
区分 № 書　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E あお たのしいたてもの 青山　邦彦　作・絵 教育画劇 2009

2 E いわ １４ひきのひっこし いわむら　かずお　さく 童心社 1983

3 E しら おばあさんのひっこし エドナ・ベッカー　作 神沢　利子　訳 白根　美代子　絵 福音館書店 2015

4 E すぎ ぼくのまちをつくろう！ スギヤマ　カナヨ　作・絵 理論社 2015

5 E すず つみきでとんとん 竹下　文子　文 鈴木　まもる　絵 金の星社 2005

6 E と ねずみのいえさがし ヘレン・ピアス　さく まつおか　きょうこ　やく　 童話屋 1984

7 E ばば １１ぴきのねことぶた 馬場　のぼる　著 こぐま社 1976

8 E イ 景福宮（キョンボックン） イ　スンウォン　作 おおたけ　きよみ　訳 講談社 2011

9 E イン 百年の家 ロベルト・インノチェンティ　絵 Ｊ．パトリック・ルイス　作 長田　弘　訳 講談社 2010

10 E エリ わたしのいえ カーソン・エリス　作 木坂　涼　訳 偕成社 2016

11 E サツ 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル・ボンド　文 エミリー・サットン　絵 早川　敦子　訳　 徳間書店 2016

12 E バー クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ　作 ドリス・バーン　絵 おびか　ゆうこ　訳 偕成社 2014

13 E バー ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん　ぶん・え いしい　ももこ　やく 岩波書店 1965

14 E パシ ひらめきの建築家ガウディ レイチェル・ロドリゲス　文 ジュリー・パシュキス　絵 青山　南　訳 光村教育図書 2010

15 E ビバ ぼくは建築家ヤング・フランク フランク・ビバ　作 まえじま　みちこ　訳 ばん　しげる　訳 西村書店 2015

16 EＫ かこ あなたのいえわたしのいえ 加古　里子　ぶん・え 福音館書店 1981

17 EＭ やま 三びきのこぶた 瀬田　貞二　やく 山田　三郎　え　 福音館書店 1967

18 170 こ これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の神社
これだけは知っておきたい教科書に出てくる日
本の神社編集委員会　編著 汐文社 2015

19 180 こ これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の寺院
これだけは知っておきたい教科書に出てくる日
本の寺院編集委員会　編著 汐文社 2014

20 380 こ 国際理解に役立つ世界の衣食住　６、７ 小峰書店 2001

21 380 こ 地球生活記 小松　義夫　著 福音館書店 1999

22 380 す 「イグルー」をつくる ウーリ・ステルツァー　写真と文 千葉　茂樹　訳　 あすなろ書房 1999

23 500 こ 透視絵図鑑なかみのしくみ　大きな建物 こどもくらぶ　編さん 六耀社 2017

24 500 ゆ 夢の技術を次々生み出す自然界の超能力！　３ 学研 2009

25 510 も 図解絵本工事現場 モリナガ　ヨウ　作・絵 ポプラ社 2016
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展示している本プラスアルファ No.３６０（２０１８．６）

５－Daysこども図書館
（広島市こども図書館）
〒７３０ー００１１ 広島市中区基町５－８３

ＴＥＬ （０８２）２２１－６７５５ ＦＡＸ（０８２）２２２－７０２０

「住宅デー（ガウディの誕生日）」（６月２５日）にちなみ、

建物や建築に関する図書を展示します。

※ＥＫは科学絵本、EMは昔話絵本です。
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26 520 あ 大坂城 青山　邦彦　作 講談社 2016

27 520 え 図解東京スカイツリーのしくみ ＮＨＫ出版　編 ＮＨＫ出版 2012

28 520 お 東京駅をつくった男 大塚　菜生　著 くもん出版 2014

29 520 お 建築バカボンド 岡村　泰之　著 １００％ＯＲＡＮＧＥ　装画・挿画　 理論社 2008

30 520 か 建築家になろう 樫野　紀元　著 国土社 2007

31 520 く ワザあり！大工 くさば　よしみ　著 村松　ガイチ　画　 フレーベル館 2002

32 520 こ 世界にはばたく日本力　日本の住 こどもくらぶ　編さん ほるぷ出版 2010

33 520 こ
これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城
西日本編

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日
本の城編集委員会　編著 汐文社 2016

34 520 す 空間デザイナー スタジオ２４８　編著 六耀社 2017

35 520 せ 世界の高層建築まるわかり事典 ＰＨＰ研究所 2008

36 520 と いえができるまで 砺波　周平　取材・構成・写真 ひさかたチャイルド 2016

37 520 ひ 和風建築の大研究 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 2006

38 520 ふ 世界遺産の建築を見よう 古市　徹雄　著 岩波書店 2007

39 520 ふ ミッドタウン・タワー超高層ビル２４８ｍへの道 深光　富士男　文 佼成出版社 2012

40 520 ふ 日本の城 古舘　明廣　文・構成 岩崎書店 2017

41 520 も バルセロナ建築たんけん 森枝　雄司　写真・文 福音館書店 1998

42 520 や 町家えほん 山口　珠瑛　作・絵 ＰＨＰ研究所 2014

43 913 き たびいえさん 北川　チハル　作 青山　邦彦　絵　 くもん出版 2015

44 913 さ だれも知らない小さな国 佐藤　さとる　作 村上　勉　絵 講談社 1985

45 913 と 妖怪一家九十九さん 富安　陽子　作 山村　浩二　絵　 理論社 2012

46 913 に おじいちゃんとおかしな家 西　美音　作 石川　えりこ　絵 フレーベル館 2018

47 913 も つるばら村の大工さん 茂市　久美子　作 柿田　ゆかり　絵 講談社 2009

48 933 あ 父さんの納屋 アヴィ　作 谷口　由美子　訳 偕成社 1997

49 933 く ぼくらの原っぱ森 ジュリア・グリーン　作 杉田　七重　訳 スカイ　エマ　絵 フレーベル館 2017

50 933 さ ウェイサイド・スクールはきょうもへんてこ ルイス・サッカー　作 野の　水生　訳 きたむら　さとし　絵　 偕成社 2010

51 933 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

52 933 み イーヨーのあたらしいうち Ａ．Ａ．ミルン　さく Ｅ．Ｈ．シェパード　え 石井　桃子　やく 岩波書店 1982

53 933 も キルディー小屋のアライグマ ラザフォード・モンゴメリ　作 松永　ふみ子　訳 バーバラ・クーニー　画 福音館書店 2006

54 973 ひ 木の上の家 ビアンカ・ピッツォルノ　作 長野　徹　訳 クェンティン・ブレイク　絵 汐文社 2006

55 990 く オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ　作 マイヤ・カルマ　絵 渡部　翠　訳　 福音館書店 2015
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休館日 ： ６/４(月)、６/11（月）、６/１８（月）、６/２５（月）


