
「戌（いぬ）から亥（いのしし）へバトンタッチ！」（平成３１年１月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

ね，うし，とら……十二支のはなし ドロシー・ヴァン・ウォアコム／文ほるぷ出版 197812 148 ｳｱﾝ 児童

きみはなにどし？ 加納信雄／文 福音館書店 199804 148 ｶﾉｳ 児童

おしょうがつおめでとうはじまりの日！ ますだゆうこ／作 文溪堂 2014.1 386 ﾏｽﾀ 児童

しめかざり 森須磨子／文・絵 福音館書店 2010.12 386 ﾓﾘ 児童

もっと知りたい！十二支のひみつ 大高成元／著 小学館 2006.1 388 ｵｵﾀ 児童

レイザーバック・フォーミィ アーネスト・トンプソン・シートン／作・絵福音館書店 2004.10 480 ｼﾄﾝ-5 児童

廃棄スイカに群がるイノシシ家族 宮崎学／写真・文 理論社 2006.12 481 ﾐﾔｻ 児童

十二支の年賀状 川端誠／作 リブロポート 199411 727 ｶﾜﾊ 児童

ぼうしネコとゆかいな仲間 ジーモン・ルーゲ／作 岩波書店 199711 943 ﾙｹ 児童

ピッキーとポッキーのはいくえほん あらしやまこうざぶろう／ぶん福音館書店 2013.11 E ｱﾗｼ 児童

韓国のお正月 イ・サンヒ／作 岩崎書店 2010.12 E ｲ 児童

いろいろな　いぬ 石井桃子／ぶん 福音館書店 1979.5 E ｲｼｲ 児童

バイオリンのおとは山のおと 今西祐行／作 偕成社 1974 E ｲﾏﾆ 児童

十二支のはじまり 岩崎京子／文 教育画劇 199711 E ｲﾜｻ 児童

イノシシおやこの旅 岡成司／写真 講談社 199401 E ｵｶ 児童

お正月さん 奥田継夫／作 ポプラ社 2003.12 E ｵｸﾀ 児童

くんくんふんふん オスターグレン晴子／文 福音館書店 2007.4 E ｵｽﾀ 児童

ぶたぶた　こぶた おのりえん／さく 福音館書店 200003 E ｵﾉ 児童

ぼくたち　こいぬ かけいしんじ／ぶん 福音館書店 199205 E ｶｹｲ 児童

十二支のお節料理 川端誠／作 ＢＬ出版 199912 E ｶﾜﾊ 児童

どうぶつのおかあさん 小森厚／ぶん 福音館書店 198110 E ｺﾓﾘ 児童
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どうぶつのこどもたち 小森厚／ぶん 福音館書店 198904 E ｺﾓﾘ 児童

子どもばやしのお正月 さげさかのりこ／作 福音館書店 2015.11 E ｻｹｻ 児童

どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 196403 E ｼｵﾝ 児童

じゅうにしものがたり 瀬川康男／作 グランまま社 2006.1 E ｾｶﾜ 児童

イノシシとお月さま 谷真介／文 佼成出版社 2006.11 E ﾀﾆ 児童Ｈ

ふしぎな黒イヌ 谷真介／文 佼成出版社 2007.7 E ﾀﾆ 児童Ｈ

ねえ 谷川俊太郎／文 フレーベル館 2008.1 E ﾀﾆｶ 児童

あたたかいおくりもの たるいしまこ／さく 福音館書店 199210 E ﾀﾙｲ 児童

コーギビルの村まつり タシャ・チューダー／絵・文 メディアファクトリー 199911 E ﾁﾕﾀ 児童

まゆとうりんこ 富安陽子／文 福音館書店 2013.4 E ﾄﾐﾔ 児童

おしょうがつさんどんどこどん 長野ヒデ子／作・絵 世界文化社 2011.12 E ﾅｶﾉ 児童

ホネホネさんのおしょうがつ にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 2014.1 E ﾆｼﾑ 児童

もうすぐおしょうがつ 西村繁男／さく 福音館書店 198912 E ﾆｼﾑ 児童

ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功／さく・え 福音館書店 198502 E ﾋｼｶ 児童

ぼくのワンちゃん シャーリー・ヒューズ／さく 偕成社 198112 E ﾋﾕｽ 児童

イヌのすべて サラ・ファネリ／作 岩波書店 199811 E ﾌｱﾈ 児童

こいぬのくんくん ディック・ブルーナ／ぶん　え福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

ぶたのうたこさん ディック・ブルーナ／ぶん・え福音館書店 199110 E ﾌﾙﾅ-1 児童

マドレーヌといぬ ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画福音館書店 198301 E ﾍﾒﾙ 児童

しりたがりやのこいぬとたまご ヘルツィーコバー／さく 偕成社 198211 E ﾍﾙﾂ 児童

いのしし 前川貴行／写真・文 アリス館 2007.8 E ﾏｴｶ 児童

おしょうがつ 松野正子／作 教育画劇 199211 E ﾏﾂﾉ 児童

どんぶらどんぶら七福神 みきつきみ／文 こぐま社 2011.11 E ﾐｷ 児童
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十二支のしんねんかい みきつきみ／文 こぐま社 2012.11 E ﾐｷ 児童

こぶたのまーち むらやまけいこ／さく 福音館書店 2005.6 E ﾑﾗﾔ 児童

こいぬのジョリーとあそぼうよ ダーリ・メッツガー／文 徳間書店 2000.9 E ﾒﾂﾂ 児童

チュンチエ ユイ・リーチョン／文 光村教育図書 2011.12 E ﾕｲ 児童

ヌードル マンロー・リーフ／文 岩波書店 2003.10 E ﾘﾌ 児童

どうながのプレッツェル マーグレット・Ｅ．レイ／文 福音館書店 197810 E ﾚｲ 児童

どろんここぶた アーノルド・ローベル／著 文化出版局 197111 E ﾛﾍﾙ 児童

ふしぎなタクシー 渡辺茂男／さく 福音館書店 1983.10 E ﾜﾀﾅ 児童

ふくねずみ　すごろくばなし わたりむつこ／さく 福音館書店 199904 E ﾜﾀﾘ 児童
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