
国立国会図書館国際子ども図書館展示会

開催期間 ： 平成21年7月18日（土）～平成22年2月7日（日）

開催時間 ： 9：30～17：00

開催場所 ： 国際子ども図書館 ３階 本のミュージアム

主催　　　 ： 国立国会図書館　国際子ども図書館

請求記号の後に●印があるものは1階の「世界を知るへや」で手にとってご覧いただくことができます。
　（＊版次、刷次等が異なる資料の場合があります。）

・請求記号の後に★印があるものは国立国会図書館 東京本館 （千代田区永田町）所蔵の資料です。

・YDで始まる資料はマイクロフィルムでのご利用になります。

・請求記号に「個人蔵」、「鉄道博物館蔵」とあるものは、当館の所蔵資料ではありません。

・日本語の翻訳書名は、既に翻訳が刊行されており定着しているものに関しては『　』内、その他については参考訳を（　）内に示しました。　

・[　]は、確認が取れていない事項に使用しています。

No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

1 機関車・電車の歴史 山本忠敬 著 福音館書店 2002 Y1-N02-228●

2 汽車誕生 : 新橋・横浜鉄道開通ものがたり 原田勝正 著　野倉宣邦 絵 らくだ出版 1982 Y1-472

3
はるかなる鉄路
 : 鉄道の歴史をきずいた人たち

手島悠介 作　依光隆 絵 PHP研究所 1981 Y3-M98-8

4 子供知識乘物畫報 清水かつら 文 大日本雄辯會講談社 1938 Y11-N03-H421

5 きかん車大集合 小学館 1982 Y1-496

6 鉄道記 真島満秀 著 福音館書店 2002 Y1-N02-208●

7 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 1968 Y7-582-[19]●

8
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 Y8-3542●

9 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 Y7-3728●

10 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 児933-cG74ｔＩ●

11 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 Y17-4099-[1]●

12 きかんしゃやえもん 阿川弘之 文　岡部冬彦 絵 岩波書店 1959 児726-A234k●

13 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
1961.8
(86刷:1995.10)

