
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E き とらっく バイロン・バートン　さく　え こじま　まもる　やく 金の星社 1992

2 E と のせてのせて 東光寺　啓　え 松谷　みよ子　文 童心社 1969

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 いと ルラルさんのじてんしゃ いとう　ひろし　作 ポプラ社 2002

5 E おか きかんしゃやえもん 阿川　弘之　文 岡部　冬彦　絵 岩波書店 1959

6 E かさ ふねがきた！ 笠野　裕一　さく 福音館書店 2010

7 E ごみ るるるるる 五味　太郎　作 偕成社 1991

8 E にし がたごとがたごと 内田　麟太郎　文 西村　繁男　絵 童心社 1999

9 E やぎ パトカーのピーすけ さがら　あつこ　さく やぎゅう　げんいちろう　え 福音館書店 1992

10 E やま とらっく　とらっく　とらっく 渡辺　茂男　さく 山本　忠敬　え 福音館書店 1966

11 E エツ ちいさなふるいじどうしゃ マリー・ホール・エッツ　作 たなべ　いすず　訳 冨山房 1976

12 E クー アームストロング トーベン・クールマン　作 金原　瑞人　訳 ブロンズ新社 2017

13 E バー マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン　ぶんとえ いしい　ももこ　やく 童話館 1995

14 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

15 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

16 E マツ あおいちびトラ アリス・シャートル　文 ジル・マックエルマリー　絵 中川　ひろたか　訳 保育社 2015

17 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

18 EK かま はこぶ 鎌田　歩　作・絵 教育画劇 2014

19 EK プロ 栄光への大飛行 アリス・プロヴェンセン　作 マーティン・プロヴェンセン　作 今江　祥智　訳 ＢＬ出版 2009

20 EK みね モノレールのたび みねお　みつ　さく 福音館書店 2017

21 500 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

22 530 こ はたらくじどう車しごととつくり　１～６ 小峰書店編集部　編 小峰書店 2016

23 530 さ 飛びたかった人たち 佐々木　マキ　作 福音館書店 1994

24 530 し 世界がおどろいた！のりものテクノロジー　１～３ トム・ジャクソン　文 ほるぷ出版 2016
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10/9「トラックの日」、10/14「鉄道の日」にちなみ、乗り物に関する本を集めました。

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.373（2019.10）

※EKは科学絵本です。



区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 著　　　　　　　　　　　　　　　　　者　　　　

※EKは科学絵本です。

25 530 ま ひこうせん ロクシー・マンロ　作 天沼　春樹　訳 ブッキング 2008

26 530 み ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡　鋭治　著 講談社 2004

27 530 や 機関車・電車の歴史 山本　忠敬　著 福音館書店 2002

28 530 よ 自転車は、なぜたおれないで走れるの？ 横田　清　著 アリス館 2002

29 540 い 未来のクルマができるまで 岩貞　るみこ　作 講談社 2016

30 540 い みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ 飯田　守　著 講談社 2014

31 550 ま 舟をつくる 関野　吉晴　監修・写真 前田　次郎　文 徳間書店 2013

32 550 や 貨物船のはなし 柳原　良平　作 福音館書店 2017

33 680 あ 航空会社図鑑 青山　邦彦　絵 日経ＢＰコンサルティング　編集 日経ＢＰコンサルティング 2016

34 680 あ 駅で働く人たち 浅野　恵子　著 ぺりかん社 2010

35 913 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

36 913 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

37 913 さ 灰色バス変身大作戦 沢田　俊子　作 長野　ヒデ子　絵 汐文社 1998

38 913 な ネコのタクシー 南部　和也　さく さとう　あや　え 福音館書店 2001

39 913 は レッドシャイン 浜野　京子　著 講談社 2009

40 913 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

41 933 あ 銀の馬車 Ｃ・アドラー　作 足沢　良子　訳 北川　健次　画 金の星社 1983

42 933 う タイムマシン Ｈ．Ｇ．ウェルズ　作 金原　瑞人　訳 岩波書店 2000

43 933 き アレックと幸運のボート リー・キングマン　作 山内　玲子　訳 岩波書店 2002

44 933 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

45 933 ね 鉄道きょうだい Ｅ．ネズビット　著 中村　妙子　訳 教文館 2011

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

47 933 も あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー　作 代田　亜香子　訳 鈴木出版 2018

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

49 949 す 夜行バスにのって ウルフ・スタルク　作 遠藤　美紀　訳 偕成社 1998

50 953 う 海底二万海里 ジュール・ベルヌ　作 清水　正和　訳 Ａ・ド・ヌヴィル　画 福音館書店 1973

物
　
　
　
　
語

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

休館日 １０/７（月）、１０/１５（火）、１０/２１(月)、１０/２３(水)、１０/２８(月)


