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◆◇◆ 飛行機に恋して ◆◇◆
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

アメリア・イヤハート
愛と勇気をあたえた人びと ３

リチャード・テームズ∥著 国土社 K289ｲ
書庫

1999

アメリア・イヤハート
世界の伝記ＮＥＸＴ

佐野 未央子∥漫画 集英社 K289ｲ 2012

夢を翼にのせて 岡村 嘉子∥著 双葉社 289.1ｵ 1998

兵頭精、空を飛びます！ 中村 英利子∥著 アトラス出版 289.1ﾋ 2000

越えられなかった海峡 加納 実紀代∥著 時事通信社 289.2ﾊﾟ
書庫

1994

わたしの夢は、大空の色。 ドリーヌ・ブールヌトン∥著 扶桑社 289.3ﾌﾞ 2006

リンドバーグ　上・下
チャールズとアンの物語

ジョイス・ミルトン∥著 筑摩書房 289.3ﾘ
書庫

1994

ユニコーンを私に
アン・モロウ・リンドバーグ
∥著

三好企画 289.3ﾘ 1997

出撃！魔女飛行隊 ブルース・マイルズ∥〔著〕 学研 391.2ﾏ 2009

フライトナース 長谷川 裕美∥著 メディアファクトリー 498ﾊ 2008

飛行家をめざした女性たち 平木 国夫∥著 新人物往来社 538ﾋ
書庫

1992

お嬢さん、空を飛ぶ 松村 由利子∥著 ＮＴＴ出版 538ﾏ 2013

大空を翔ける 日本女性航空協会∥編著 ぎょうせい 687.2ｵ 2004

トリガール！ 中村 航∥著 角川マガジンズ 913.6ﾅ 2012

翼をください 上・下 原田 マハ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6ﾊ 2015

翼よ、北に
アン・モロー・リンドバーグ
∥〔著〕

みすず書房 936ﾘ 2002

聞け！風が
アン・モロー・リンドバーグ
∥〔著〕

みすず書房 936ﾘ 2004

【DVD】アメリア ミーラー・ナーイル∥監督
２０世紀フォックスホームエンターテ
イメントジャパン（発売・販売） DFﾅ1509 2009

【DVD】空へ 手塚 昌明∥監督
角川映画（発売）∥アミューズソフト
エンタテインメント（販売） DMﾃ1398 2009

◆◇◆ 鉄道に恋して ◆◇◆
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

女人禁制にサヨナラを 松村 みち子∥著 行研 366.3ﾏ
書庫

2003

九州レール・レディ 奥村 美幸∥著 メディアファクトリー 686.3ｵ 2008

モノレールガールズ 沢 みゆき∥著 メディアファクトリー 686.3ｻ 2009

ローカル線ガールズ 嶋田 郁美∥著 メディアファクトリー 686.3ｼ 2008

それゆけ！女性鉄道員 ― イカロス出版 686.3ｿ 2014

新幹線ガール 徳淵 真利子∥著 メディアファクトリー 686.3ﾄ 2007

請求記号のKは子どもの本、Tはティーンズ、Eは絵本を示しています。

乗り物に恋した女性たち



トワイライトＥＸＰ．レディ 森 由香∥著 メディアファクトリー 686.3ﾓ 2008

新幹線お掃除の天使たち 遠藤 功∥著 あさ出版 686ｴ 2012

ローカル線で行こう！ 真保 裕一∥著 講談社 913.6ｼ 2013

ぼくのママはうんてんし おおとも やすお∥さく 福音館書店 Eｵ 2012

◆◇◆ 海に恋して ◆◇◆
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

青春夢航海 星島 洋二∥著 共同通信社 289.1ｲ
書庫

1993

海を駆ける風 佐藤 潤子∥著 メディアハウス 289.1ｻ
書庫

1988

奥様、もやいをどうぞ 塚田 いづみ∥著 舵社 290.9ﾂ
書庫

1993

ジェシカ１６歳夢が私に勇気をくれた ジェシカ・ワトソン∥著 書肆侃侃房 290.9ﾜ 2013

わたしは女わたしは船長 リンダ・グリーンロウ∥著 原書房 664.6ｸﾞ 2002

優しく海に抱かれたい 小林 則子∥著 集英社 785.7ｺ
書庫

1994

独りだけの海　上・下 ナオミ・ジェームズ∥著 舵社 785.7ｼﾞ
書庫

1983

◆◇◆ 宇宙に恋して ◆◇◆
書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

向井千秋 小川 容子∥作 コミックス T289ﾑ 2002

何とかなるさ！ 山崎 直子∥著 サンマーク出版 289.1ﾔ 2010

なおこ、宇宙飛行士になる 山崎 直子∥作 角川書店 K538ﾔ 2010

向井千秋メダカと飛んだ１５日 読売新聞社∥編 読売新聞社 538.9ﾑ 1994

夢をつなぐ 山崎 直子∥著 角川書店 538.9ﾔ 2010

宇宙飛行士になる勉強法 山崎 直子∥著 中央公論新社 538.9ﾔ 2012

◆◇◆ 番外編（自転車・競艇・バイクなど） ◆◇◆
書名 著者名 出版社 出版年

ナイル自転車大旅行記 ベッティナ・セルビー∥著 新宿書房 294ｾ
書庫

1996

クレーンガール 岡田 舞子∥著 メディアファクトリー 510.9ｵ 2009

崖っぷちの覚悟 井原 慶子∥著 三五館 788.7ｲ 2010

フルターン 田中 耕∥著 西日本新聞社 788.8ﾀ 2008

私は、迷わない。 日高 逸子∥著 中経出版 788.8ﾋ 2008

レーシング少女 郁子 匠∥〔著〕 ポプラ社 T913.6ｳ 2010

あねチャリ 川西 蘭∥著 小学館 T913.6ｶ 2009

しげるのかあちゃん 城ノ内 まつ子∥作 岩崎書店 Eｼﾞ 2012
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