Y18-M98-338●

14 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 Y18-N01-170●

15 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

あすなろ書房 2003 Y18-N03-H596●

16 乗物づくし 大日本雄辯會講談社 1937 Y11-N03-H418

17 貨物列車・路面電車・電車工場 結解学 写真 国土社 2005 Y11-N05-H105●

18 ちんちんでんしゃがはしるまち 高田勲 さく・え PHP研究所 1993 Y18-8306

19 ふたごのでんしゃ 渡辺茂男 作　堀内誠一 絵 あかね書房 1969 Y7-1897●

20 地下鉄のできるまで 加古里子 さく 福音館書店 1987 Y1-1121●

21
夢の地下鉄冒険列車 : 地下鉄の父・早川徳次
と昭和をはしった地下鉄

佐藤一美 作 くもん出版 1990 Y8-7242

・資料名欄の〔前期〕は平成２１年７月１８日（土）から１０月２５日（日）まで 、

書誌事項について

　　　　　　　　〔後期〕は平成２１年１０月２７日（火）から平成２２年２月７日（日）まで展示いたします。

 （休館日 ： 月曜日、こどもの日を除く国民の祝日・休日、年末年始、資料整理休館日（毎月第3水曜日））

てつどう

鉄道のあゆみ

All Aboard ! for a Trip around Books on Vehicles

1



No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

22 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 Y9-M98-73●

23 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 Y7-871●

24 はしれひかりごう 小学館 1978 Y1-251

25
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 Y11-N07-H628●

26
ぼくは「つばめ」のデザイナー
: 九州新幹線８００系誕生物語

水戸岡鋭治 著 講談社 2004 Y11-N05-H27●

27 ふたりでのった新幹線 依田逸夫 作　末崎茂樹 絵 ひくまの出版 1998 Y8-M99-288

28 みえるみえるしんかんせん 橘田幸雄 絵 学習研究社 1994 Y1-1978

29 １９世紀の鉄道駅
フィオーナ・マクドナルド 文　ジョン・ジェイムズ 画
小池滋, 和久田康雄 訳

三省堂 1993 Y1-1902

30 やこうれっしゃ 西村繁男 さく 福音館書店 1983 Y17-9298●

31 かばのかばひこ 渡辺茂男 文　梶山俊夫 絵 瑞木書房 1983 Y17-9911

32 こんとあき 林明子 さく 福音館書店 1989 Y18-4137●

33 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 Y17-9393●

34 特急キト号 ルドウィッヒ・ベーメルマンス 作　ふしみみさを 訳 PHP研究所 2006 Y18-N06-H191

35 のりものいっぱいたっくんのはこね 高田勲 さく・え ＰＨＰ研究所 1997 Y17-M98-118

36 でんしゃえほん 井上洋介 [著] ビリケン出版 2000 Y17-N00-408

37 あるけあるけ 長新太 さく こぐま社 2000 Y17-N01-99

38 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 Y18-5058●

39 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 著　野間仁根 絵 新潮社 1941 児935-42●

40 ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン 文・絵
石井桃子 訳

岩波書店 1981 Y17-7639●

41
シベリア鉄道ものがたり
（たくさんのふしぎ ６９号）

宮脇俊三 文　黒岩保美 絵 福音館書店 1990.12 Z32-712

42
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 Z32-712●

43
小学館の学習百科図鑑. １７ : 船 : 航海のあ
ゆみ

青木栄一, 山田廸生 共編 小学館 1977 Y13-61

44 ふねのはじまり 上野与志 構成・文　若菜等 絵 チャイルド本社 1989 Y11-3600

45
海の冒険者 : 丸木舟から豪華客船まで さまざ
まな船と船乗りの物語

ローレンス・オッテンハイマー 著　久保実 訳 同朋舎出版 1996 Y11-5979

46 大航海の夜あけ : ヘンリー航海王 T.C.チャブ 作　藤川正信 訳　岩淵慶造 画 学習研究社 1972 Y3-172

47
夢を追いかけろ
 : クリストファー・コロンブスの物語

ピーター・シス 作　吉田悟郎 訳 ほるぷ出版 1992 Y18-7199

48 四せきの帆船 ルイーズ・ケント 作　中崎一夫 訳　岩本唯宏 画 学習研究社 1970 Y7-2297

49 マゼランの世界一周 ツバイク 著　白木茂 訳　依光隆 え あかね書房 1975 Y3-275

50 フルトン : 蒸気船の発明者 平野威馬雄 著　諏訪部晃 絵 ポプラ社 1952 児289.3-cF97Hf

51 船舶の科学 ジョナサン・ラットランド 著　黒子孟夫 訳 佑学社 1979 Y11-1218

52
船ができるまで : 豪華客船（ふじ丸）精密イラ
スト

谷井建三 イラスト　池田良穂 文 偕成社 1989 Y11-3619

53
のりものどうしたら？図鑑.
第3巻 浮かぶくふう : 船のしくみと歴史

小峰書店 1989 Y11-3596

54
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 Y3-N05-H39●

55 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 Y17-7522●

ふね

船のあゆみ

駅

鉄道の旅

変わった電車

鉄道と作家たち
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No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

56 大黒屋光太夫 : ロシア帰りの 岡本文良 著　松本修一 絵 さ・え・ら書房 1983 Y3-573

57 春に発つ船 古屋美枝 [著]　まえだけん え けやき書房 1988 Y8-6727

58 タイタニック号のさいご ロード 著　矢野徹 訳　岡野謙二等 絵 講談社 1966 Y14-15-[13]

