
区分 № 書名 出版者 出版年

1 E ふ うさこちゃんのにゅういん ディック・ブルーナ　ぶん　え いしい　ももこ　やく 福音館書店 2010

2 E ふ ちいさいしょうぼうじどうしゃ 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 1970

3 E いし おれ、よびだしになる 中川　ひろたか　文 石川　えりこ　絵　 アリス館 2019

4 E いせ ルリユールおじさん いせ　ひでこ　作 講談社 2011

5 E いわ 博物館の一日 いわた　慎二郎　作・絵 講談社 2012

6 E おお いちばんでんしゃのしゃしょうさん たけむら　せんじ　ぶん おおとも　やすお　え　 福音館書店 2011

7 E こう あかいぼうしのゆうびんやさん ルース・エインズワース　さく こうもと　さちこ　やく　え 福音館書店 2011

8 E すず おまかせコックさん 竹下　文子　文 鈴木　まもる　絵 金の星社 2007

9 E ウオ パンやのくまさん フィービ・ウォージントン　さく・え セルビ・ウォージントン　さく・え まさき　るりこ　やく　 福音館書店 1987

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

11 E スタ 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ　ぶんとえ うつみ　まお　やく　 評論社 1991

12 E ステ エイモスさんがかぜをひくと フィリップ・Ｃ．ステッド　文 青山　南　訳 エリン・Ｅ．ステッド　絵 光村教育図書 2010

13 E ステ あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト　文 千葉　茂樹　訳　 ジェイムズ・スティーブンソン　絵 光村教育図書 2002

14 E フラ おおきくなったらなにになる？ フランソワーズ　さく なかがわ　ちひろ　やく　 偕成社 2005

15 E ブラ おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール　さく 山口　文生　やく　 評論社 2019

16 E ボン 牛をかぶったカメラマン レベッカ・ボンド　作 福本　友美子　訳 光村教育図書 2010

17 E ミラ にんぎょうのおいしゃさん マーガレット・ワイズ・ブラウン　作 こみや　ゆう　訳　 Ｊ．Ｐ．ミラー　絵 ＰＨＰ研究所 2017

18 E ラン ジェドおじさんはとこやさん マーガリー・キング・ミッチェル　作 渋谷　弘子　訳　 ジェームズ・ランサム　絵 汐文社 2014

19 EK かま 路線バスしゅっぱつ！ 鎌田　歩　作 福音館書店 2016

20 EK やす ミツバチだいすき 藤原　由美子　文 安井　寿磨子　絵 福音館書店 2019

21 EK サラ ドラゴンのお医者さん パトリシア・バルデス　文 服部　理佳　訳　 フェリシタ・サラ　絵 岩崎書店 2019

22 281 ふ Ｍｒ．トルネード 佐々木　健一　著 小学館 2017

23 300 ま 義足と歩む 松島　恵利子　著 汐文社 2019

24 330 あ レモンをお金にかえる法　“経済学入門”の巻 ルイズ・アームストロング　ぶん 佐和　隆光　やく　 ビル・バッソ　え 河出書房新社 2005

25 366 す しごとば　〔正〕 鈴木　のりたけ　作 ブロンズ新社 2009

26 366 ま 会社のしごと　１～６ 松井　大助　著 ぺりかん社 2011～2014

27 366 む 新１３歳のハローワーク 村上　龍　著 はまの　ゆか　絵　 幻冬舎 2010

28 369 ほ 思い出をレスキューせよ！ 堀米　薫　文 くもん出版 2014
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１１月２３日「勤労感謝の日」にちなみ、仕事に関する本を集めました。

展示している本プラスアルファ No.395(2021.11)

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
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※ EKは科学絵本です。
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29 400 さ 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦　著 河出書房新社 2020

30 457 こ ぼくは恐竜探険家！ 小林　快次　著 講談社 2018

31 481 え 見つけるぞ、動物の体の秘密 遠藤　秀紀　著 くもん出版 2010

32 530 む 宇宙を仕事にしよう！ 村沢　譲　著 河出書房新社 2016

33 610 の 農家になろう　１～１０ 農文協　編 農山漁村文化協会 2012～2015

34 620 さ 桜守のはなし 佐野　藤右衛門　作 講談社 2012

35 640 た 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一　著 ポプラ社 2017

36 640 も うちは精肉店 本橋　成一　写真と文 農山漁村文化協会 2013

37 690 さ 希望、きこえる？ 榮谷　明子　著 汐文社 2020

38 750 こ 子どものためのニッポン手仕事図鑑 オークラ出版 2017

39 913 い 肥後の石工 今西　祐行　作 岩波書店 2001

40 913 お ライラックのワンピース 小川　雅子　作 めばち　絵　 ポプラ社 2020

41 913 か くもとり山のイノシシびょういん かこ　さとし　文 かこ　さとし　絵 なかじま　かめい　絵 福音館書店 2021

42 913 と しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ　作・絵 ＰＨＰ研究所 2009

43 913 は ソーリ！ 濱野　京子　作 おとない　ちあき　画 くもん出版 2017

44 913 ほ チョコレートと青い空 堀米　薫　作 小泉　るみ子　絵　 そうえん社 2011

45 913 も つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子　　作 中村　悦子　絵 講談社 1998

46 913 や オレたちの明日に向かって 八束　澄子　〔著〕 ポプラ社 2012

47 933 く ナタリーはひみつの作家 アンドリュー・クレメンツ　作 田中　奈津子　訳 伊東　美貴　絵　 講談社 2003

48 933 こ ピアノ調律師 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン　作・絵 末盛　千枝子　訳 すえもりブックス 2005

49 933 は リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス　作 永瀬　比奈　訳 ジェイミー・ホーガン　絵 鈴木出版 2009

50 933 は モギちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク　著 片岡　しのぶ　訳 あすなろ書房 2003

51 933 は フクロウ物語 モーリー・バケット　文 松浦　久子　訳 岩本　久則　絵 福音館書店 1996

52 943 て 黒い兄弟　上・下 リザ・テツナー　著 酒寄　進一　訳　 あすなろ書房 2002

53 943 ひ しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー　作 ゲルハルト・ラール　絵 たかはし　ふみこ　訳　 徳間書店 2009

54 943 ほ パパは専業主夫 キルステン・ボイエ　作 遠山　明子　訳 平野　恵理子　絵 童話館出版 1996

55 943 ら 庭師の娘 ジークリート・ラウベ　作 若松　宣子　訳 中村　悦子　絵　 岩波書店 2013

56 943 ろ ペットショップはぼくにおまかせ ヒルケ・ローゼンボーム　作 岡本　順　絵　 若松　宣子　訳 徳間書店 2011

57 949 は 小さい牛追い マリー・ハムズン　作 石井　桃子　訳 岩波書店 2005

58 989 ち 長い長いお医者さんの話 カレル・チャペック　作 中野　好夫　訳 岩波書店 2000
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展示期間中の休館日 月曜日、１１/４(木)、１１/２４(水)


