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山形県立図書館    

№.3（2022.3改訂） 

 
 

「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方々（おうちの方や読み聞かせボラン 

ティアの方、学校の先生 など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成して 

いるテーマ別リストです。 

         テーマ【乗り物の本】    

         自転車や自動車、電車に飛行機など乗り物がでてくる絵本です。 

まだ、乗ったことのない乗り物、大好きな乗り物にのってワクワクドキドキ 

の旅に出かけましょう。 

 
（凡例） 

書  名    

  著者名等  出版者  出版年  請求記号 

  あらすじ 

  対象    

※ 小テーマごとに書名のアイウエオ順で掲載しています。 

※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考としてください。 

 

 れっしゃ（汽車
き し ゃ

・電車
でんしゃ

・機関車
き か ん し ゃ

） 

あこがれの機関車  わくわく世界の絵本  

アンジェラ・ジョンソン／作，ロレン・ロング／絵， 小峰書店 2008.9 Z933.7/ｼﾞﾖ/ 

ミシシッピーで起こった悲劇的な列車事故のかげには、夢や希望をかなえるために移住した、多くの黒人

の過酷な生活があった。実際にあった話をもとに、力強いタッチで描いた絵本。 ゴールデン・カイト賞 

小中  

 

いたずらきかんしゃちゅうちゅう  世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本  

バージニア・リー・バートン／著，むらおかはなこ／訳  福音館書店 1988 Z933/ﾊﾞﾄ/ 

真っ黒くて、きれいな、かわいい機関車ちゅうちゅう。重い客車を引くのはいやだと、ある時たったひと

りで走り出しましたが…。 

幼児(3〜5 歳)，小初，小中  
 

おばけでんしゃだおとうとうさぎ！    

ヨンナ・ビョルンシェーナ／作，ヘレンハルメ美穂／訳 クレヨンハウス 2020.7 Z949.83/ﾋﾞﾖ/ 

おとうとうさぎがとび乗った「おばけでんしゃ」は、すごいスピードで「おそろしのたに」にまっしぐら。

車輪がキーッと悲鳴をあげ…。おとうとうさぎはでんしゃを止めることができるのか?  

幼児(０〜5 歳)   

 

おやすみブルートレイン（改訂新版）   

松澤 睦実／文，木村 定男／絵 フレーベル館 2008.4 Z913.8/ﾏﾂ/ 

ゴトゴト、ゴトゴト。子どもたちの夢を乗せてブルートレインは走ります。どこへでも、どこまでも…。

海へ空へ、子どもの空想を乗せて走るブルートレインを描いた色鮮やかな絵本。 

幼児(０〜5 歳)   
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ガタゴトシュットンなんのおと？  学研おはなし絵本  

富安 陽子／作，はた こうしろう／絵  学研  2008.8 Z913.8/ﾄﾐ/ 

ゆうくんは公園の砂場で大きなお山を作っています。すると、トンボやカラスがゆうくんを遊びに誘いに

やってきて…。「夢の時間」を鮮やかに描いたおはなし絵本。 

幼児(0〜5 歳)  

 

がたたん たん    

やすい すえこ／作，福田 岩緒／絵 ひさかたチャイルド 1988.9 Z913.8/ﾔｽ/ 

知らない人同士の電車の中、次々と起きる出来事に心のふれあいが・・・。ほのぼのとする絵本です。 

絵本にっぽん賞 

幼児(5 歳)，小初  

 

がたんごとんがたんごとん  福音館 あかちゃんの絵本  

安西 水丸／さく 福音館書店 1987.6 Z913.8/ｱﾝ/ 

「がたんごとんがたんごとん」と汽車がやってきます。そこで哺乳ビンが、「のせてくださーい」。続いて

コップとスプーン、りんごとバナナ、ねずみやねこまで…。音と動きがリズミカルな絵本。 

幼児(0〜5 歳)  

 

きかんしゃやえもん  岩波の子どもの本 22  

阿川 弘之／文，岡部 冬彦／絵 岩波書店 1980 Z913.8/ｱｶﾞ/ 

長いこと働いて年をとってしまった機関車やえもんが、心優しい博物館の館長さんに助けられます。 

幼児(0〜5 歳)，小初  

 