59 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 Y2-N00-132●

60
フェリーターミナルのいちにち
（かがくのとも ４７３号）

石橋真樹子 さく 福音館書店 2008.8 Z32-26

61 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 Y17-M99-72●

62 ちびっこタグボート
ハーディー・グラマトキー ぶん・絵
渡辺茂男 やく

学習研究社 1967 Y7-914●

63 えんふねにのって ひがしちから 作 ビリケン出版 2006 Y17-N06-H496

64 だいちゃんとうみ 太田大八 さく・え 福音館書店 1992 Y18-7136●

65 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 Y18-1738●

66 赤い船 : 小川未明童話集 小川未明 著　山路真護 絵 あかね書房 1951 児913.8-O272a3

67 みどりの船 クェンティン・ブレイク 作　千葉茂樹 訳 あかね書房 1998 Y18-M98-354

68 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 Y17-4879●

69 ミノー号の冒険 ピアス 作　前田三恵子 訳　桜井誠 絵 文研出版 1970 Y7-2288

70 この船じごく行き 山中恒 作　西村郁雄 絵 文研出版 1976 Y7-5417

71 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 Y18-N01-235●

72 エミリーときんのどんぐり イアン・ベック 作　ささやまゆうこ 訳 徳間書店 1995 Y18-9893

73 宝島 スティーブンスン 作　阿部知二 訳　寺島竜一 絵 岩波書店 1967 Y7-968 ●

74 こうしてぼくは海賊になった
メリンダ・ロング 文　デイビッド・シャノン 絵
小川仁央 やく

評論社 2006 Y18-N06-H268

75 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 Y17-6980●

76 のろのろデイジー : ふなのりネコだいかつやく ロブ・ルイス さく　ふなとよしこ やく ほるぷ出版 1995 Y18-10677

77 ボートがしずんだの、だれのせい？ パメラ・アレン 作　ゆあさふみえ 訳 あすなろ書房 1997 Y18-M98-79

78 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 Y17-5237 ●

79 カヌーはまんいん
ナサニエル・ベンチリー 文
アーノルド・ローベル 絵　三木卓 訳

文化出版局 1978 Y17-6137

80 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 Y7-3874 ●

81 ハックルベリー・フィンの冒険
マーク・トウェイン 作　西村孝次 訳
武部本一郎 絵

ポプラ社 1968 Y7-1102 ●

82 ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム 作　神宮輝夫, 岩田欣三 訳 岩波書店 1993 Y9-341●

83 船キチ良平と氷川丸 柳原良平 著 国土社 1981 Y7-8931

84 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 Y1-1766●

85 フォード : ヘンリー・フォード マイケル・ポラード 文　常盤新平 訳 岩崎書店 1997 Y3-M98-26

86 ポルシェ : 自動車を愛しすぎた男 斎藤憐 著 ブロンズ新社 1987 Y3-761

87 Ｆ１のチャンピオン 高斎正 作　伊藤悌夫 絵 岩崎書店 1991 Y8-8163

88 日本の自動車の歴史 山本忠敬 さく 福音館書店 1998 Y1-M99-23●

89 草の根こぞう仙吉 赤木由子 作　箕田源二郎 画 そしえて 1978 Y7-6764

みんなで乗ろう

自動車のあゆみ

漂流・事故

働く船

身近な船・あこがれの船

船の冒険・海賊たち

船に乗る猫

じどうしゃ

船と作家たち
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No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

90
Ｆ・１おやじ : エンジンにいのちをかけた男　本
田宗一郎の生涯

高橋透 絵と文 汐文社 1994 Y3-1192

91 ポンのヒッチハイク 早船ちよ 著　竹村捷 絵 理論社 1962 児913.6-H351p

92 じょうようしゃ つるみまさお ぶん　ばばかずお え 偕成社 1972 Y17-3748-[1・1]

