
※ＥＫは科学絵本、EMは昔話絵本です。

区分 No. 書　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E あん 旅の絵本　〔１〕～１０ 安野　光雅　〔著〕 福音館書店 1977～2022

2 E せき 馬のゴン太旅日記 島崎　保久　原作 関屋　敏隆　版画と文 小学館 1984

3 E アー チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ　さく せた　ていじ　やく 福音館書店 2001

4 E ウ 西遊記　１～３ 〔呉　承恩　原作〕 唐　亜明　文 于　大武　絵 偕成社 2006

5 E クー リンドバーグ トーベン・クールマン　作 金原　瑞人　訳 ブロンズ新社 2015

6 E クレ アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード　文 ヘレン・クレイグ　絵 こだま　ともこ　訳　 徳間書店 2019

7 E コー そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう ステラ・ブラックストーン　文 クリストファー・コー　絵 福本　友美子　訳 ほるぷ出版 2015

8 E シユ 南の国へおもちゃの旅 ハンス・ウルリッヒ・シュテーガー　さく ささき　たづこ　やく　 童話館出版 1996

9 E シユ おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ　作 さくま　ゆみこ　訳 あすなろ書房 2009

10 E ジヨ 光の旅かげの旅 アン・ジョナス　〔著〕 内海　まお　訳 評論社 1984

11 E セイ おじいさんの旅 アレン・セイ　文・絵 〔大島　英美　訳〕 ほるぷ出版 2002

12 E バー 旅するベッド ジョン・バーニンガム　作 長田　弘　訳 ほるぷ出版 2003

13 E ビー あひるのピンのぼうけん マージョリー・フラック　ぶん クルト・ヴィーゼ　え まさき　るりこ　やく　 瑞雲舎 2014

14 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

15 E ワツ まつぼっくりのぼうけん ブリギッテ・シジャンスキー　文 バーナデット・ワッツ　絵 松岡　享子　訳 瑞雲舎 2008

16 EＫ かま 路線バスしゅっぱつ！ 鎌田　歩　作 福音館書店 2016

17 EＫ すず わたり鳥 鈴木　まもる　作・絵 童心社 2017

18 EM ゼー ギルガメシュ王さいごの旅 ルドミラ・ゼーマン　文　絵 松野　正子　訳 岩波書店 1995

19 EM マニ 運命の王子 リーセ・マニケ　文・絵 大塚　勇三　訳　 岩波書店 1984

20 210 ふ 旅からわかる江戸時代　１～３ 深光　富士男　著 河出書房新社 2019

21 281 い 天と地を測った男 岡崎　ひでたか　作 高田　勲　画 くもん出版 2003

22 281 な わがはいは中村春吉である。 横田　順彌　作 岩淵　慶造　絵　 くもん出版 2011

23 290 か 旅が好きだ！ 河出書房新社　編 角田　光代　〔ほか〕著　 河出書房新社 2020

24 290 な リヤカーマンって知ってるかい？ 永瀬　忠志　写真と文 少年写真新聞社 2016

25 360 み 旅の夢かなえます 三日月　ゆり子　著 大日本図書 2008
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5/16「旅の日」にちなみ、旅に関する図書を集めました。
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26 380 こ 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松　義夫　文・写真 西山　晶　絵 福音館書店 2004

27 440 な ぼくらの地図旅行 那須　正幹　ぶん 西村　繁男　え 福音館書店 1989

28 530 お おかえりなさいはやぶさ 講談社 2011

29 530 ま 月へ行きたい 松岡　徹　文・絵 福音館書店 2014

30 782 ま 車いすで世界一周 エインズリー・マンソン　文 杉本　詠美　訳 たしろ　ちさと　絵 汐文社 2013

31 913 い 風の草原 いわむら　かずお　文・絵 理論社 1991

32 913 か ふらいぱんじいさん 神沢　利子　作 堀内　誠一　絵 あかね書房 1969

33 913 き アレハンドロの大旅行 きたむら　えり　さく・え 福音館書店 2015

34 913 さ ベンガル虎の少年は…… 斉藤　洋　作 伊東　寛　絵 あかね書房 1988

35 913 な 星空ロック 那須田　淳　著 あすなろ書房 2013

36 913 み ぼくらは鉄道に乗って 三輪　裕子　作 佐藤　真紀子　絵 小峰書店 2016

37 913 や ロード 山口　理　作 佐藤　真紀子　絵　 文研出版 2014

38 933 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

39 933 か シドニーの選択 マイケル・ド・ガズマン　作 来住　道子　訳 ささめや　ゆき　画 草炎社 2007

40 933 く ロス、きみを送る旅 キース・グレイ　作 野沢　佳織　訳 徳間書店 2012

41 933 す ガリヴァー旅行記　上・下 Ｊ．スウィフト　作 坂井　晴彦　訳 Ｃ．Ｅ．ブロック　画 福音館書店 2006

42 933 ち 二つの旅の終わりに エイダン・チェンバーズ　作 原田　勝　訳 徳間書店 2003

43 933 ふ マインズ・アイ ポール・フライシュマン　著 片岡　しのぶ　訳 あすなろ書房 2001

44 933 ふ シフト ジェニファー・ブラッドベリ　著 小梨　直　訳 福音館書店 2012

45 933 ろ ドリトル先生アフリカへ行く ヒュー・ロフティング　著 金原　瑞人　共訳 藤嶋　桂子　共訳 竹書房 2020

46 943 う 火のくつと風のサンダル ウルズラ・ウェルフェル　作 関　楠生　訳 久米　宏一　絵 童話館出版 1997

47 943 え ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ　作 上田　真而子　訳　 岩波書店 2011

48 943 ふ かみ舟のふしぎな旅 ヴェーラ＝フェラミークラ　作 ロームルス＝カンデア　絵 中村　浩三　訳 偕成社 1985

49 949 す うそつきの天才 ウルフ・スタルク　著 菱木　晃子　訳 はた　こうしろう　絵 小峰書店 1996

50 949 と ふたごの兄弟の物語　上・下 トンケ・ドラフト　作 西村　由美　訳 岩波書店 2008

51 949 ま あおい目のこねこ エゴン・マチーセン　さく・え せた　ていじ　やく　 福音館書店 1965

52 949 ら ニルスが出会った物語　１～６ セルマ・ラーゲルレーヴ　原作 菱木　晃子　訳　構成 平澤　朋子　画 福音館書店 2012～2013

53 949 り さすらいの孤児ラスムス アストリッド・リンドグレーン　作 尾崎　義　訳 岩波書店 2003

54 953 む 旅するヤギはバラードを歌う ジャン＝クロード・ムルルヴァ　著 山本　知子　訳 早川書房 2006
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休館日 ５/２(月）、５/６（金）、５/９（月）、５/１６(月）、５/２３（月）、５/３０（月）、５/３１（火）