せんろはつづく    

竹下 文子／文，鈴木 まもる／絵 金の星社 2003.10 Z913.8/ﾀｹ/ 

子どもは線路をつなげる遊びが大好き。山にはトンネルをほり、川には鉄橋をかけて、やがて線路がつな

がり、駅ができます。リズミカルな文と可愛い絵で読み聞かせに最適の絵本。 

幼児(0〜5 歳)   

 

せんろはつづくよ  岩波の子どもの本 39   

Ｍ．Ｗ．ブラウン／文，Ｊ．シャロー／絵，与田 準一／訳 岩波書店 1979.2 Z933/ﾌﾞﾗ/ 

２台の小さな機関車が西の青い海をめざして、ばふばふ、ちゃぐちゃぐ走ります。 

幼児(0〜5 歳)，小初  

 

たぬきがのったらへんしんでんしゃ    

田中 友佳子／作・絵  徳間書店  2017.11 Z913.8/ﾀﾅ/ 

電車のまじめさんが、はじめて「びっくり線」を走ります。お客は、たぬきの団体さん。線路にいろんな

ばけものが現れるたび、たぬきたちが「ぽんぽこーぽん!」ととなえて…。次になにがおこるか楽しみな、

ユーモア絵本。 

幼児(3～5 歳)  
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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 2001.4 Z933/ﾛｽ/ 

まいあさ、元気に走るきかんしゃレッドごうは、みんなの人気者。こいぬのハリーもロバもヒツジも、レ

ッドごうがとおりかかるとあいさつします。ところがある日…。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ちいさなきしゃ  えほん・ドリームランド １７  

五味太郎／著 岩崎書店 1987 Z913.8/ｺﾞﾐ/ 

小さなきしゃが、眠っている男の子のからだをぐるっとまわって走っていくシンプルなお話です。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ちかてつもぐらごう    

大森 裕子／作 交通新聞社 2020.2 Z913.8/ｵｵ/ 

今日はどうぶつたちに大人気の「つちのしたツアー」開催日。駅弁、スタンプラリー、野菜の収穫、あり

のす迷路と、たのしいことが盛りだくさん! さあ、地下鉄に乗って、ワクワクドキドキの旅に出発進行! 

幼児(0〜5 歳)  

 

でんしゃえほん    

井上 洋介／〔作〕 ビリケン出版 2000.1 Z913.8/ｲﾉ/ 

おさんぽでんしゃ、ひとりのりでんしゃ、かぶとむしでんしゃにラーメンでんしゃ…こんな電車があった

らいいなあ。愉快で、不思議な電車がいっぱい。   

幼児(0〜5 歳)  

 

でんしゃがきました    

三浦 太郎／さく・え  童心社 2017.2 Z913.8/ﾐｳ/ 

ねずみさんの待つ「さんかく駅」に、おいしそうなチーズの電車が来ました。うさぎさんの待つ「サラダ

駅」に、野菜たっぷりの電車が来ました。わたしが待つ「ごはん駅」に来るのは、どんな電車? 観音開き

のページあり。  

幼児(0～2 歳) 

 

でんしゃがくるよ！    

シャーロット・ヴォーク／作，竹下 文子／訳  偕成社 1998.9 Z933.7/ﾎﾞｸ/ 

土曜日はいつも自転車にのって、お父さんとぼくとお姉ちゃんは、森の中の道をぬけて、あの橋までいく

んだ。とても高くて、細い橋。その橋の上でまっていると、だんだんと電車が近づいてくる。どんどんど

んどん近づいて…。  

幼児(0〜5 歳)  

 

はしれ、きたかぜ号  絵本・ちいさななかまたち  

渡辺有一／著  童心社 1986 Z913.8/ﾜﾀ/ 

小学校２年生のゆきこは、一人でおばあちゃんに会いに夜汽車に乗りますが・・・。 

絵本にっぽん賞（第 8 回） 

幼児(0〜5 歳)，小初  
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はしれディーゼルきかんしゃデーデ    