93 ママの黄色い子象 末吉暁子 著　中地智 絵 講談社 1985 Y8-2987

94 くるま イアン・グラハム 文　中村美紀 訳 岩崎書店 2000 Y1-N00-98

95
世界の名車 : 新旧スーパーカーからレーシン
グカートまで. ５４年版

実業之日本社 編 実業之日本社 1978 Y12-549

96 さらばハイウェイ 砂田弘 著　小野田俊 絵 偕成社 1970 Y7-2320

97
うちのじどうしゃ
（こどものとも. 年中向き ７０号）

谷川俊太郎 作　太田大八 絵 福音館書店 1992.1 Z32-863

98 手おし車大戦争 ジャン・メリル 作　鈴木武樹 訳　油野誠一 絵 講談社 1971 Y7-2636

99 ルールくん 香山美子 文構成　杉浦範茂 絵 国土社 1969 Y17-442

100
走れ！ソーラーカー : 光と夢の３０００キロレー
ス

中部博 著 大日本図書 1996 Y12-3561

101
未来を走れハイブリッドエコカー
 : 環境社会をめざした自動車開発物語

後藤みわこ 文　天野徹 監修 学習研究社 2003 Y11-N03-H225

102
まほうのクルマ工場 : クルマ好きのサイくんと
おじさんのステキなリサイクルものがたり

エコステーションまつやま 監修 日刊自動車新聞社 2005 Y1-N05-H303

103
道路や交通機関をバリアフリーに！
 : 低床バスが走る

共用品推進機構 監修 学習研究社 2000 Y1-N00-48

104
風のハンドルは白い雲
 : マキちゃんと車いすドライバー

小林あき 作　国井節 絵 岩崎書店 2000 Y1-N00-196

105 のせてのせて 松谷みよ子 文　東光寺啓 絵 童心社
1969.7
(117刷:1997.3)

Y17-M97-32●

106 カロリーヌとおともだち
ピエール・プロブスト 文・絵
土家由岐雄, 福島のり子 文

小学館 1967 Y7-554-[12]

107 あおバスくん
ジェームス・クリュス さく　リーズル・シュティッヒ
え　はたさわゆうこ やく

フレ－ベル館 2008 Y18-N08-Ｊ288

108 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
1966.7
(66刷:1997.4)

Y17-M99-209●

109 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 Y7-5199●

110 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・え
いしいももこ やく

福音館書店 1978 Y17-5742●

111 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 Y17-M99-713●

112 みちをつくる : はたらくくるま こもりまこと 作・絵 教育画劇 2006 Y11-N06-H547

113 じどうしゃ 寺島竜一 著 福音館書店 1966 Y17-221●

114 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
1966.6
(77刷:1995.8)

Y17-M98-794●

115 きゅうきゅうしゃのぴぽくん 砂田弘 ぶん　高橋透 え 偕成社 1974 Y17-4265

116 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 児726.7-cB97k●

117 あんぐりとへんぐり なかのひろたか さく 童心社 1989 Y18-4428

118 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 Y8-6822 ●

119 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 Y7-9595●

120 ピン・ポン・バス 竹下文子 作　鈴木まもる 絵 偕成社 1996 Y18-12131 ●

121 みさきめぐりのとしょかんバス 松永伊知子 作　梅田俊作 絵 岩崎書店 1996 Y18-11561

122 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
1967.1
(100刷:1996.2)

Y17-M98-793●

123 けんちゃんとねこはかせ きただたくし ぶんとえ ポプラ社 1971 Y17-3504

124 みつやくんのマークＸ 渡辺茂男 作　エム・ナマエ 画 あかね書房 1973 Y7-3642

125 ぼくのジープ さとうさとる ぶん　むらかみつとむ え 偕成社 1977 Y17-5513

126 いやだあさまであそぶんだい ヘレン・クーパー さく　ふじたしげる やく アスラン書房 2004 Y18-N04-H250

働く自動車

作りたい・運転したい

みんなで乗りたい
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No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

