
キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

旅の心得 子連れ海外旅行まるごと安心ガイド 星野愛，ワイワイネット／著 メイツ出版 2909/H19

旅の心得 それ行け！子連れ海外旅行 イルカ／著 主婦の友社 2909/I22

旅の心得
海外旅行で子供は育つ！！　子供の人生を豊かにする“旅育”

のススメ
木舟周作／著 イカロス出版 2909/K66

旅の心得 こころに残る家族の旅 小川 奈緒／著
京阪神エルマガジ

ン社
2909/O27

旅の心得 旅育BOOK　家族旅行で子どもの心と脳がぐんぐん育つ 村田 和子／著 日本実業出版社 2910/N129

旅の心得
高野優の親子であっちこっち探検隊　子どもと一緒に冒険しよ

う！
高野優／著 主婦と生活社 2910/T77

旅の心得 おやこデート　こどもと楽しむおでかけガイド 杉浦 さやか／著 白泉社 2913/S48

旅行ガイドブック あかちゃんと一緒京都おでかけ手帖
あかちゃんとおでかけ手帖をつ
くる会／編

萌文社 2916/A15/1-2

旅行ガイドブック
家族で遊ぼう！おでかけＢＯＯＫ　山陽・山陰版　広島・山口・岡

山・島根・鳥取・香川・愛媛　2018

ザメディアジョンプレ

ス
2917/M13/1-3

旅行ガイドブック 子連れで沖縄　旅のアドレス&テクニック117 島村 麻美／著
ダイヤモンド・ビッグ

社
2919/S22

旅行ガイドブック 子連れで楽しむ台湾　現地在住日本人ライターが案内する 高橋 真紀／著
東京ニュース通信

社
2922/T46

旅行ガイドブック FAMILY TAIWAN TRIP　#子連れ台湾 田中 伶／著
ダイヤモンド・ビッグ

社
2922/T48

旅行ガイドブック
子連れGUAM　ラクチン・ストレスなし・子供も自分も楽しめるいち

ばん近い海外リゾート
高橋 香奈子／著 ワニブックス 2974/T3

　　子育て支援コーナー第48回企画展示

　　「親子で夏を楽しもう！～旅行＆キャンプの本～」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：令和年6月8日（土）～9月1日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★旅の心得・旅行先を選ぶ本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

旅行ガイドブック 家族でおでかけ　中国・四国　’１６－’１７ 昭文社 K2920/K30/4-27

日本の神社 あなたの願いをかなえてくれる神社 合田 道人／著 祥伝社 1759/G4

日本の神社 神社のどうぶつ図鑑 茂木 貞純／監修 二見書房 1759/M19

日本の神社 神社とお寺おいしいお詣りスイーツ 大浦 春堂／著 講談社 1759/O19/2

日本の寺院 日本の古寺101選　宗派別に特長と楽しみ方がわかる!
廣澤 隆之／監修，ロム・イン
タ
ーナショナル／編

成美堂出版 1859/R3

日本の寺院 この寺社を見ずに死ねるか 島田 裕巳／[著] KADOKAWA 1859/S14

日本の寺社
にっぽん神社とお寺の旅　一生に一度はお参りしておきたい！，

絶景の達人太鼓判
Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ編集部
／編

Ｋ＆Ｂパブリッ

シャーズ
1759/K27

日本の寺社 いま観るべきお寺と神社 槇野 修／著 洋泉社 1859/M7/2

動物園・水族館 どうぶつのくに 田井 基文／著 講談社 4804/T13

動物園・水族館 動物園をまるごと楽しむ！ 今泉忠明，石和田研二／著 新風舎 4807/I6/2

動物園・水族館 もっと知りたい旭山動物園　人気日本一の秘密
伊藤建介／編，旭山動物園
／監修

平凡社 4807/I8

動物園・水族館 岩合光昭と動物園・水族館を歩く 岩合光昭／著 朝日新聞出版 4807/I11

動物園・水族館 竹島水族館の本 蒲郡市竹島水族館／著 風媒社 4807/G3

動物園・水族館 中村元の全国水族館ガイド１１５ 中村元／写真・著 長崎出版 4807/N5/4-2

動物園・水族館 世界に一つだけの深海水族館 石垣 幸二／監修 成山堂書店 4807/S26

動物園・水族館 つまき♪式親子で楽しむ動物園ガイド つまき♪／著 そうえん社 4807/T17
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