すとう あさえ／文，鈴木 まもる／絵 童心社 2013.11 Z913.8/ｽﾄ/ 

2011 年 3 月 26 日、新潟から郡山をつなぐ磐越西線を、ディーゼル機関車が 2 台連結して 10 両の燃料

タンクをひっぱって走りはじめた-。実話をもとに描いたディーゼル機関車たちの物語。見返しに地図あり。 

小初  

 

ポッポーきかんしゃ    

とよた かずひこ／著 アリス館 2020.7 Z913.8/ﾄﾖ/ 

機関車がねこさん、いぬさんを乗せて走っています。ニャーニャー、ワンワン、ガタンゴトン、ポッポー。

雨が降ってきました。ザーザー、ザーザー…。擬音が楽しい、赤ちゃんのためののりもの絵本。 

幼児(0〜２歳)   

 

まよなかのせんろ    

鎌田 歩／著 アリス館 2016.11 Z913.8/ﾄﾖ/ 

マルチプルタイタンパーは、毎晩、電車の走らない真夜中に、線路のゆがみを直す仕事をしています。線

路を直すには、どんな作業をするのでしょう? 線路を守る車両、マルチプルタイタンパーの絵本。見返し

に車両紹介等あり。 

幼児(３〜５歳)   

 

くるま・バス 

あかいじどうしゃよんまるさん  こどものとも絵本  

堀川 真／さく 福音館書店 2012.1 Z913.8/ﾎﾘ/ 

農家の若い夫婦が乗っている古びた赤い自動車の「よんまるさん」。エンジンはすぐにかからないし、雨漏

りもするし、椅子も 2 つしかありません。でも、夫婦はよんまるさんが大好きでした。ある日、夫婦に赤

ちゃんが生まれ…。 

幼児(３〜5 歳)，小初  

 

じどうしゃアーチャー    

片平 直樹／作，伊藤 正道／絵，小林 彰太郎／監修 教育画劇 2009.6 Z913.8/ｶﾀ/ 

ぼくは自動車のアーチャー。ぼくと話ができるジョージは、ぼくのいちばんの友だち。だけど、ぼくは売

られてしまい…。波乱に満ちたアーチャーの一生と、友だちの大切さを描いた絵本。 

幼児(0〜5 歳)   

 

ジブリルのくるま    

市川 里美／作  BL 出版 2012.8 Z913.8/ｲﾁ/ 

砂漠の村に住む少年ジブリルは、空きカンやペットボトルなど、拾い集めたものを使って、小さい車を作

っている。でも、お父さんに作った車を全部捨てるように言われて…。 

小初  

 

月夜のじどうしゃ   講談社の創作絵本  

渡辺 茂男／文  講談社 2002.4 Z913.8/ﾜﾀ/ 

たぬき親子と老人の交流を描く名作。廃車置き場のおじいさんは、自然を汚してはいけないと毎日ゴミ集

め。たぬき親子と出会ったおじいさんの楽しみは? 93 年刊の新装版。 講談社出版文化賞絵本賞受賞 

幼児(0〜5 歳)，小初  
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のせてのせて  松谷みよ子あかちゃんの本  

松谷 みよ子／文，東光寺 啓／絵 童心社 1980 Z913.8/ﾏﾂ/ 

まこちゃんとくるまに乗りたがる動物たち。うさぎ、くま、ねずみも一緒に走ります。 

幼児(0〜2 歳)  

 

のりものいっぱい！どこにいくの？   Z 913.8/ﾏｾ/ 

間瀬 なおかた／作・絵  ひさかたチャイルド  2020.8 

ブルルンルンルン。赤い自動車に乗って、家族そろっておでかけ。町、海、山…。今日はどこに行くの? 変

形ページや穴あきページ、パノラマページの入った、乗り物しかけ絵本シリーズ。「ドライブにいこう」続

編。 

幼児(0〜5 歳)，小初  

 

バスガエル    

戸田 和代／作，シゲリ カツヒコ／絵 佼成出版社 2013.6 Z913.8/ﾄﾀﾞ/ 

バスガエルとはバスのガイドさん。カエルたちのあこがれの仕事です。おたまがいけのバス会社は、ひさ

しぶりにバスガエルを募集しました。カエルの男の子・クコは試験に急ぐあまり、お母さんにひどいこと

を言ってしまい…。 

幼児(3～5 歳)  

 