127 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 Y18-2445●

128 ふしぎなじどうしゃ ヤーノシュ 作・画　志賀朝子 訳 小学館 1980 Y7-8233

129 ブリスさん J.R.R.トールキン [著]　田中明子 訳 評論社 1993 Y18-7561

130 空とぶ自動車 : １ばんめのぼうけん
イアン・フレミング ぶん　ジョン・バーニンガム え
ときわしんぺい やく

盛光社 1967 Y9-N02-119

131 ビーカー教授事件 エルジェ 作　川口恵子 訳 福音館書店 1995 Y16-7947●

132 ロボット自動車サリイ アシモフ 著　小尾芙佐 文　横内襄 絵 岩崎書店 1969 Y7-1444

133 飛びたかった人たち 佐々木マキ 作 福音館書店 1994 Y11-5202 ●

134
翼がほしい！ :
発明の父レオナルド・ダ・ヴィンチ

ジョン・ロウ・タウンゼント 作  フィリップ・ゴフ 画
山口昌子 訳

篠崎書林 1978 Y7-6776

135 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 Y11-5784●

136 ライト兄弟 : とべ！飛行機第一号 富塚清 [著] 講談社 1981 Y3-493

137
玉虫とんだ : 世界初の模型飛行機をとばした
日本人二宮忠八物語

菅原千夏 作　かみやしん 絵 講談社 1993 Y3-1123

138 パパの大飛行
アリス・プロヴェンセン, マーティン・プロヴェンセン
作　脇明子 訳

福音館書店 1986 Y18-1756

139
アメリア・イヤハート
 : それでも空を飛びたかった女性

リチャード・テームズ 著  シェリー佐藤 訳 国土社 1999 Y3-M99-56

140
飛べ！赤い翼
 : 冒険飛行家ジャピーを救った人びと

ごんどうちあき 作  稲川弘明 絵 小峰書店 1991 Y8-8473

141 ひこうき イアン・グラハム 文  天沼春樹, 三浦智美 訳 岩崎書店 2000 Y1-N00-100

142 ジェット機の話 マーク・ヘウィッシュ 著　渡辺昌介 訳 佑学社 1978 Y11-1105

143 旅客機のパイロット 大和田健二 写真　菅能琇一 文 あかね書房 1990 Y1-1462 ●

144 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 Y18-12082●

145 リサひこうきにのる
アン・グットマン ぶん  ゲオルグ・ハレンスレーベ
ン え  石津ちひろ やく

ブロンズ新社 2000 Y18-N00-356

146 バムとケロのそらのたび 島田ゆか 作・絵 文渓堂 1995 Y18-10804

147 ふうちゃんの大りょこう 松谷みよ子 著　馬場のぼる 絵 小峰書店 1966 Y7-594-[11]

148 おばあさんのひこうき 佐藤さとる 著　村上勉 絵 小峰書店 1966 Y7-594-[9]

149 もりたろうさんのひこうき 大石真 文　北田卓史 絵 ポプラ社 1969 Y17-633

150 わんぱく天国 : 按針塚の少年たち 佐藤さとる 著　村上勉 絵 講談社 1970 Y7-2146

151 とぶか海風号 溝井英雄 著 野島出版 1978 Y7-7089

152 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 Y17-7574●

153 ごろごろにゃーん 長新太 作・画 福音館書店 1984 Y18-47●

154 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 Y8-3990●

167 ヘリコプターたち 五味太郎 作 リブロポート 1981 Y17-7840

155
風のつばさに乗って
 : 人間は鳥を見て飛ぶことを学んだ

ディアーヌ・コスタ・ド・ボルガール, カトリーヌ・ド・
セリニェ 著　ルディコ 訳

同朋舎出版 1995 Y11-5736

156 大空への挑戦 : ツェッペリン飛行船 主婦の友社 1979 Y2-416

157
巨大飛行船・ツェッペリン伯号と霞ヶ浦の恒二
少年

菅原克行 著　新日本文芸協会 編 新日本文芸協会 2006 Y11-N07-H41

158 ベルヌ名作全集. １５ 気球にのって五週間
ジュール・ベルヌ [著]　塚原亮一 訳
丸山武男 絵

偕成社 1969 Y7-1782

159 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 Y7-1579●

160 ふわふわブイブイ気球旅行 アーサー・ガイサート 作　たかはしけいすけ 訳 セーラー出版 1995 Y18-11423

自動車と作家たち

飛行機のあゆみ

飛行機の旅

大空へのあこがれ

空想の翼

気球のあゆみ・飛行船のあゆみ

ひこうき
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No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

