
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年

いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートンぶん/え；
むらおかはなこやく

福音館書店 1961

エンソくんきしゃにのる スズキコージさく 福音館書店 1990

おとうさん、お元気ですか･･･
フィリップ・デュパスキエ作；
見城美枝子訳

文化出版局 1986

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,よしだしんいちやく

ペンギン社 1982

ガンピーさんのふなあそび
ジョン・バーニンガムさく；
みつよしなつややく

ほるぷ出版 1976

きかんしゃやえもん 阿川弘之文；岡部冬彦絵 岩波書店 1959

急行「北極号」
クリス・ヴァン・オールズバーグ絵・文；
村上春樹訳

河出書房新社 1987

ぐりとぐら なかがわりえこ,おおむらゆりこ[著] 福音館書店 1967

ごろごろにゃーん 長新太作・画 福音館書店 1984

こんとあき 林明子さく 福音館書店 1989

三だいの機関車
ウィルバート・オードリー作；桑原三郎,
清水周裕共訳；レジナルド・ドルビイ絵

ポプラ社 1973

じごくのそうべえ : 桂米朝・上方落語・地獄八
景より

田島征彦作 童心社 1978

じどうしゃ 寺島竜一著 福音館書店 1966

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男さく；山本忠敬え 福音館書店 1966

しょうぼうていしゅつどうせよ 渡辺茂男さく；柳原良平え 福音館書店 1998

だいちゃんとうみ 太田大八さく・え 福音館書店 1992

ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン文・絵；
いしいももこ訳

岩波書店 1965

小さなローラー
グレアム・グリーン文；エドワード・アー
ディゾーニ絵；阿川弘之訳

文化出版局 1976

チムとゆうかんなせんちょうさん
エドワード・アーディゾーニ作；
せたていじ訳

福音館書店 2001

ティッチ
パット・ハッチンスさく・え；
いしいももこやく

福音館書店 1975

どきどきドライブ ミッシェル・ゲイ作・絵；末松氷海子訳 佑学社 1987

とらっくとらっくとらっく 渡辺茂男さく；山本忠敬え 福音館書店 1966

のせてのせて 松谷みよ子文；東光寺啓絵 童心社 1969

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー
バージニア・リー・バートン文・絵；
いしいももこ訳

福音館書店 1962

ビーカー教授事件 エルジェ作；川口恵子訳 福音館書店 1995

飛行士フレディ・レグランド ジョン・エイジー絵と文；清水奈緒子訳 セーラー出版 1996

ピン・ポン・バス 竹下文子作；鈴木まもる絵 偕成社 1996

ふたごのでんしゃ 渡辺茂男作；堀内誠一絵 あかね書房 1969

ベンジーのふねのたび
マーガレット・ブロイ・グレアムさく・え；
わたなべしげおやく

福音館書店 1980

マイク・マリガンとスチーム・ショベル
バージニア・リー・バートンぶんとえ；
いしいももこやく

童話館 1995

やこうれっしゃ 西村繁男さく 福音館書店 1983

ゆうちゃんのみきさーしゃ 村上祐子さく；片山健え 福音館書店 1999

ルイのひこうき
エズラ=ジャック=キーツさく；
きじまはじめやく

偕成社 1981

世界を知るへや 小展示　「出発進行！『のりもの』本めぐりへ」

2009.7～

　国際子ども図書館では、2009年7月18日（土）から2010年2月7日（日）まで、3階本のミュージアムで展示会「出発
進行！『のりもの』本めぐりへ」を開催しています。それに関連した資料を、1階世界を知るへやでも展示していま
す。どうぞ手にとってご覧ください。
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書名 著者名 出版者 出版年

