
午から未へバトンタッチ～ウマとヒツジの本～　（2014年12月～2015年１月展示）

書名            著者名          出版者          出版年          

クローン羊のつくりかた ヘイゼル・リチャードスン／著 晶文社 2003.11 467 ﾘﾁﾔ 児童

日本の家畜・家禽 秋篠宮文仁／監修・著 学習研究社 2009.3 645 ｱｷｼ 児童

わたしたちのくらしと家畜　１ 池谷和信／著 童心社 2013.3 645 ｲｹﾔ-1 児童

ウマ大図鑑 日本ウマ科学会／監修 ＰＨＰ研究所 2013.12 645 ｳﾏﾀ 児童

馬と遊び、馬に学ぶ 加藤晴彦／監修 講談社 2007.2 645 ｳﾏﾄ 児童

ウマの絵本 近藤誠司／へん 農山漁村文化協会 2009.3 645 ｳﾏﾉ 児童

馬は友だち！ メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.11 645 ｵｽﾎ 児童Ｈ

ヒツジの絵本 武藤浩史／へん 農山漁村文化協会 2001.3 645 ﾋﾂｼ 児童

北の馬と南の馬 前川貴行／写真・文 あかね書房 2011.8 645 ﾏｴｶ 児童

ひつじがいっぴき 木坂涼／詩 フレーベル館 2007.11 911 ﾋﾂｼ 児童

モコモコちゃん家出する 角野栄子／文 クレヨンハウス 2006.9 913 ｶﾄﾉ 児童

ひあたり山とひつじのヒロシ 高田桂子／作 国土社 2009.8 913 ﾀｶﾀ 児童Ｈ

のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼耳／作 理論社 2009.1 913 ﾊﾁｶ 児童Ｈ

羊に名前をつけてしまった少年 樋口かおり／著 ブロンズ新社 2011.1 913 ﾋｸﾁ 児童Ｈ

往診は馬にのって 井上こみち／文 佼成出版社 2009.9 916 ｲﾉｳ 児童

木馬のぼうけん旅行 アーシュラ・ウィリアムズ／作 福音館書店 2003.1 933 ｳｲﾘ 児童

ある小馬裁判の記 ジェイムズ・オールドリッジ／作 評論社 197609 933 ｵﾙﾄ 児童

タチ ジェイムズ・オールドリッジ／作 評論社 197708 933 ｵﾙﾄ 児童

まぼろしの白馬 エリザベス・グージ／作 岩波書店 2007.1 933 ｸｼ 児童

ペニーの日記読んじゃだめ ロビン・クライン／作 偕成社 199701 933 ｸﾗｲ 児童

ペニーの手紙「みんな、元気？」 ロビン・クライン／作 偕成社 199801 933 ｸﾗｲ 児童
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海からきた白い馬 ヘレン・クレスウェル／作 岩波書店 198603 933 ｸﾚｽ 児童

黒馬物語 シュウエル／作 岩波書店 198705 933 ｼﾕｳ 児童

黒馬物語 アンナ・シューエル／作 文園社 2003.10 933 ｼﾕｴ 児童

お話を運んだ馬 アイザック・シンガー／作 岩波書店 198109 933 ｼﾝｶ 児童

子ヒツジかんさつノート ルーシー・ダニエルズ／作 ほるぷ出版 2013.5 933 ﾀﾆｴ 児童Ｈ

イリーナとふしぎな木馬 マグダレン・ナブ／さく 福音館書店 199503 933 ﾅﾌ 児童

ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ／著 あすなろ書房 2008.4 933 ﾊﾌｽ 児童Ｈ

駆けぬけて、テッサ！ Ｋ．Ｍ．ペイトン／作 徳間書店 2003.11 933 ﾍｲﾄ 児童

ミルクマンという名の馬 ヒルケ・ローゼンボーム／作 岩波書店 2011.3 943 ﾛｾﾝ 児童

オオカミとコヒツジときいろのカナリア ベン・カウバース／さく くもん出版 2005.12 949 ｶｳﾊ 児童Ｈ

青い馬と天使 ウルフ・スタルク／作 ほるぷ出版 199712 949 ｽﾀﾙ 児童

バレエをおどりたかった馬 ハーラル・ストルテンベルグ／作 福音館書店 199910 949 ｽﾄﾙ 児童

ひつじぱん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 2006.5 E ｱｷﾔ 児童Ｈ

もっとひつじぱん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 2009.11 E ｱｷﾔ 児童Ｈ

ハナンのヒツジが生まれたよ 井上夕香／文 小学館 2011.9 E ｲﾉｳ 児童

１０８ぴきめのひつじ いまいあやの／作 文渓堂 2011.1 E ｲﾏｲ 児童Ｈ

子馬とカバ ヨゼフ・ウィルコン／文と絵 セーラー出版 199005 E ｳｲﾙ 児童

ひつじかいとうさぎ うちだりさこ／再話 福音館書店 199702 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ

おおきくなあれぼくじょうのどうぶつ 今泉忠明／監修 フレーベル館 2008.3 E ｵｵｷ 児童Ｈ

スーホの白い馬 大塚勇三／再話 福音館書店 198211 E ｵｵﾂ 児童Ｆ

うまかたやまんば おざわとしお／再話 福音館書店 198810 E ｵｻﾜ 児童Ｆ

きょうのおべんとうなんだろな 岸田衿子／さく 福音館書店 199403 E ｷｼﾀ 児童

ねむれないひつじのよる きたむらさとし／えとぶん 小峰書店 2003.5 E ｷﾀﾑ 児童

アローハンと羊 興安／作 こぐま社 2007.2 E ｷﾖｳ 児童
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ジョットという名の少年 パオロ・グアルニエーリ／文 西村書店 2000.11 E ｸｱﾙ 児童