161 熱気球 ガブリエル・バンサン 作　もりひさし 訳 BL出版 1998 Y18-M99-376

162 かえるのひこうせん 長新太 作・絵 佼成出版社 1979 Y17-6286

163 かぼちゃひこうせんぷっくらこ
レンナート・ヘルシング ぶん　スベン・オット え
奥田継夫, 木村由利子 やく

アリス館牧新社 1976 Y17-4961

164 エアボーン ケネス・オッペル 著　原田勝 訳 小学館 2006 Y9-N06-H262

165 のあさんとそらとぶきゅうじょたい おおともやすお ぶん・え 福音館書店 1990 Y18-4707

166 おにまるのヘリコプター 岸田衿子 さく　堀内誠一 え 文化出版局 1987 Y18-2745

168 かみひこうき 小林実 ぶん  林明子 え 福音館書店 1976 Y11-832 ●

169
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 共著　伊藤賢典 監修 ポプラ社 2000 Y11-N00-414●

170 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 Y11-5246●

171 星の王子さま：愛蔵版 サン=テグジュペリ 作　内藤濯 訳 岩波書店 2000 Y9-N01-3●

172 ブラッカムの爆撃機
ロバート・ウェストール 作　宮崎駿 編
金原瑞人 訳

岩波書店 2006 Y9-N06-H440

173 単独飛行 ロアルド・ダール 著  永井淳 訳 早川書房 1989 KS154-E106★

174 タルホ空中飛行器 寺村摩耶子 著 白亜書房 2003 KG546-H36★

175
交通博物館見学
 : 交通社会科のしおり 第1巻

交通博物館 個人蔵

176
蒸気機関車の８０年
 : 交通社会科のしおり No.２

交通博物館 個人蔵

177
汽船の発達
 : 理科・社会科のしおり No.４

交通博物館 個人蔵

178
自動車の知識
 : 理科・社会科のしおり No.６

交通博物館 個人蔵

179
自動車の知識
 : 交通 理科 社会科のしおり No.６

交通博物館 1956.9 個人蔵

180
トンネルと鉄橋
 : 交通 理科 社会科のしおり No.７

交通博物館 1961.5 個人蔵

181
飛行機の発達
 : 交通社会科のしおり No.８

交通博物館 1958.4 個人蔵

182
古代舟から帆船まで
 : 交通 理科 社会科のしおり No.１０

交通博物館 1957.1 個人蔵

183 交通のQ＆A 交通博物館 個人蔵

184 宿題教室 交通博物館 個人蔵

185 東京から関西へ（ひので号）　〔前期〕
東京都中学校社会科教育研究会・社団法人日
本移動教室協会

日本移動教室協会 1960 鉄道博物館蔵

186 修学旅行　関東　〔前期〕 日本交通公社 1955 鉄道博物館蔵

187 東京見学のしおり　〔前期〕
渋谷区教育委員会指導室長川合八郎（ほか5
名）及び日本修学旅行協会並びに東京都修学旅
行接遇協議会

東京都 1958 鉄道博物館蔵

188 東京から関西へ（新幹線）　〔後期〕
東京都中学校社会科教育研究会・社団法人日
本移動教室協会

日本移動教室協会 1972 鉄道博物館蔵

189 修学旅行　関西　〔後期〕 日本交通公社 1955 鉄道博物館蔵

190 中国・四国・九州旅行案内　〔後期〕 三省堂旅行案内部 三省堂 1935 鉄道博物館蔵

191 おおきなディガー ポール・スティックランド さく  きたむらまさお やく 大日本絵画 2003 Y18-N03-H576

192 きかんしゃトーマス
ウィルバート・オードリー 原作  オーウェン・ベル
絵　まだらめ三保 訳

ポプラ社 1992 Y18-6528

193 きかんしゃジェームズ
ウィルバート・オードリー 原作  オーウェン・ベル
絵　まだらめ三保 訳

ポプラ社 1992 Y18-6529

194 ぎんいろのでかでかうちゅうせん ケン・ウィルソン-マックス 作  でんでんむし 訳 JULA出版局 1999 Y18-M99-190

飛行機と作家たち

ヘリコプターに乗って

飛行機を作る

しかけ絵本

交通博物館と子どもたち

修学旅行列車

特別コーナー
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No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