動物園・水族館 つまき♪式親子で楽しむ水族館ガイド つまき♪／著 そうえん社 4807/T17/2

動物園・水族館 みんなの沖縄美ら海水族館
垂見おじぃ健吾／企画・撮
影，かいはたみち／編集・文

マガジンハウス 4807/T13

日本の城 天空の城を行く　これだけは見ておきたい日本の山城５０ 小和田泰経／著 平凡社 5218/O26

日本の城 オールカラーでわかりやすい！日本の城 中山良昭／編著 西東社 5218/N64

日本の城 一度は訪ねたい日本の城　ビジュアル版鑑賞ガイド 西ケ谷恭弘／編著 朝日新聞出版 5218/N9/11

日本の城 今日から歩ける！超入門山城へＧＯ！ 萩原さちこ，西股総生／著 学研パブリッシング 2910/H50

日本の城 訪ねてみたい日本のお城 城めぐりの達人倶楽部／編著 ロングセラーズ 5218/S54

日本の城 一度は行きたい日本の美城 かみゆ歴史編集部／編 学研パブリッシング 5218/Ｋ63

日本の城
「現存」１２天守めぐりの旅　歴史ある国宝・重文のお城をたずね

る
萩原さちこ／著 学研パブリッシング 5218/Ｈ30/2

工場見学 工場見学社会科見学　首都圏　[2018] 昭文社 5092/S16

工場見学
絶対楽しい！親子で行けるおいしい工場見学　おなじみの人気

食品や飲み物などの工場へＧＯ！
キョーハンブックス 5880/Z1

世界遺産 軍艦島池島長崎世界遺産の旅
黒沢 永紀／文・構成，酒井
透／写真，黒沢 永紀／写真

筑摩書房 2919/K32

世界遺産 屋久島豊饒の海 高久至／著 東方出版 7480/T91

世界遺産 必ず一度は訪れたい!日本の世界遺産ガイド かみゆ歴史編集部／編 彩図社 2910/K136

世界遺産 いますぐ行きたい！日本の世界遺産 山本厚子／著 エクスナレッジ 2910/Y56

動物園・水族館（子ども向

け）
絶滅から救え！日本の動物園＆水族館　滅びゆく動物図鑑　１

日本動物園水族館協会／
監修

河出書房新社 480/N16/1-1

動物園・水族館（子ども向

け）
絶滅から救え！日本の動物園＆水族館　滅びゆく動物図鑑　２

日本動物園水族館協会／
監修

河出書房新社 480/N16/1-2
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

動物園・水族館（子ども向

け）
絶滅から救え！日本の動物園＆水族館　滅びゆく動物図鑑　３

日本動物園水族館協会／
監修

河出書房新社 480/N16/1-3

通信タワー（子ども向け） 大図解日本のタワー　タワーの役割と通信のしくみ 国土社編集部／編 国土社 520/K6

日本の城（子ども向け） これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　東日本編
これだけは知っておきたい教科書に
出てくる日本の城編集委員会／編著 汐文社 520/C1/1-1

日本の城（子ども向け） これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　西日本編
これだけは知っておきたい教科書に
出てくる日本の城編集委員会／編著 汐文社 520/C1/1-2