シャーロットとしろいうま ルース・クラウス／文 冨山房 197811 E ｸﾗｳ 児童

サムさんと１０ぴきのひつじ ミジ・ケリー／文 朔北社 2008.3 E ｹﾘ 児童Ｈ

こどものとも０・１・２ 福音館書店 E ｺﾄﾓ 児童

ぼくのチョパンドス 小林豊／絵と文 光村教育図書 199904 E ｺﾊﾔ 児童

ブルッキーのひつじ Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン／作 ジー・シー・プレス 198903 E ｺﾌｽ 児童

野うまになったむすめ ポール・ゴーブル／さく ほるぷ出版 198007 E ｺﾌﾙ 児童

みんなのひつじさん 五味太郎／作 クレヨンハウス 2008.3 E ｺﾐ 児童Ｈ

ひつじみち こやま峰子／文 佼成出版社 2004.11 E ｺﾔﾏ 児童

たまごからうま 酒井公子／再話 偕成社 2003.6 E ｻｶｲ 児童Ｆ

アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト／ぶん 評論社 199012 E ｼｲﾌ 児童

チャマコとみつあみのうま 竹田鎮三郎／え 福音館書店 199711 E ｼﾐｽ 児童Ｆ

おとうさんはひつじかい 白根美代子／さく 福音館書店 2005.1 E ｼﾗﾈ 児童

ひつじのラッセル ロブ・スコットン／作 文化出版局 2006.11 E ｽｺﾂ 児童Ｈ

ラッセルとクリスマスのまほう ロブ・スコットン／作 文化出版局 2007.10 E ｽｺﾂ 児童Ｈ

エンソくんきしゃにのる スズキコージ／さく 福音館書店 199009 E ｽｽｷ 児童

ひつじのロッテ アヌ・ストーナー／作 ひさかたチャイルド 2009.11 E ｽﾄﾅ 児童Ｈ

ラルーシとひつじのぼうや サゾン・スラザーコフ／作 福音館書店 2001.11 E ｽﾗｻ 児童

ヒツジのおやこのおくりもの 谷真介／文 佼成出版社 2007.1 E ﾀﾆ 児童Ｈ

ひつじのリンジー ターシャ・テューダー／著 メディアファクトリー 2002.11 E ﾁﾕﾀ 児童

はだかんぼうはつれていかないよ 鍋田敬子／さく 福音館書店 2013.4 E ﾅﾍﾀ 児童

まんげつダンス！ パット・ハッチンス／さく・え 福音館書店 2008.4 E ﾊﾂﾁ 児童

名馬キャリコ バージニア・バートン／え・ぶん 岩波書店 197911 E ﾊﾄﾝ 児童

コロちゃんののうじょう エリック・ヒル／さく 評論社 2005.4 E ﾋﾙ 児童Ｈ
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ぱかぱか 福知伸夫／さく 福音館書店 2014.1 E ﾌｸﾁ 児童

ゆうやけひつじ 武鹿悦子／さく ひさかたチャイルド 2008.9 E ﾌｼｶ 児童Ｈ

笛ふきイワーヌシカ ミハイル・ブラートフ／再話 偕成社 2001.5 E ﾌﾗﾄ 児童Ｆ

まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文・絵 岩波書店 198208 E ﾌﾗﾝ 児童

まりーちゃんのくりすます フランソワーズ／文・絵 岩波書店 198303 E ﾌﾗﾝ 児童

ピポはりっぱなひつじかい ピエール・プロプスト／さく ＢＬ出版 2004.6 E ﾌﾛﾌ 児童Ｈ

ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 1976.2 E ﾍｽｺ 児童

ぼくのブック・ウーマン ヘザー・ヘンソン／文 さ・え・ら書房 2010.4 E ﾍﾝｿ 児童

まいごになった子ひつじ ゴールデン・マクドナルド／さく 長崎出版 2009.10 E ﾏｸﾄ 児童Ｈ

白い馬 東山魁夷／絵 講談社 2012.7 E ﾏﾂﾓ 児童

ひつじのむくむく 村山桂子／さく 福音館書店 2009.2 E ﾑﾗﾔ 児童

こひつじハイル 森本壽子／文 柏艪舎 2011.5 E ﾓﾘﾓ 児童Ｈ

ひつじのよる ヤナキヒロシ／作 絵本館 2005.10 E ﾔﾅｷ 児童Ｈ

こひつじまある 山内ふじ江／文・絵 岩波書店 2013.10 E ﾔﾏｳ 児童

ちいさなひつじフリスカ ロブ・ルイス／作 ほるぷ出版 199108 E ﾙｲｽ 児童

カウボーイのスモールさん ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 197110 E ﾚﾝｽ 児童

ルシールはうま アーノルド・ローベル／作 文化出版局 197410 E ﾛﾍﾙ 児童

モンゴルの白い馬 王敏／文 小峰書店 199012 E ﾜﾝ 児童Ｆ
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http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1166414&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=638222&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1690743&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1650099&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1873204&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1568436&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1778017&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1278239&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=1974347&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=35852&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=173786&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=504519&kgrn=0&tso=on%22
http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-bin/Sopcsvis.sh?ksno=47219&kgrn=0&tso=on%22