ひとりでバスにのりました    

薫 くみこ／作，のぞえ 咲／絵 架空社 1996.6 Z913.8/ｸﾝ/ 

初めてひとりでバスに乗ります。おじいちゃんちにいくのです。きょうのバスは、いつもより大きく見え

ます。不安がいっぱい、夢のような体験を、作者の思い出をもとに描いた、銅版画による独特の世界。 

幼児(0〜5 歳)，小初  

 

ぼくとねずみのいそげ、じどうしゃ！  日本傑作絵本シリーズ  

佐々木 マキ／作 福音館書店 2000.3 Z913.8/ｻｻ/ 

宇宙海賊ゴルドン一味に追われているメッケ博士と犬のロッキーを助けた、ぼくとねずみ。邪魔をするゴ

ルドンの手下たちを振り切って、3 時までに博士たちをロケット基地に送り届けなければならないのです

が。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ぼくのきいろいバス  学研おはなし絵本  

荒井 良二／〔作〕 学研 2007.11 YZ913.8/ｱﾗ/ 

ぼくは今日、初めてひとりでバスに乗ってとなり町へ行きます。早起きしたぼくを待っていたのは、太陽

からでてきたきいろいバス! バスはぼくを乗せて、町をぬけ、川をこえ…。少年の心の高まりを軽やかに

描いた絵本。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ぼくのバス    

バイロン・バートン／作・絵，いとう ひろし／訳 徳間書店 2021.5 Z933.7/ﾊﾞﾄ/ 

ジョーはバスの運転手。バスは、町を走ります。さいしょは犬が 1 ぴき、つぎは猫が 2 ひき、それから猫

が 3 びきと、つぎつぎに乗ってきて…? 乗りものがいっぱいで、数えかたもおぼえられる、カラフルで楽

しい絵本。 

幼児(3～5 歳)  
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じてんしゃ・さんりんしゃ 

こどもほじょりん製作所    

安井 寿磨子／著 講談社 2010.10 Z913.8/ﾔｽ/ 

補助輪って、かわいそう。役目が終わったら、うれしそうにぽいされる…。日本でたった 1 軒の自転車補

助輪専門工場で生まれ育った著者の自伝的絵本。 

小初  

 

じてんしゃのれるかな    

平田 利之／作 あかね書房 2018.1 Z913.8/ﾋﾗ/ 

ぼくは、自転車に乗れない。これからまた練習なんだけど、ちょっとこわい。すると「へいき、へいき」

と、誰かの声がして…。自転車に乗れない子供たちに贈りたい、3 色印刷が味わい深い絵本。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ちいちゃんとさんりんしゃ  ちいちゃんえほん ３  

しみず みちを／作 ほるぷ出版 1983.4 Z913.8/ｼﾐ/ 

ちいちゃんはお兄ちゃんからおさがりの三輪車をもらいました。でも、まだこげません。練習をしている

と・・・。 

幼児(0〜5 歳)  

 

チリとチリリ    

どい かや／作 アリス館 2003.5 Z913.8/ﾄﾞｲ/ 

チリとチリリの小さな姉妹が森の中を自転車で走ります。チリチリリ。森の喫茶店へ、パン屋さんへ、ホ

テルへ…。それぞれの場所にいろいろなものが用意されている幸せを楽しく描いた絵本。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ピカピカ    

たばた せいいち／[作] 偕成社 1998.12 Z913.8/ﾀﾊﾞ/ 

捨てられて泣いていた、自転車のピカピカを、ある日ゆきちゃんが見つけて、げんじいちゃんのところに

連れていってくれました。じいちゃんに修理されたピカピカはアフリカに行き、大活躍します。 

幼児(0～5 歳)，小初  

 

ルラルさんのじてんしゃ  いとうひろしの本 ７  

いとう ひろし／作 ポプラ社 2002.4 Z913.8/ｲﾄ/ 

ルラルさんのじてんしゃはすいすいよくはしります。ある晴れた日曜日、ルラルさんがじてんしゃで出か

けようとすると、ねずみくんが、乗せてと声をかけてきました。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ロッタちゃんとじてんしゃ    