日本の城（子ども向け） 大坂城　天下一の名城
宮上茂隆／著，穂積和夫／
イラストレーション

草思社 520/M3/2

日本の城（子ども向け） すごいぞ！彦根城 サンライズ出版／編 サンライズ出版 520/S4

各地紹介（子ども向け） はっけん!NIPPON　地図と新聞で見る47都道府県
グループ・コロンブス／構成・
文，古谷 充子／絵

PHP研究所 291/G3

各地紹介（子ども向け）
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町１（沖縄・鹿児島・宮

崎・熊本・大分・長崎・佐賀）
東菜奈／著 岩崎書店 291/H2/1-1

各地紹介（子ども向け）
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　２（福岡・山口・広

島・愛媛・徳島・香川・高知　）
東菜奈／著 岩崎書店 291/H2/1-2

各地紹介（子ども向け）
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　３（岡山・島根・鳥

取・兵庫・大阪・和歌山）
東菜奈／著 岩崎書店 291/H2/1-3

各地紹介（子ども向け）
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　４（京都・奈良・滋

賀・三重・愛知・岐阜・福井）
東菜奈／著 岩崎書店 291/H2/1-4

各地紹介（子ども向け）
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　５（石川・富山・長

野・静岡・山梨・群馬・新潟　）
東菜奈／著 岩崎書店 291/H2/1-5

各地紹介（子ども向け）
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　６（神奈川・東京・

埼玉・千葉・茨城・栃木　）
東菜奈／著 岩崎書店 291/H2/1-6

各地紹介（子ども向け）
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　７（福島・宮城・岩

手・山形・秋田・青森・北海道）
東菜奈／著 岩崎書店 291/H2/1-7

世界遺産（子ども向け） 世界遺産 〔池内紀〕／〔ほか監修〕 小学館 290/S13

世界遺産（子ども向け）
知っておきたい!日本の「世界遺産」がわかる本　調べ学習にも役

立つ!，国内にある20の文化遺産・自然遺産をわかりやすく解説
カルチャーランド／著 メイツ出版 291/C4/3

世界遺産（子ども向け） 世界に誇る日本の世界遺産　１（知床　白神山地　平泉） 西村幸夫／監修 ポプラ社 291/N14/1-1
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

世界遺産（子ども向け）
世界に誇る日本の世界遺産　２（日光　小笠原諸島　白川郷・五

箇山）
西村幸夫／監修 ポプラ社 291/N14/1-2

世界遺産（子ども向け） 世界に誇る日本の世界遺産　３（富士山　紀伊山地） 西村幸夫／監修 ポプラ社 291/N14/1-3

世界遺産（子ども向け） 世界に誇る日本の世界遺産　４（法隆寺　古都奈良） 西村幸夫／監修 ポプラ社 291/N14/1-4

世界遺産（子ども向け） 世界に誇る日本の世界遺産　５（古都京都） 西村幸夫／監修 ポプラ社 291/N14/1-5

世界遺産（子ども向け）
世界に誇る日本の世界遺産　６（姫路城　厳島神社　原爆ドーム

石見銀山）
西村幸夫／監修 ポプラ社 291/N14/1-6

世界遺産（子ども向け） 世界に誇る日本の世界遺産　７（屋久島　琉球王国） 西村幸夫／監修 ポプラ社 291/N14/1-7

日本の島 日本のすごい島調べ事典　３巻（島の文化・芸術・歴史） 教育画劇 291/N12/1-3

日本の神社 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の神社
これだけは知っておきたい教科書に出てく
る日本の神社編集委員会／編著 汐文社 170/K1

国立公園（子ども向け） 日本の国立公園まるわかり事典 加藤峰夫／監修 ＰＨＰ研究所 620/K17

キャンプ場 北海道親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完全ガイド カルチャーランド／著 メイツ出版 2911/C2/2

キャンプ場 東北親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完全ガイド ジェイアクト／著 メイツ出版 2912/J2

キャンプ場 首都圏発親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完全ガイド スタジオパラム／著 メイツ出版 2913/S46

キャンプ場 東海親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完全ガイド 地球デザイン／著 メイツ出版 2915/C3

