
区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E かた もりのてがみ 片山　令子　さく 片山　健　え　 福音館書店 2006

2 E にし えかきうたのほん 中村　柾子　ぶん 西巻　茅子　ぶん 西巻　茅子　え 福音館書店 1993

3 E はた こんにちは！わたしのえ はた　こうしろう　作 ほるぷ出版 2020

4 E はや きょうはなんのひ？ 瀬田　貞二　作 林　明子　絵 福音館書店 1979

5 E ウオ ねずみぬりたて エレン・ストール・ウォルシュ　作 たかはし　けいすけ　訳 セーラー出版 1993

6 E カー えをかくかくかく エリック・カール　作 アーサー・ビナード　訳　 偕成社 2014

7 E キー ピーターのてがみ エズラ＝ジャック＝キーツ　さく きじま　はじめ　やく 偕成社 1974

8 E コス おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！ ジェニー・スー・コステキ＝ショー　作 宮坂　宏美　訳 光村教育図書 2011

9 E コリ つぼつくりのデイヴ レイバン・キャリック・ヒル　文 ブライアン・コリアー　絵 さくま　ゆみこ　訳　 光村教育図書 2012

10 E ジヨ はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン　作 岸田　衿子　訳　 文化出版局 1972

11 E チエ この世でいちばんすばらしい馬 チェン　ジャンホン　作・絵 平岡　敦　訳 徳間書店 2008

12 E ホジ トラといっしょに ダイアン・ホフマイアー　文 ジェシー・ホジスン　絵 さくま　ゆみこ　訳　 徳間書店 2020

13 E ポラ ありがとう、チュウ先生 パトリシア・ポラッコ　作 さくま　ゆみこ　訳　 岩崎書店 2013

14 E リー せん スージー・リー　作 岩波書店 2018

15 E レイ なにを　かこうかな マーグレット・レイ　作 Ｈ・Ａ・レイ　作 中川　健蔵　訳 文化出版局 1984

16 EK あん あいうえおの本 安野　光雅　〔作〕 福音館書店 1976

17 EK コロ サリバン先生とヘレン デボラ・ホプキンソン　文 ラウル・コローン　絵 こだま　ともこ　訳　 光村教育図書 2016

18 EK マツ ラスコーの洞窟 エミリー・アーノルド・マッカリー　絵と文 青山　南　訳 小峰書店 2014

19 EK ラン グーテンベルクのふしぎな機械 ジェイムズ・ランフォード　作 千葉　茂樹　訳　 あすなろ書房 2013

20 EM はた えすがたにょうぼう 稲田　和子　再話 畠中　光享　画 福音館書店 2013
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11月3日（文化の日）にちなんだ、絵や文字に関する図書を展示します。
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

展示している本プラスアルファ No.384（２０２０．11）え

絵を描く、文字を書く
か も じ か

※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。

21 020 つ 本のれきし５０００年 辻村　益朗　作 福音館書店 1992

22 220 ふ 友だちになれたら、きっと。 ガリト・フィンク　作
メルヴェト・アクラム・シャーバーン　作 リツァ・ブダリカ　編 いぶき　けい　訳　 鈴木出版 2007

23 283 ふ ６この点 ジェン・ブライアント　文 ボリス・クリコフ　絵 日当　陽子　訳　 岩崎書店 2017

24 370 ほ ゆいちゃんのエアメール 星川　ひろ子　写真・文 小学館 2001

25 570 な おえかきだいすき！クレヨン 柿田　ゆかり　絵 中島　妙　文 チャイルド本社 2007

26 690 あ 拝啓・手紙です 天野　祐吉　文 辻本　洋太朗　絵　 福音館書店 1998

27 700 あ 子どものための美術史 アレグザンダー　文 ハミルトン　絵 野沢　佳織　訳　 西村書店 2017

28 720 か かんたんレベルアップ絵のかきかた　１～３ 汐文社 2019

29 800 い 世界の文字の書き方・書道　１～３ 稲葉　茂勝　著 こどもくらぶ　編　 彩流社 2015

30 816 て 手紙を書こう！　１～３ 鈴木出版 2008

31 913 く あひるの手紙 朽木　祥　作 ささめや　ゆき　絵　 佼成出版社 2014

32 913 に ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり　作 大野　八生　絵　 ポプラ社 2014

33 913 な ももいろのきりん 中川　李枝子　さく 中川　宗弥　え　 福音館書店 1965

34 913 さ ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋　作 杉浦　範茂　絵　 講談社 1987

35 913 も こうさぎのあいうえお 森山　京　作 大社　玲子　絵 小峰書店 2009

36 913 や はれときどきぶた 矢玉　四郎　作・絵 岩崎書店 1980

37 913 む あららのはたけ 村中　李衣　作 石川　えりこ　絵 偕成社 2019

38 929 し 父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム＝トヴ　〔著〕 母袋　夏生　訳 岩波書店 2011

39 933 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

40 933 ふ スピニー通りの秘密の絵 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド　著 千葉　茂樹　訳　 あすなろ書房 2016

41 933 う あしながおじさん ジーン・ウェブスター　作 谷口　由美子　訳 岩波書店 2002

42 933 ま シルクの花 キャロリン・マースデン　作 代田　亜香子　訳 鈴木出版 2008

43 933 ろ ぼくとベルさん フィリップ・ロイ　著 櫛田　理絵　訳　 ＰＨＰ研究所 2017

44 990 は ほんとうの空色 バラージュ　作 徳永　康元　訳　 岩波書店 2001
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展示期間中の休館日 11/2（月）、11/4（水）、11/9（月）、11/16（月）、11/24（火）