リンドグレーン／さく，ヴィークランド／え，やまむろ しずか／やく 偕成社 1976 Z949.83/ﾘﾝ/ 

ロッタちゃんはすえっ子。兄さんや姉さんとおなじように自転車がほしいのに、みんなは「まだはやすぎ

る」というのです。そこで、おとなりの物置から大人用の自転車をひっぱりだして…。国際アンデルセン

賞作家賞 

幼児(0〜5 歳)  
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はたらくくるま 

ありがとうしょうぼうじどうしゃ   

内田 麟太郎／文，西村 繁男／絵 ひかりのくに 2009.7 Z913.8/ｳﾁ/ 

どんぐり山が火事です。ムシや動物たちは山から逃げ出し、町の消防自動車が消火にあたります。カッパ

や動物たちも大活躍! 細部まで描き込まれた絵で、消防自動車の活動がわかる乗り物絵本。 

幼児(0〜5 歳)  

 

おたすけこびと Who Made This Cake?   

なかがわ ちひろ／文，コヨセ ジュンジ／絵 徳間書店 2007.2 Z913.8/ﾅｶ/ 

男の子とお母さんとお父さんがお出かけしている間に、キッチンにこびとたちがやってきました。ショベ

ルカーやクレーン車、ブルドーザーやミキサー車、働く車をたくさん使って、こびとたちが作ったものは? 

幼児(0〜5 歳)  

 

おはよう!しゅうしゅうしゃ   

竹下 文子／作，鈴木 まもる／絵 偕成社 2015.11 Z913.8/ﾀｹ/ 

朝早く、人も車もまだほとんど通らない道に、ごみが入った袋がたくさん積んであります。そこへ収集車

がやってきて、おじさんたちが、てきぱきと袋を収集車へ入れていき…。ごみ収集車のしくみも解説しま

す。 

幼児(0〜5 歳) 

 

おやすみ、はたらくくるまたち   

シェリー・ダスキー・リンカー／文，トム・リヒテンヘルド／絵 ひさかたチャイルド 2012.9 

Z933.7/ﾘﾝ/ 

広い工事現場でせっせと働くくるまたち。クレーン車、ミキサー車、ダンプカー、ブルドーザー、ショベ

ルカー。今日も 1 日ごくろうさん。ゆっくりおやすみ…。のりものが大好きな子どもにぴったりの絵本。 

幼児(0〜5 歳)  

 

ざっくん!ショベルカー    

竹下 文子／作，鈴木 まもる／絵 偕成社 2008.5 Z913.8/ﾀｹ/ 

大、中、小の 3 台のショベルカーを毎日乗り換えて仕事をするおにいさん。公園に木を植えたり、街で水

道工事をしたり、山の崖崩れを防ぐ工事をしたりと、ショベルカーが大活躍する姿を描きます。 

幼児(0〜5 歳)  

 

しょうぼうじどうしゃじぷた  こどものとも傑作集 ２２  

渡辺 茂男／さく，山本 忠敬／え 福音館書店 1966.6 Z913.8/ﾜﾀ/ 

消防署のすみっこに、古いジープを改良したちびっこ消防車のじぷたがいました。けれどもじぷたは小さ

くて、みんなから相手にされません。ある日、そんなじぷたに大仕事がやってきて…。 

幼児(0〜5 歳)，小初  

 

ちいさいしょうぼうじどうしゃ  世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本  

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 1970.11 Z933.7/ﾚﾝ/ 

消防士のスモールさんが、小さなポンプ消防車で活躍するお話です。 

幼児(0〜5 歳)，小初  
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はしれ！かもつたちのぎょうれつ  児童図書館・絵本の部屋  

ドナルド・クリューズ／作 評論社 1980.7 Z933/ｸﾘ/ 

本当に貨物列車が走り抜けて行ったような疾走感があります。 

幼児(0〜5 歳)  

 

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー 世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本  

ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ 福音館書店 1987 Z933/ﾊﾞﾄ/ 

けいてぃーは、きゃたぴらのついている赤いりっぱなとらくたーです。夏はぶるどーざーを付けて道を直

します。冬はじょせつきを付けたけいてぃーの出番です。けいてぃーの活躍ぶりを描いた絵本。 

幼児(3〜5 歳)，小初  

 