キャンプ場 九州親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完全ガイド ほり編集事務所／著 メイツ出版 2916/H12

キャンプ場 関西親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完全ガイド ストア／著 メイツ出版 2916/S30

★キャンプを楽しむための本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

キャンプ場 中国・四国子連れにおすすめのキャンプ場はここだ！
秀巧堂おでかけプロジェクト／
著

メイツ出版 2917/S18

キャンプ場 中国・四国子どもとでかけるらくらくアウトドアスポット
秀巧堂おでかけプロジェクト
／著

メイツ出版 K2920/S76/7

アウトドア・キャンプ 子どもと楽しむ！週末の冒険 Ａ－Ｗｏｒｋｓ／編 Ａ－Ｗｏｒｋｓ 2910/A31

アウトドア・キャンプ
アウトドア育脳のすすめ　脳科学者が教える!子どもを賢く育てるヒ

ント
瀧 靖之／著 山と溪谷社 37990/T82/2

アウトドア・キャンプ
アウトドアナイフがわかる本　野外活動を快適にする刃物使いをマ

スター
蓬萊 博史／監 地球丸 5817/H2

アウトドア・キャンプ アウトドアで活躍!ナイフ・ナタ・斧の使い方 鈴木 アキラ／著 山と溪谷社 5817/S2

アウトドア・キャンプ
親子でアウトドアあそび　火をおこす・ごはんを炊く・ロープを結ぶ，

体も脳もきたえる
安藤誠起／指導，主婦の友
社／編

主婦の友社 7860/A3

アウトドア・キャンプ
家族・親子アウトドア・キャンプ入門　初心者でも安心なキャンプ

のコツがいっぱい，超たのしい!，図解&写真満載!
赤井 賢一／監修 滋慶出版 7860/A5

アウトドア・キャンプ イラストマニュアル・はじめてのツリークライミング ジョン・ギャスライト／著 秀和システム 7860/G5

アウトドア・キャンプ 楽しい川遊び　源流から河口まで川をとことん楽しむ方法 伊藤 匠／監修 地球丸 7860/I5

アウトドア・キャンプ 焚き火の達人　火おこしの超基本から応用テクニックまで 伊澤 直人／監修 地球丸 7860/I6

アウトドア・キャンプ 楽しい焚き火　火起こしのコツからカマド料理まで ＪＴＢパブリッシング 7860/J1

アウトドア・キャンプ アウトドアで役立つ１８５のコツ　フィールドライフをもっと楽しむ！ 加藤芳樹／監修 メイツ出版 7860/K12

アウトドア・キャンプ 地球の上で歩く、食べる、眠る　アウトドアのレッスン
梶原光政／編著，北山耕平
／監修

洋泉社 7860/K13

アウトドア・キャンプ 森で過ごして学んだ１０１のこと 本山賢司／文・絵 東京書籍 7860/M8

アウトドア・キャンプ 外あそび＆外ごはんをはじめよう ｎｏｙａｍａ／著 文藝春秋 7860/N10
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

アウトドア・キャンプ 男の焚き火事典　１０倍楽しめる！ 太田潤／著 成美堂出版 7860/O4/2

アウトドア・キャンプ
アウトドア・ロープワーク教書　アウトドアで役立つロープの基礎知
識から活用術までを
分かりやすく紹介

鳥海良二／著 地球丸 7860/T8/2

アウトドア・キャンプ 子どもと楽しむ！親子のアウトドア遊び　パパ！ママ！教えて！ 手塚一弘／著 メイツ出版 7860/T13

アウトドア・キャンプ 親子で遊ぶ冒険図鑑　野外で楽しむ７７の知恵 山口一美／著 ＳＴＵＤＩＯ　ＣＥＬＬＯ 7860/Y5

アウトドア・キャンプ THE GLAMPING STYLE YURIEの週末ソトアソビ yuriexx67／著 KADOKAWA 7860/Y7

アウトドア・キャンプ
親子でキャンプ!　for OUTDOOR BEGINNING FAMILY，子育てを
きっかけにアウトドア、は
じめませんか?

