
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E ふ うさこちゃんのさがしもの 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 ふ おーくんおんぶ かたやま　けん　さく 福音館書店 2007

3 E ふ があちゃん かつや　かおり　さく 福音館書店 2017

4 E かこ マトリョーシカちゃん 加古　里子　ぶん・え ヴェ・ヴィクトロフ　原作 イ・ベロポーリスカヤ　原作　 福音館書店 1992

5 E はや こんとあき 林　明子　さく 福音館書店 1989

6 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

7 E アー つきよのぼうけん エドワード・アーディゾーニ　絵 エインゲルダ・アーディゾーニ　文 なかがわ　ちひろ　訳 徳間書店 2004

8 E アツ せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ サム・マクブラットニィ　文 サム・アッシャー　絵 吉上　恭太　訳　 徳間書店 2019

9 E ニコ かしこいビル ウィリアム・ニコルソン　さく まつおか　きょうこ　やく よしだ　しんいち　やく　 ペンギン社 1982

10 E ブラ すきですゴリラ アンソニー・ブラウン　作　絵 山下　明生　訳　 あかね書房 2019

11 E フリ くまのコールテンくん ドン＝フリーマン　さく まつおか　きょうこ　やく　 偕成社 1975

12 E フリ くまのビーディーくん ドン＝フリーマン　さく まつおか　きょうこ　やく　 偕成社 1976

13 E ヘン まどべにならんだ五つのおもちゃ ケビン・ヘンクス　作・絵 松井　るり子　訳 徳間書店 2016

14 E マク ジャックのあたらしいヨット サラ・マクメナミー　さく いしい　むつみ　やく ＢＬ出版 2005

15 E マク どろんこのおともだち バーバラ・マクリントック　作 福本　友美子　訳　 ほるぷ出版 2010

16 E ルー おもちゃびじゅつかんでかくれんぼ デイヴィッド・ルーカス　作 なかがわ　ちひろ　訳 徳間書店 2012

17 283 し マルガレーテ・シュタイフ物語 礒　みゆき　著 ポプラ社 2011

18 380 う あやとり・おはじきを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編・著 金の星社 2019

19 380 う お手玉を楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編・著 金の星社 2019

20 380 う けん玉を楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編・著 金の星社 2019

21 380 う こまを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編・著 金の星社 2019

22 380 う たこを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所　編・著 金の星社 2019

23 380 こ 大研究遊びとおもちゃの図鑑 国土社編集部　編 国土社 2015

24 580 こ 見学！日本の大企業バンダイ こどもくらぶ　編さん ほるぷ出版 2015

25 580 さ 見学！日本の大企業任天堂 アダム・サザーランド　原著 こどもくらぶ　編さん　 ほるぷ出版 2012

請求記号 著者　　　　

絵
　
本

ノ
ン
フ

ィ
ク
シ

ョ
ン

５月５日「おもちゃの日」にちなみ、

ぬいぐるみなどおもちゃが登場する本を集めました。

展示している本プラスアルファ No.389(2021.5)おもちゃ大好き 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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26 750 き みの回りにあるものをつかう楽しいおもちゃの作り方　あそべるおもちゃ きむら　ゆういち　工作企画・アイデア 宮本　えつよし　工作構成・制作 ＷＩＬＬこども知育研究所　編　 金の星社 2020

27 750 き みの回りにあるものをつかう楽しいおもちゃの作り方　どうぶつのおもちゃ きむら　ゆういち　工作企画・アイデア 宮本　えつよし　工作構成・制作 ＷＩＬＬこども知育研究所　編　 金の星社 2020

28 750 こ 人形 是澤　博昭　著 文溪堂 2017

29 750 た めんこ 鷹家　碧　文 日本めんこ倶楽部　監修 文渓堂 2008

30 750 に 日本のからくりアイディア工作 くもん出版 2007

31 750 ま ゆらゆらくるくる　ゆれる・まわるおもちゃ まるばやし　さわこ　工作監修・製作 新日本出版社 2021

32 750 ま ぽんぽんころころ　おとがなる・ころがるおもちゃ まるばやし　さわこ　工作監修・製作 新日本出版社 2021

33 750 ま ぴょんぴょんぐんぐん　とぶ・すすむおもちおもちゃ まるばやし　さわこ　工作監修・製作 新日本出版社 2020

34 750 む 昔の玩具大図鑑 井上　重義　監修 ＰＨＰ研究所 2015

35 750 や からくり 安田　真紀子　文 からくりおもちゃ塾奈良町　監修 文溪堂 2016

36 913 か ピーポポ・パトロール 柏葉　幸子　作 西川　おさむ　絵　 童心社 2005

37 913 く 引き出しの中の家 朽木　祥　作 金子　恵　絵　 ポプラ社 2010

38 913 さ つくえのうえのうんどうかい 佐藤　さとる　作 村上　勉　絵　 小峰書店 2009

39 913 た いたずら人形チョロップ たかどの　ほうこ　作・絵 ポプラ社 2002

40 913 と かいじゅうのさがしもの 富安　陽子　作 あおき　ひろえ　絵　 ひさかたチャイルド 2012

41 913 な りかさん 梨木　香歩　作 　 偕成社 1999

42 913 ふ ロボット・カミイ 古田　足日　さく 堀内　誠一　え　 福音館書店 1980

43 933 う 木馬のぼうけん旅行 アーシュラ・ウィリアムズ／作 石井　桃子　訳 ペギー・フォートナム　画　 福音館書店 2003

44 933 こ 人形の家 ルーマー・ゴッデン　作 瀬田　貞二　訳 岩波書店 2000

45 933 せ げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィック　さく 多賀　京子　やく 大社　玲子　え　 福音館書店 2014

46 933 そ エミリーとはてしない国 ケイト・ソーンダズ　作 田中　奈津子　訳 北見　葉胡　絵 ポプラ社 2020

47 933 ま うちはお人形の修理屋さん ヨナ・ゼルディス・マクドノー　作 おびか　ゆうこ　訳 杉浦　さやか　絵　 徳間書店 2012

48 933 や りすのスージー ミリアム・ヤング　ぶん 光吉　郁子　やく アーノルド・ロベル　え 大日本図書 2010

49 933 ろ テディ・ロビンソンのたんじょう日 ジョーン・Ｇ．ロビンソン　作・絵 小宮　由　訳 岩波書店 2012

50 949 し 泣かないで、くまくん アン‐マドレイヌ・シェロット　作・絵 菱木　晃子　訳 徳間書店 1995

51 949 ふ くまのバルデマール クヌート・ファルバッケン　作 枇谷　玲子　訳 秋草　愛　絵 文研出版 2010

52 949 へ おもちゃ屋へいったトムテ エルサ・ベスコフ　さく 菱木　晃子　やく ささめや　ゆき　え 福音館書店 1998

53 949 へ 小さなソフィーとのっぽのパタパタ エルス・ペルフロム　作 テー・チョン・キン　絵 野坂　悦子　訳 徳間書店 1999

54 949 よ くまのローラ トルード・デ・ヨング　さく ジョージーン・オーバーワーター　え 横山　和子　やく 福音館書店 1994

55 983 と マルーシャ、またね イリーナ・トクマコーワ　作 レフ・トクマコフ　絵 島原　落穂　訳 岩崎書店 2000
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展示期間中の休館日 5/6(木)、5/１０(月)、５/1７(月)、５/2４（月）


