
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E ふ おーちゃんのおーけすとら ディック・ブルーナ　ぶん　え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 2010

2 E いし たいこのすきな赤鬼 松谷　みよ子　作 石倉　欣二　絵 にっけん教育出版社 2005

3 E いせ チェロの木 いせ　ひでこ　〔作〕 偕成社 2013

4 E いと ルラルさんのバイオリン いとう　ひろし　作 ポプラ社 2001

5 E ほり あーといってよあー 小野寺　悦子　ぶん 堀川　理万子　え 福音館書店 2015

6 E ゆの つきよのおんがくかい 山下　洋輔　文 柚木　沙弥郎　絵 福音館書店 1999

7 E アン うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン　作 ケネス・アンダーソン　絵 桂　かい枝　訳 鈴木出版 2008

8 E アン ナイチンゲール アンデルセン　作 カンタン・グレバン　絵 松井　るり子　再話 岩波書店 2019

9 E キー ピーターのくちぶえ エズラ＝ジャック＝キーツ　さく きじま　はじめ　やく 偕成社 1987

10 E シー １０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン　文 マーク・シーモント　絵 なかがわ　ちひろ　訳 あすなろ書房 2012

11 E スピ ばしん！ばん！どかん！ ピーター・スピア　ぶん・え わたなべ　しげお　やく 童話館出版 2004

12 E セル マリアンは歌う パム・ムニョス・ライアン　文 ブライアン・セルズニック　絵 もりうち　すみこ　訳 光村教育図書 2013

13 E タバ やかましい！ シムズ・タバック　絵 アン・マクガバン　文 木坂　涼　訳 フレーベル館 2008

14 E マツ ハーモニカのめいじんレンティル ロバート・マックロスキー　ぶんとえ まさき　るりこ　やく 国土社 2000

15 E ミー しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ　作 ホリー・ミード　絵 安井　清子　訳 偕成社 1998

16 EＫ あべ からだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂　涼　ぶん あべ　弘士　え 福音館書店 2008

17 EＭ ソイ まほうのたいこ うちだ　りさこ　ぶん シェイマ・ソイダン　え 福音館書店 2000

18 EＭ フイ ブレーメンのおんがくたい グリム　原作 ハンス・フィッシャー　え せた　ていじ　やく 福音館書店 1964

19 281 つ ピアノはともだち こうやま　のりお　著 講談社 2011

20 283 す スメタナ ひの　まどか　著 リブリオ出版 2004

21 366 ま ５教科が仕事につながる！別巻音楽の時間 松井　大助　著 ぺりかん社 2009

22 420 お 音の大研究 ＰＨＰ研究所 2016
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12/6「音の日」にちなみ、声や音楽など、音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
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※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。

23 420 し 音のふしぎ百科　１・２ 繁下　和雄　編著 日本音響学会　編著 樹立社 2002

24 486 た 鳴く虫の科学 高嶋　清明　写真・文 誠文堂新光社 2013

25 488 や 鳥のなき声ずかん 藪内　正幸　ぶん・え 篠原　栄太　もじ 佐藤　聡明　おと 福音館書店 1999

26 760 あ 楽器図鑑 ニール・アードレー　著 あすなろ書房 2004

27 760 お 音楽のあゆみと音の不思議　１～４ 小村　公次　著 大月書店 2018～2019

28 760 お 東儀秀樹と雅楽を観よう 小野　幸惠　著 岩崎書店 2015

29 760 こ ものがたり西洋音楽史 近藤　譲　著 岩波書店 2019

30 760 た 楽しいオーケストラ図鑑 小学館 2018

31 913 お 風神秘抄 荻原　規子　作 徳間書店 2005

32 913 か ビート・キッズ 風野　潮　作 講談社 1998

33 913 さ ペンギンおんがくたい 斉藤　洋　作 高畠　純　絵 講談社 1998

34 913 な その声は、長い旅をした 中澤　晶子　著 ささめや　ゆき　装画・カット・地図 国土社 2019

35 913 な 星空ロック 那須田　淳　著 あすなろ書房 2013

36 913 に ぼくがバイオリンを弾く理由（わけ） 西村　すぐり　作 スカイエマ　絵 ポプラ社 2008

37 913 み セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治　作 茂田井　武　画 福音館書店 1966

38 930 と サウンド・オブ・ミュージック マリア・フォン・トラップ　著 谷口　由美子　訳 文溪堂 1997

39 933 う 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー　さく 松岡　享子　やく 大社　玲子　え 福音館書店 1992

40 933 え 世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン　作 松岡　享子　訳 太田　大八　絵 こぐま社 1999

41 933 き 歌うねずみウルフ ディック・キング＝スミス　作 三原　泉　訳 杉田　比呂美　絵 偕成社 2002

42 933 し ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン　ぶん マーガレット・ブロイ・グレアム　え 小宮　由　やく 大日本図書 2015

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 ほ ぼく、デイヴィッド エリナー・ポーター　作 中村　妙子　訳 岩波書店 2007

45 933 ほ 星の歌を聞きながら ティム・ボウラー　著 入江　真佐子　訳 伊勢　英子　絵 早川書房 2005

46 933 も モーツァルトはおことわり マイケル・モーパーゴ　作 マイケル・フォアマン　絵 さくま　ゆみこ　訳 岩崎書店 2010

47 943 れ ふしぎなオルガン リヒャルト・レアンダー　作 国松　孝二　訳 岩波書店 2010
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休館日 １２/２月）、１２/９（月）、１２/１６(月)、１２/２３(月)、１２/２９（日）～１/４(土)