枻出版社 7863/E1

アウトドア・キャンプ
子どもと一生の思い出をつくる星空キャンプの教科書　星の降る

絶景キャンプ場25スポット+α
G.B. 7863/G2

アウトドア・キャンプ
超実用！＊こどもと楽しむ！はじめてのオートキャンプ　海・山・
川でオートキャンプを快適に楽しむ「寝る・食べる・遊ぶ」のノウハ
ウが満載！！

かざまりんぺい／監修 地球丸 7863/K6

アウトドア・キャンプ
はじめてのキャンピング　楽しく学べて、すぐ役立つキャンプの基

礎知識と技術
久保田
鉄／画，中村昌之／構成

安藤スポーツ・食

文化振興財団
7863/K8

アウトドア・キャンプ キャンプでやってみる子どもサバイバル　生きる力を育む 川口 拓／著
ベースボール・マガ

ジン社
7863/K10

アウトドア・キャンプ
みんなで楽しむキャンプファイアーの進め方＆歌・ゲーム　キャン

ドルサービスの演出も付いています
巡静一／編著 黎明書房 7863/M2

アウトドア・キャンプ
オートキャンプパーフェクトマニュアル　ビギナーでもうまくいく快適
キャンプの基本＆
実用ノウハウ

太田潤／著 大泉書店 7863/O3/3

アウトドア・キャンプ 親子でアウトドア!（自然あそびへ出かけませんか？） 枻出版社 7863/O5

アウトドア・キャンプ
親子でアウトドア!　vol.2　（身近な場所から自然あそび、はじめま

せんか?　）
枻出版社 7863/O5/1-2

アウトドア・キャンプ
オートキャンプを楽しむ　仲間や家族と快適に野外で過ごす道具

選びの超基本と実践テクニック満載
沖田雅生／編・著 地球丸 7863/O6

アウトドア・キャンプ
オートキャンプ入門　セダン、ミニバン、軽自動車でもＯＫ，家じゅ
うで楽しむアウトド
アライフ

主婦の友社／編 主婦の友社 7863/S5
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アウトドア・キャンプ 田中ケン流週末！キャンプ＆アウトドア入門 田中ケン／著 学研パブリッシング 7863/T5