はたらくくるま   

バイロン・バートン／作，あかぎ  かずまさ／訳  インターコミュニケーションズ  1999.12   

Z933/ﾊﾞﾄ/ 

クレーンで はしらをたてて どんどん どんどん はしらを くんで みちはローラーで たいらに ならそう 

はたらく くるまはカッコいい 親子一緒に大きなビルを建てましょう。躍動感あふれる働く車の絵本。 

幼児(0〜5 歳) 

 

パトカーぱとくん  こどものともコレクション   

渡辺 茂男／さく，山本 忠敬／え 福音館書店 2009.2 Z913.8/ﾜﾀ/ 

警察署には、かっこいいパトカーがたくさんとまっています。ところが、ちびのぱとくんはいつも団地回

りばかり。「たまには“司令車”になりたいなあ」と、他のパトカーをうらやみますが…。 

幼児(0〜5 歳)   

 

ふね・ひこうき 

ガンピーさんのふなあそび    

ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版 1978 Z933/ﾊﾞﾆ/ 

ガンピーさんが小舟で出かけました。途中で、子ども、ウサギ、ネコ、イヌ、ブタ、ニワトリたちが、つ

ぎつぎに「乗せて下さい」とやってきて…。  ケイト・グリーナウェイ賞 

幼児(3〜5 歳)  

 

そらいろ男爵    

ジル・ボム／文，ティエリー・デデュー／絵，中島 さおり／訳 主婦の友社 2015.8 Z953.7/ﾎﾞﾑ/ 

鳥が飛ぶ青い空と、読書をこよなく愛した男が、爆弾のかわりに投げたものは…。二頭身でちょびひげと

いう、とぼけた風貌のそらいろ男爵が、ユニークな方法で国と国との戦いをやめさせたお話。 

小初 

 

ちいさなひこうきフラップ    

松本 州平／作・絵 徳間書店 2002.3 Z913.8/ﾏﾂ/ 

つばさが折れて飛べなくなってしまったフラップ。どうしよう、うちに帰れない! そこに助けにあらわれ

たのは…。小さなひこうきと、空のなかまたちの、わくわく楽しいおはなし。 

幼児(0〜5 歳)  
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チムとゆうかんなせんちょうさん  世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本  

エドワード・アーディゾーニ／ぶん・え,せた ていじ／やく 福音館書店 1963 Z933.7/ｱﾃﾞ/ 

海岸の家に住んでいるチムぼうやは、船乗りになりたくてたまりませんでした。ある日、仲良しの「ボー

トのおじさん」と汽船に乗ったチムはすてきなことを思いつき…。 

幼児(0〜5 歳)，小初  

 

バムとケロのそらのたび    

島田 ゆか／作 絵 文渓堂 1995.10 Z913.8/ｼﾏ/ 

バムの家におじいちゃんから大きな小包が届きました。小包の中身は組立て式の飛行機でした。バムはケ

ロと一緒に飛行機を完成。そして二人はおじいちゃんの誕生日パーティーのために飛行機にのって出発。 

幼児(0〜5 歳)  

 

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 1996.9 Z933.7/ｴｲ/ 

大西洋を越えパリを目前にしてフランスの片田舎に墜落したフレディ。助けたのは農家の夫婦で、飛行機

に興味津々の様子。フレディはお礼に農家の仕事を手伝ったがやはり性に合わない。パリで新しい飛行機

を作り世界一周の旅へ。 

小初  

 

ぼくひこうきにのったんだ  くまたくんのえほん １１  

わたなべ しげお／さく，おおとも やすお／え あかね書房 1986.4 Z913.8/ﾜﾀ/ 

くまたんが、はじめて飛行機に乗ります。ワクワクドキドキの初体験です。 

幼児(0〜5 歳)  

 

もりのくうちゅうさんぽ  福音館のかがくのほん  

松岡 たつひで／さく 福音館書店 2007.6 Z913.8/ﾏﾂ/ 

ある日、あまがえるは人間の子どもたちが残していった紙飛行機をみつけました。その紙飛行機を持ち帰

って改造し、そらの旅を企画します。カタツムリ、ダンゴムシ、テントウムシ…集まったお客さんたちを

乗せて、さあ出発! 

幼児(3～5 歳)，小初 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


