
「酉(とり)から戌(いぬ)へバトンタッチ！」　（平成２9年１2月～平成３０年１月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

誕生！小さな警察犬くぅ あんずゆき／文 文渓堂 2010.11 317 ｱﾝｽ 児童

わたしのひよこ 礒みゆき／文 ポプラ社 2013.5 913 ｲｿ 児童

ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川宣子／さく 福音館書店 2006.4 913 ｲﾁｶ 児童

ぼくの犬、バモス 山下篤／作 偕成社 2003.5 913 ﾔﾏｼ 児童

しろいいぬ？くろいいぬ？ マリオン・ベルデン・クック／ぶん 大日本図書 2011.11 933 ｸﾂｸ 児童

にげだしたファングをさがせ！ マージョリー・ワインマン・シャーマット／ぶん 大日本図書 2014.2 933 ｼﾔﾏ 児童

きえた犬のえ マージョリー・ワインマン・シャーマット／ぶん 大日本図書 2014.4 933 ｼﾔﾏ 児童

ベッツィ・メイとこいぬ イーニッド・ブライトン／作 岩波書店 2015.4 933 ﾌﾗｲ 児童

だれも知らない犬たちのおはなし エミリー・ロッダ／著 あすなろ書房 2012.4 933 ﾛﾂﾀ 児童

はんぶんのおんどり ジャンヌ・ロッシュマゾン／さく 瑞雲舎 1996.9 953 ﾛﾂｼ 児童

こがねのあしのひよこ 秋野靭子／再話・絵 福音館書店 1998.1 E ｱｷﾉ 児童Ｆ

チムのいぬタウザー エドワード・アーディゾーニ／作・絵 偕成社 1995.3 E ｱﾃｲ 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

みずたまのチワワ 井上荒野／さく 福音館書店 2012.4 E ｲﾉｳ 児童

十二支のはじまり 岩崎京子／文 教育画劇 1997.11 E ｲﾜｻ 児童

１４ひきのもちつき いわむらかずお／さく 童心社 2007.11 E ｲﾜﾑ 児童

ちいさなおんどり ウイルとニコラス／さく 童話館出版 2001.8 E ｳｲﾙ 児童

ねことおんどり うちだりさこ／ぶん 福音館書店 1997.6 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ

お正月さん 奥田継夫／作 ポプラ社 2003.12 E ｵｸﾀ 児童
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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

くんくんふんふん オスターグレン晴子／文 福音館書店 2008.9 E ｵｽﾀ 児童

ぼくたち　こいぬ かけいしんじ／ぶん 福音館書店 1992.5 E ｶｹｲ 児童

ぼくんちのゴリ 笠野裕一／さく 福音館書店 2011.1 E ｶｻﾉ 児童

しょうがつがくると 川崎洋／さく 鈴木出版 2012.12 E ｶﾜｻ 児童

かわいいめんどり 木島始／さく 福音館書店 1998.3 E ｷｼﾏ 児童Ｆ

ショーティーとねこ バーナディン・クック／ぶん 福音館書店 1999.6 E ｸﾂｸ 児童

ベンジーとおうむのティリー マーガレット・ブロイ・グレアム／さく アリス館 2006.5 E ｸﾚｱ 児童

ベンジーのふねのたび マーガレット・グレアム／さく・え 福音館書店 1980.4 E ｸﾚｱ 児童

あむ 小風さち／さく 福音館書店 2015.4 E ｺｶｾ 児童

しらないいぬがついてきた 小林与志／作・絵 鈴木出版 2003.9 E ｺﾊﾔ 児童

こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール／文 福音館書店 1982.11 E ｺﾙ 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

ハリーのだいかつやく ジーン・ジオン／作 ペンギン社 1982.2 E ｼｵﾝ 児童

たまごとひよこ ミリセント・Ｅ．セルサム／ぶん 福音館書店 1982.4 E ｾﾙｻ 児童

子いぬの　かいかた　しってるかい？ モーリス・センダック／作 偕成社 1980.11 E ｾﾝﾀ 児童

おしょうがつさん 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 1990.11 E ﾀﾆｶ 児童

もうどうけんドリーナ 土田ヒロミ／さく 福音館書店 1986.2 E ﾂﾁﾀ 児童

こいぬをむかえに 筒井頼子／文 福音館書店 2012.3 E ﾂﾂｲ 児童

みみずくのナイトとプードルのデイ ロジャー・デュボアザン／さく ロクリン社 2016.6 E ﾃﾕﾎ 児童

たまごがいっぱい 寺村輝夫／原作 理論社 2013.6 E ﾃﾗﾑ 児童

まいごのフォクシー イングリ・ドーレア／文・絵 岩波書店 2002.6 E ﾄﾚｱ 児童

ひよこのかずはかぞえるな イングリ・ドーレア／さく 福音館書店 1978.2 E ﾄﾚｱ 児童
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どうながダック 永田力／さく 福音館書店 1998.3 E ﾅｶﾀ 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

もうすぐおしょうがつ 西村繁男／再話 福音館書店 2005.4 E ﾆｼﾑ 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

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

あおいやまいぬ マーシャ・ブラウン／作・絵 佑学社 1990.12 E ﾌﾗｳ 児童

ダッシュだ、フラッシュ！ ドン・フリーマン／さく ＢＬ出版 2009.3 E ﾌﾘﾏ 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

くんくんにこいぬがうまれたよ ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 2012.4 E ﾌﾙﾅ 児童

くんくんとかじ ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

ソルビム ペ・ヒョンジュ／絵と文 セーラー出版 2007.1 E ﾍ 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 1983.1 E ﾍﾒﾙ 児童

しりたがりやのこいぬとおひさま ヘルツィーコバー／さく 偕成社 1982.7 E ﾍﾙﾂ 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 1982.11 E ﾍﾙﾂ 児童

一わだけはんたいにあるいたら… グンナル・ベーレフェルト／さく・え 偕成社 1984.7 E ﾍﾚﾌ 児童

ビュンビュンきしゃをぬく アーナ・ボンタン／文 岩波書店 2004.9 E ﾎﾝﾀ 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 E ﾏｽﾀ 児童

おしょうがつ 松野正子／作 教育画劇 199211 E ﾏﾂﾉ 児童

せかいいちのおんどり 松野正子／さく 福音館書店 199501 E ﾏﾂﾉ 児童

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

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

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
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バックルさんとめいけんグロリア ペギー・ラスマン／さく・え 徳間書店 1997.10 E ﾗｽﾏ 児童

イヌのしんぶんこうこく ロリー・ラーマン／ぶん 評論社 1999.3 E ﾗﾏﾝ 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 1978.10 E ﾚｲ 児童

うさぎとおんどりときつね ヴェ・レーベデフ／文・絵 岩波書店 1977.11 E ﾚﾍﾃ 児童Ｆ

あひるのさんぽ ロン・ロイ／さく 童話館出版 1995.6 E ﾛｲ 児童

ジョーンとあひる マーガレット・ロウ／作 福音館書店 2000.2 E ﾛｳ 児童
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