料理
手作り燻製ハンドブック　週末にベランダで、アウトドアで、絶品レ

シピ
燻製道士／著 世界文化社 5963/K40/2

料理
バーベキューテクニックの極意！　火おこし、焼きテク、たれ作
り！完全無欠のマスター
ブック！

月刊ガルヴィ編集部／編 実業之日本社 5964/G3/1-2

料理
超簡単でウマイ！キャンプのつまみ料理　サバ缶、サケ缶、コン

ビーフ缶！焚き火に野菜を放り込め！
月刊ガルヴィ編集部／編 実業之日本社 5964/G3/2

料理 ダッチオーブン料理と燻製　基礎から応用まで ＪＴＢパブリッシング 5964/J1

料理 すぐにできるおいしい野外料理　基本のすべてがわかる本 ＪＴＢパブリッシング 5964/J1/2

料理
ダッチオーブンクッキング　アウトドア万能鍋使いこなし完全マニュ

アル
月刊ガルヴィ編集部／編 実業之日本社 5964/J5

料理
基本のすべてがわかる楽しいＢＢＱとキャンプ料理　ツーバー
ナー、炭火、焚き火でつく
るレシピ８０

ＪＴＢパブリッシング 5964/K24

料理
野外料理超入門　アウトドアの楽しみがさらに広がる超簡単料理

レシピ集
黒澤進／監修 地球丸 5964/K37

料理 うまい！簡単アウトドア料理１５０　庭で山でキャンプで！
宮崎俊哉／著，名須川美砂
子／著

ＪＴＢ 5964/M8

料理
週末バーベキュー！　自宅の庭、バルコニーから海、山へ。「外

ごはん」を気楽に楽しむ
みなくちなほこ／著 マーブルトロン 5964/M15/2

料理 ザ・バーベキュー・ブック　プレミアムなアウトドアレシピ みなくち なほこ／[著] マリン企画 5964/M15/2

料理
ダッチオーブンといっしょ！　アウトドアでも、おうちでも，煮る・焼

く・蒸すすべてコレひとつでＯＫのミラクル鍋レシピ
中山千賀子／著 河出書房新社 5964/N3

料理
ダッチオーブン＆スキレット教書　魔法の鉄鍋１００％活用の極

意＆基本レシピ集
中山千賀子／料理 地球丸 5964/N3/3

料理
アウトドア料理の基本　はじめてでもうまくいく、野外料理のコツ＆

レシピ５０
太田潤／著 大泉書店 5964/O1/3

料理 親子で楽しむアウトドア料理　手軽でおいしい！ 太田潤／著 ＰＨＰ研究所 5964/O1/4
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料理 太田潤のアウトドア料理１００　自慢のメニューを厳選，決定版！ 太田潤／著 主婦の友社 5964/O1/5

料理 アウトドアクッキング２２０メニュー 太田潤／著 大泉書店 5964/O1/6

（子ども向け） 安心・安全大自然とあそぼう　１（海であそぶ）
小林陞，成田寛，小菅盛平／
編著

アリス館 780/A11/1-1

（子ども向け） 安心・安全大自然とあそぼう　３（野山であそぶ）
小菅盛平，成田寛，小林陞／
編著

アリス館 780/A11/1-3

（子ども向け） 安心・安全大自然とあそぼう　４（キャンプをしよう）
成田寛，小菅盛平，小林陞／
編著

アリス館 780/A11/1-4

（子ども向け） 安心・安全大自然とあそぼう　５（自然の中で身を守る）
成田寛，小菅盛平，小林陞／
編著

アリス館 780/A11/1-5

（子ども向け）
ぼうけん図鑑　自然の中を歩こうキャンプをしよう自然を感じよう

危険にそなえよう
ホールアース自然学校／監
修

ＰＨＰ研究所 780/H14

（子ども向け） サバイバル！無人島で大冒険
スタジオハレ／絵，関根秀樹
／監修

少年写真新聞社 780/S6/2

（子ども向け）
自然体験学習に役立つアウトドアガイド　１（外へとびだせ！アウト

ドアたんけんガイド）
下城民夫／監修 教育画劇 780/S38/1-1

（子ども向け）
自然体験学習に役立つアウトドアガイド　２　（やってみよう！アウト

ドアあそび　）
下城民夫／監修 教育画劇 780/S38/1-2

（子ども向け）
自然体験学習に役立つアウトドアガイド　３（つくろう！おいしいアウ

トドアごはん！　）
下城民夫／監修 教育画劇 780/S38/1-3

料理（子ども向け） なりたいな、料理の名人　９（わいわいつくるアウトドアメニュー）
服部幸応，服部津貴子／監
修・著

岩崎書店 590/H9/1-9

料理（子ども向け） かんたんアウトドア・クッキング　小学生のおもしろ野外料理 ほるぷ出版 590/K11

料理（子ども向け）
女の子と男の子のための料理と手芸　４(たのしい野外料理のア

イディア)
ボビー坂田／著 ポプラ社 590/O8/1-4

旅行 うみへいったひ 相野谷由起／作・絵 ひさかたチャイルド J/A214/8

旅行 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 J/B12/35

★旅行・キャンプのおはなしの絵本
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旅行 エマのたび
クレール・フロッサール／文・絵，
エティエンヌ・フロッサール／写
真，木