195 ちびっこきかんしゃチューチュー
ピーター・セイモア ぶん
ケイト・モーズレイ, マイケル・ハンフリーズ え

大日本絵画 1986 Y18-1761

196 ねむるふね
Peter Fiore ［絵］  Emory Kristof ［著］
木下康彦 日本語版監修

新学社 1998 Y11-N04-H538

197 バスのタイヤくるくるくる ポール・O.ゼリンスキー え  きたむら・まさお やく 大日本絵画 1990 Y18-5310

198 地理教育鐵道唱歌. 第１集 大和田建樹 作歌  上眞行, 多梅稚 作曲 三木佐助 1900 Y6-N03-H176

199 電車汽車乘物 濱口覺太郎 畫作 昇進堂書店 1909 Y11-N07-H665

200 飛行機大會 稲垣蝸堂 畫作 富里昇進堂書店 1914 Y11-N07-H659

201 汽車と電車 : 教育繪話 榎本書房 1915 Y17-N00-969

202 ノリモノ大會 榎本書店 1924 Y17-N00-978

203 ノリモノ 集榮館大川屋書店 1931 Y17-N03-H1109

204 乗物画報 ５巻１０号 ポケツト講談社 1925.7 Z32-B293

205 海のノリモノ 幼年繪本研究會 編　安井小彌太 畫 冨士屋書店 1940 Y11-N07-H609

206 乗物ヅクシ 黒崎義介, 木俣武, 佐藤今朝治 畫 博文館 1940 Y17-N03-H1107

207 ノリモノ 田村晃甫 画   前田勘次 畫作 文進堂, 洛東書院 1941 Y11-N07-H610

208 あたらしい汽車 大森太郎 文　安井小弥太 絵 ますみ書房 1948 Y17-2703

209 そらのたび 長谷川露二 著 寿書房 1948 Y17-2719

210 たのしいりょこう 前川康男 文  池田献児 絵 フレーベル館 [1964] Y17-886

211 とかいののりもの 長島武雄 文  上田三郎等 絵 光文社 1957 Y17-1521

212 しょうぼうじどうしゃ 稗田宰子 文  小山泰治 絵 フレーベル館 [1971] Y17-3563

213 パノラマはしれとっきゅう : 乗物絵本 槙本ナナ子 文  安井小弥太 絵 小学館 1974 Y17-4322-[12]

214 おやすみブルートレイン 松沢睦実 文　木村定男 絵 フレーベル館 1981 Y17-7681

215 ぐんぐんはしれちゅうおうせん 中島章作 絵と文 小峰書店 1989 Y1-1399

216 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 Y1-2187●

217 パトカーぱとくん 渡辺茂男 さく  山本忠敬 え 福音館書店 1998 Y17-M99-78

218 だれのじてんしゃ 高畠純 作・絵 フレーベル館 1982 Y17-9392

219 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 Y11-N03-H33●

220
自転車ものがたり
（たくさんのふしぎ １６０号）

高頭祥八 文・絵 福音館書店 1998.7 Z32-712

221 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 Y9-N05-H31●

222 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 Y7-5250●

223 アーミテージさんのすてきなじてんしゃ クェンティン・ブレイク 作　ひがしはるみ 訳 あかね書房 1997 Y18-M98-150

224 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 Y18-10633●

225 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
1975.4
（51刷:1995.9)

Y18-M98-327●

226 本当の話 ルキアノス 著  呉茂一他 訳 筑摩書房 1989 KP31-E9★

227 ツィオルコフスキー : 宇宙開発の父 袋一平, 左近義親 著   武部本一郎 絵 岩崎書店 1962 児289-cT88Ht

228 少年オルフェ 米沢幸男 著  依光隆 絵 講談社 1962 児913.8-Y771s

229 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 KS158-G392●

230 ミラクル・ベイビー サイモン・ジェームズ さく  小川仁央 やく 評論社 2004 Y18-N04-H503

231
宇宙をみたよ！
：宇宙へ行くと、ほんとうがみえてくる

宙野素子 文 偕成社 1994 Y11-5286

232
From the earth to the moon
（『月世界旅行』）

Jules Verne　（ジュール・ベルヌ）作 Aeonian Press 1976 Y8-A1021

233 カロリーヌつきへいく ピエール・プロブスト さく  やましたはるお やく BL出版 1998 Y18-M99-382

乗り物絵本

自転車

宇宙
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No. 資料名　※（）内は雑誌名 著者名 出版者 出版年 請求記号