わたしのおふねマギーB
アイリーン・ハースさく・え；
うちだりさこやく

福音館書店 1976

《物語》

アーサー・ランサム全集. 1：ツバメ号とアマゾ
ン号

岩田欣三,神宮輝夫訳 岩波書店 1967

海底二万海里
J.ベルヌ作；清水正和訳；A.ド・ヌヴィル
画

福音館書店 1973

きかんしゃ1414
フリードリヒ・フェルト作；
鈴木武樹訳；赤坂三好絵

偕成社 1985

銀河鉄道の夜（宮沢賢治童話集.2） 春日部たすく絵 岩波書店 1963

くまのパディントン
マイケル・ボンド作；松岡享子訳；
ペギー・フォートナム絵

福音館書店 1967

車のいろは空のいろ あまんきみこ作；北田卓史絵 ポプラ社 1970

車のいろは空のいろ. 続 あまんきみこ作；北田卓史絵 ポプラ社 1982

ジム・ボタンの機関車大旅行 : ジム・ボタンの
冒険１

ミヒャエル・エンデ作；上田真而子訳 岩波書店 1986

シルバー・レイクの岸辺で
ローラ・インガルス・ワイルダー作；恩
地三保子訳；ガース・ウィリアムズ画

福音館書店 1973

ズンデヴィト岬へ ベンノー・プルードラ著；森川弘子訳 未知谷 2004

空とぶベッドと魔法のほうき メアリー・ノートン作；猪熊葉子訳 岩波書店 2000

空をとぶ小人たち
メアリー・ノートン作；林容吉訳；
ダイアナ・スタンレー絵

岩波書店 1969

宝島 スティ－ヴンスン作；海保眞夫訳 岩波書店 2000

たのしい川べ : ヒキガエルの冒険
ケネス・グレーアム作；石井桃子訳；
E.H.シェパード絵

岩波書店 1963

魂をはこぶ船 : 幽霊の１３の話 : プロイス
ラーの昔話

オトフリート・プロイスラー作；
佐々木田鶴子訳；スズキコージ絵

小峰書店 2004

ちいさなきかんしゃレッドごう
ダイアナ・ロス作；レスリー・ウッド絵；
みはらいずみ訳

あすなろ書房 2001

ちびっこタグボート
ハーディー・グラマトキーさく；
わたなべしげおやく

学習研究社 2005

どぶねずみ大作戦 : 地下鉄ねずみのミニー
イレーヌ・シュワルツ作；
ミシェル・ゲー絵；山脇恭訳

童話館出版 1997

ねずみのとうさんアナトール
イブ・タイタス文；ポール・ガルドン絵；
晴海耕平訳

童話館 1995

ハックルベリー=フィンの冒険. 上 マーク・トウェイン作；吉田甲子太郎訳 偕成社 1985

ハックルベリー=フィンの冒険. 下 マーク・トウェイン作；吉田甲子太郎訳 偕成社 1985

星の王子さま サン・テグジュペリ作；内藤濯訳 岩波書店 1998

魔女の宅急便 角野栄子作；林明子画 福音館書店 1985

メロップスのわくわく大冒険. 1
トミー・ウンゲラーえとぶん；
麻生九美やく

評論社 1986

ロッタちゃんとじてんしゃ
アストリッド=リンドグレーンさく；イロン=
ヴィークランドえ；やまむろしずかやく

偕成社 1976

《昔話絵本・昔話集》

うるわしのワシリーサ : ロシア昔話から
イヴァン・ビリービンえ；
たなかやすこやく

ほるぷ出版 1986

ロシアの昔話
内田莉莎子編・訳；
タチヤーナ・マブリナ画

福音館書店 1989

《知識》

海時計職人ジョン・ハリソン : 船旅を変えたひ
とりの男の物語

ルイーズ・ボーデン文；エリック・ブレグ
バッド絵；片岡しのぶ訳

あすなろ書房 2005

海べをはしる人車鉄道
（たくさんのふしぎ 261号）

横溝英一文・絵 福音館書店 2006.12

エンデュアランス号大漂流
エリザベス・コーディー・キメル著；
千葉茂樹訳

あすなろ書房 2000

かみひこうき 小林実ぶん；林明子え 福音館書店 1976

貨物列車・路面電車・電車工場 結解学写真 国土社 2005
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書名 著者名 出版者 出版年
機関車・電車の歴史 山本忠敬著 福音館書店 2002

クックの航海
ピエロ・ベントゥーラ絵；ジアン・パオロ・
チェゼラーニ文；吉田悟郎訳

評論社 1981

自転車は、なぜたおれないで走れるの？ 横田清著 アリス館 2002

じどうしゃ博物館 真田勇夫え；高島鎮雄ぶん 福音館書店 1992

人力で動く乗り物 ロジャー・イェプセン著；松岡淳一訳 さ・え・ら書房 1994

スイス鉄道ものがたり 宮脇俊三文；黒岩保美絵 福音館書店 1995

地下鉄のできるまで 加古里子さく 福音館書店 1987

鉄道記 真島満秀著 福音館書店 2002

飛びたかった人たち 佐々木マキ作 福音館書店 1994

日本の自動車の歴史 山本忠敬さく 福音館書店 1998

のりたいな！新幹線 : すべての新幹線、大
しゅうごう！

柏原治著 成美堂出版 2007

航空機 : その種類と発達のようす スティーブ・パーカー〔著〕；片桐敏夫訳 評論社 1996

ぼくは「つばめ」のデザイナー : 九州新幹線８
００系誕生物語

水戸岡鋭治著 講談社 2004

ぼくらが鳥人間になる日まで : 飛べ！プテラ
ノドン

正本ノン,丹内友香子著；
伊藤賢典監修

ポプラ社 2000

旅客機のパイロット 大和田健二写真；菅能[王秀]一文 あかね書房 1990

ロケットボーイズ. 上
ホーマー・ヒッカム・ジュニア著；
武者圭子訳

草思社 2000

ロケットボーイズ. 下
ホーマー・ヒッカム・ジュニア著；
武者圭子訳

草思社 2000

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介し
たり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。
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