福音館書店 J/F205

旅行 ベンジーのふねのたび
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 J/G1/４

旅行 リサニューヨークへいく
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 J/H279/4

旅行 リサとガスパールにほんへいく
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

ロンズ新社 J/H279/43

旅行 ふねくんのたび いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 J/I220

旅行 オレゴンの旅
ラスカル／文，ルイ・ジョス／
絵，山田兼士／訳

セーラー出版 J/J34

旅行 ヘンリーフィッチバーグへいく
Ｄ．Ｂ．ジョンソン／文・絵，今
泉吉晴／訳

福音館書店 J/J149

旅行 とうさんとぼくと風のたび 小林豊／作　絵 ポプラ社 J/K374/22

旅行 センシュちゃんとウオットちゃんながいたび 工藤ノリコ／作 小学館 J/K415/19

旅行 ルウとリンデン旅とおるすばん
小手鞠るい／作，北見葉胡／
絵

講談社 J/K465/5

旅行 ロッテニューヨークにいく
ドーリス・デリエ／文，ユリア・ケー
ゲル／絵，若松宣子／訳

理論社 J/K502/2

旅行 はじめての旅 木下晋／文・絵 福音館書店 J/K509/2

旅行 新幹線のたび　はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断 コマヤスカン／作 講談社 J/K579/4

旅行 新幹線のたび　金沢から新函館北斗、札幌へ コマヤスカン／作 講談社 J/K579/6

旅行 かわのたび　アヒルのぼうけ 間瀬なおかた／著 岩崎書店 J/M118/11

旅行 ドリトル先生アフリカへいく
ヒュー・ロフティング／原作，南條
竹則／文，茂田井武／絵

集英社 J/M391/2
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旅行 モノレールのたび みねお みつ／さく 福音館書店 J/M535/5

旅行 ぼくのたび みやこし あきこ／作 ブロンズ新社 J/M541/12

旅行 たまこおばあちゃんたびにでる ませぎ りえこ／作 偕成社 J/M587/2

旅行 ルーイの旅立ち大空へ
トビィ・モリソン／作，佐々木賀
世子／訳

鳥影社 J/M613

旅行 やこうれっしゃ 西村繁男／さく 福音館書店 J/N31/50

旅行 たびにでたファルガさん
チトラ・サウンダー／文，カニカ・ナ
イル／絵，長谷川義史／訳

光村教育図書 J/N296

旅行 カロリーヌ　パリへいく
ピエール・プロブスト／さく，山
下明生／やく

ＢＬ出版 J/P13/3-9

旅行 ペンギン・カルテットニューヨークへいく
ペーテル・アルヘニウス／作，イ
ンゲラ・ペテッション／絵，ひしき
あきらこ／訳

ＢＬ出版 J/P99

旅行 うさぎちゃんうみへいく せなけいこ／作・絵 金の星社 J/S7/37

旅行 旅する蝶 新宮晋／著
文化学園文化出版

局
J/S74/10

旅行 ツバメのたび　５０００キロのかなたから 鈴木まもる／作・絵 偕成社 J/S102/61

旅行 バムとケロのそらのたび 島田ゆか／作／絵 文渓堂 J/S300/2

旅行 わたり鳥の旅
樋口広芳／作，重原美智子
／絵

偕成社 J/S362/2

旅行 ジス・イズ・パリ
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/2

旅行 ジス・イズ・ニューヨーク
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/４

旅行 ジス・イズ・ミュンヘン
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/7
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旅行 ジス・イズ・オーストラリア
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/9

旅行 ジス・イズ・ホンコン
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/10

旅行 ジス・イズ・ローマ
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/13

旅行 ジス・イズ・ギリシャ
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/14

旅行 ジス・イズ・ワシントンＤ．Ｃ．
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ブルース・インター