234 ゆめみこぞう かんざわとしこ ぶん　たしませいぞう え ひかりのくに 1994 Y18-9841

参考
展示
235

複製：
百鬼夜行拾遺 3巻

鳥山石燕 画 長野屋勘吉 1805 YD1-313★

236 水木しげる妖怪百物語 水木しげる 著 小学館 2005 Y2-N05-H190

237 死のなかばに ベン・ヘクト他 作　矢野浩三郎 訳　大久保浩 絵 岩崎書店 1999 Y9-M99-125

238 おばけドライブ スズキコージ 作 ビリケン出版 2003 Y17-N03-H1282

239
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 Y17-5801 ●

240 ゆうれい船
ハウフ他 作　福井信子, 斎藤夏野 文
藤川秀之 絵

ポプラ社 1985 Y8-2772

241
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 Y9-N04-H60●

242 乗物とメディアの怪 渡辺節子 編 作品社 2003 KH22-H37

243
空とぶじゅうたん : アラビアン・ナイトの物語よ
り

マーシャ・ブラウン 再話・絵  松岡享子 訳 アリス館 2008 Y18-N09-J46

244 ナージャとりゅうおう : 封神演義 唐亜明 文  于大武 絵 講談社 2002 Y18-N02-110

245 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 2002 Y7-N02-45●

246 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 Y18-1886●

247 空とぶトランク
ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原作
スズキコージ 絵  角野栄子 文

小学館 2004 Y18-N04-H441

248 火の鳥と魔法のじゅうたん E.ネズビット 作  猪熊葉子 訳 岩波書店 1983 Y8-790

249 おばけとかっぱ
ヨゼフ・ラダ さく・え
おかのゆたか, うちだりさこ やく

福音館書店 1979 Y7-7769

250 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 Y7-N01-7●

251 魔女の宅急便 角野栄子 作  林明子 画 福音館書店 1985 Y8-2294●

252 アブダラと空飛ぶ絨毯 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作  西村醇子 訳 徳間書店 1997 Y9-M98-32

ケース
No. 資料名

Ⅰ 修学旅行団体臨時列車プレート

Ⅸ １号機関車模型

Ⅸ A型フォード １９０３年式 模型

佐藤美知男 （監修）

　　　　　　　　　　　　       国立国会図書館 国際子ども図書館　〒110-0007　東京都台東区上野公園12-49

                                   TEL：03-3827-2053 （代表）　FAX：03-3827-2043  http://www.kodomo.go.jp

鉄道博物館　童心社　評論社　ビリケン出版　福音館書店　文研出版　ポプラ社　ほるぷ出版　らくだ出版

特別展示

あの世とこの世をつなぐ乗り物

魔法の乗り物

『はじめて学ぶ日本の絵本史 Ⅰ・Ⅱ』　鳥越信編著　ミネルヴァ書房　2001，2002

堀内花子　安井兵太

■ご協力いただいた方々　（敬称略・五十音順）

　　所蔵者

あかね書房　岩波書店　偕成社　学習研究社　小峰書店　交通文化振興財団　世田谷文学館

鉄道博物館蔵

鉄道博物館蔵

鉄道博物館蔵

『人間は何をつくってきたか : 交通博物館の世界 1』　NHK編　日本放送出版協会　1980

■主な参考文献  （五十音順）

『交通博物館のあゆみ：鉄道博物館開館85年・神田の地で70年・交通の博物館として60年』　交通博物館　2007

『昭和の鉄道写真100景：復興から高度成長へ』　佐藤美知男著　東日本鉄道文化財団　2006

『交通博物館のすべて：知られざる歴史と魅力』　交通博物館編著　JTB　2001

『乗物絵本時代』　関田克孝著　JTB　2004
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