Ｇ．ヘイル／絵 神鳥　統夫／訳 リブリオ出版 2002
38 450 す ビジュアル博物館　第８６巻 同朋舎 2001
39 460 ま 生物の大宝庫大雪山 松岡　達英／作 大日本図書 1997
40 460 ま 連なる山々日本アルプス 松岡　達英／作 大日本図書 1997
41 680 こ ここが知りたい！日本の鉄道　２ 小林　寛則／著 こどもくらぶ／編 旺文社 2006
42 780 し 親子でアウトドアあそび 主婦の友社／編 主婦の友社 2006
43 786 あ 安全に楽しむ！子どもの山登り　１～３ 鈴木出版 2015
44 786 た 七大陸最高峰に立って 田部井　淳子／著 小学館 1992
45 786 ち 山の遊び方 大蔵　喜福／著 旬報社 2001
46 786 と 楽しい山歩き とよた　時／画と文 誠文堂新光社 1989
47 786 ほ ぼうけん図鑑 ＰＨＰ研究所 2013
48 916 こ ぼくの仕事場は富士山です 近藤　光一／著 講談社 2011
49 916 に 冬のデナリ 西前　四郎／作 福音館書店 2004
50 913 い 山のトムさん 石井　桃子／作 深沢　紅子／画 箕田　源二郎／画 福音館書店 2011
51 913 う 影なし山のりん 宇佐美　敬子／作 佐竹　美保／絵 学研教育出版 2014
52 913 お 風にみた夢 大塚　篤子／作 山田　花菜／絵 ポプラ社 2006
53 913 さ ペンギンとざんたい 斉藤　洋／作 高畠　純／絵 講談社 2013
54 913 た 天狗ノオト 田中　彩子／作 理論社 2013
55 913 と かくれ山の冒険 富安　陽子／著・画 ＰＨＰ研究所 2000
56 913 な まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ　ちひろ／作 偕成社 2014
57 913 み ぼくらは、ふしぎの山探検隊 三輪　裕子／作 水上　みのり／絵 あかね書房 2011
58 913 み 鳥海山の空の上から 三輪　裕子／作 佐藤　真紀子／絵 小峰書店 2014
59 933 え ささやき山の秘密 ジョーン・エイケン／作 越智　道雄／訳 冨山房 1978
60 933 え ガラス山の魔女たち エルナー・エステス／著 渡辺　茂男／訳 学研 1978
61 933 し ぼくだけの山の家 ジーン・クレイグヘッド・ジョージ／作 茅野　美ど里／訳 偕成社 2009
62 933 す やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン／作・絵 こみや　ゆう／訳 徳間書店 2013
63 933 て ヘムロック山のくま アリス・デルグレーシュ／作 松岡　享子／共訳 藤森　和子／共訳 福音館書店 1976
64 943 す ハイジ　完訳版　上・下 ヨハンナ・シュピーリ／作 若松　宣子／訳 偕成社 2014
65 943 ふ わたしの山の精霊（リューベツァール）ものがたり オトフリート・プロイスラー／作 ヘルベルト・ホルツィング／絵 吉田　孝夫／訳 さ・え・ら書房 2011
66 949 え 三つ穴山へ、秘密の探検 ペール・オーロフ・エンクイスト／作 菱木　晃子／訳 中村　悦子／絵 あすなろ書房 2008
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休館日 １０/５(月)、１０/１３(火)、１０/１９(月)、１０/２６（月）