アクションズ
J/S488/16

旅行 ジス・イズ・ロンドン
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ペースシャワーネッ

トワーク
J/S488/22

旅行 ジス・イズ・ヴェニス
ミロスラフ・サセック／著，松浦
弥太郎／訳

ペースシャワーネッ

トワーク
J/S488/23

旅行 ヨハンナの電車のたび
カトリーン・シェーラー／作，松
永美穂／訳

西村書店東京出版

編集部
J/S552/5

旅行 エルネスト　たびするいぬのものがたり
ヨッヘン・シュトゥーアマン／
作・絵，関口裕昭／訳

フレーベル館 J/S575

旅行 でんしゃにのって とよたかずひこ／作・絵 アリス館 J/T125/12

旅行 ポヤップとリーナ沖縄へいく たちもとみちこ／さく・え ワニマガジン社 J/T342/3-1

旅行 ポヤップとリーナ京都へいく たちもとみちこ／さく・え ワニマガジン社 J/T342/3-2

旅行 ぴっぽのたび 刀根里衣／著 ＮＨＫ出版 J/T440

旅行 ビーバのそらのたび
マグナス・ウェイトマン／作，の
ざか えつこ／訳

フレーベル館 J/W248

旅行 しゅっぱつしんこう！ 山本忠敬／さく 福音館書店 J/Y6/17

キャンプ ニコとニキ　へっぽこまじょこ　キャンプでおおさわぎのまき
あいはらひろゆき／作，あだち
なみ／絵

小学館 J/A197/15

キャンプ キャンプ！キャンプ！キャンプ！ 青山友美／〔作〕 文研出版 J/A233/8
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キャンプ うさこちゃんのてがみ
ディック・ブルーナ／ぶん／
え，松岡享子／やく

福音館書店 J/B6/32

キャンプ メイシーちゃんのたのしいキャンプ
ルーシー・カズンズ／作，な
ぎ・ともこ／訳

偕成社 J/C90/30

キャンプ トーラとパパの夏休み
リーサ・モローニ／文，エヴァ・エリ
クソン／絵，菱木晃子／訳

あすなろ書房 J/E11/26

キャンプ はじめてのキャンプ 林明子／さく・え 福音館書店 J/H36/15

キャンプ ピヨピヨはじめてのキャンプ 工藤ノリコ／作 佼成出版社 J/K415/16

キャンプ くんちゃんのもりのキャンプ
ドロシー・マリノ／さく，まさきるり
こ／やく

ペンギン社 J/M63/7

キャンプ 山猫たんけん隊 松岡達英／作 偕成社 J/M81/41

キャンプ 星空キャンプ 村上 康成／作 講談社 J/M143/123

キャンプ たのしいたのしいキャンプ 長野博一／作 小峰書店 J/N26/18-4

キャンプ １０ぴきのかえるはじめてのキャンプ
間所ひさこ／さく，仲川道子／
え

ＰＨＰ研究所 J/N59/62

キャンプ フィンダスのキャンプ
スベン・ノルドクビスト／作，す
どうゆみこ／訳

宝島社 J/N135/5

キャンプ カロリーヌ　キャンプにいく
ピエール・プロブスト／さく，山下明
生／やく

ＢＬ出版 J/P13/3-5

キャンプ しましまゼビーキャンプにいく
ブライアン・パターソン／作，ほ
むらひろし／訳

岩波書店 J/P114

キャンプ やまねこせんせいのはまべでキャンプ 末崎茂樹／さく・え ＰＨＰ研究所 J/S161/16

キャンプ やまねこせんせいのなつやすみ 末崎茂樹／作・絵 ひさかたチャイルド J/S161/61

キャンプ パパとあたしのキャンプ 鈴木永子／作・絵 ひさかたチャイルド J/S539/3

キャンプ みんなでキャンプ つちだよしはる／作 ポプラ社 J/T84/13
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キャンプ キャンプでいただきます つちだよしはる／さく 小峰書店 J/T84/46

キャンプ ふたりだけのキャンプ
松居友／文，高田知之／写
真，西山史真子／絵

童心社 J/T275
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