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　　　　　　　　　　ねずみの本　図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：2019年12月26日（木）から2020年1月31日（金）

（お正月の本）

しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ せいきゅうきごう タイトルコード

しめかざり 森 須磨子／文・絵 福音館書店 38 1000800581509

坂本廣子のつくろう!食べよう!行事食　１ 坂本 廣子／著、奥村 彪生／監修 少年写真新聞社 596 1000801000152

もちの絵本 えがわ かずのり／へん、たけうち つーが／え 農山漁村文化協会 596 1000410052414

てまり 尾崎 敬子／文、日本てまりの会／監修 文渓堂 75 1000410025079

凧 茂出木 雅章／文、日本の凧の会／監修 文渓堂 75 1000210028366

たこ 加古 里子／さく 福音館書店 75 1000801716955

おしょうがつさん 谷川 俊太郎／ぶん、大橋 歩／え 福音館書店 Ｅオオ． 1000010191375

たこたこあがれ 熊谷 元一／さく 福音館書店 Ｅクマ． 1000010428006

かさじぞう 瀬田 貞二／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Ｅアカ 1000010048244

14ひきのもちつき　　　　　　　　🐁 いわむら かずお／さく 童心社 Ｅイワ 1000800123271

十二支のお正月 川端 誠／作 リブロポート Ｅカワ 1000010097843

ひとめあがり 川端 誠／[作] クレヨンハウス Ｅカワ 1000800327343

じゅうにしものがたり 瀬川 康男／作 グランまま社 Ｅセガ 1000610001297

もうすぐおしょうがつ 西村 繁男／さく 福音館書店 Ｅニシ 1000010024182

ふくねずみすごろくばなし わたり むつこ／さく、ましま せつこ／え 福音館書店 Ｅマシ 1000010988516



ね,うし,とら……十二支のはなし ドロシー・バン・ウォアコム／ぶん、エロール・ル・カイン／え ほるぷ出版 Ｅルカ 1000010056583

（ねずみが出てくる絵本・よみもの）

ねずみのいえさがし ヘレン・ピアス／さく、まつおか きょうこ／やく 童話屋 Ｅピア． 1000010089781

ねずみのともだちさがし ヘレン・ピアス／さく、まつおか きょうこ／やく 童話屋 Ｅピア． 1000010089782

よかったねねずみさん ヘレン・ピアス／さく、まつおか きょうこ／やく 童話屋 Ｅピア． 1000010163129

のねずみチュウチュウおくさんのおはなし　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ． 1000010120355

まちねずみジョニーのおはなし　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ． 1000010120356

グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ． 1000010120362

モペットちゃんのおはなし　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ． 1000010120352

2ひきのわるいねずみのおはなし　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ． 1000010639909

ひげのサムエルのおはなし　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ． 1000010120361

はるですはるのおおそうじ こいで たん／ぶん、こいで やすこ／え 福音館書店 Ｅコイ． 1000010292032

とてもとてもあついひ こいで たん／ぶん、こいで やすこ／え 福音館書店 Ｅコイ． 1000010299009

とんとんとめてくださいな こいで たん／ぶん、こいで やすこ／え 福音館書店 Ｅコイ． 1000010269707

ゆきのひのゆうびんやさん こいで たん／ぶん、こいで やすこ／え 福音館書店 Ｅコイ． 1000010273618

ねずみのすもう 神沢 利子／文、赤羽 末吉／絵 偕成社 Ｅアカ 1000010081817

ねずみの でんしゃ 山下 明生／作、岩村 和朗／絵 ひさかたチャイルド Ｅイワ 1000010076723

ねずみくんのチョッキ　　　　　　🐁 なかえ よしを／作、上野 紀子／絵 ポプラ社 Ｅウエ 1000210070293

にげだしたひげ シビル・ウェッタシンハ／さく、のぐち ただし／やく 木城えほんの郷 Ｅウエ 1000310018377



ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ／さく、まつおか きょうこ／やく 福音館書店 Ｅウエ 1000010448287

ねずみのおよめさん 小野 かおる／再話 画 福音館書店 Ｅオノ 1000010566561

ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス／文、ポール・ガルドン／絵 童話館 Ｅガル 1000010386180

さとうねずみのケーキ ジーン・ジオン／ぶん、マーガレット・ブロイ・グレアム／え アリス館 Ｅグレ 1000610006892

アンジェリーナはじめてのステージ キャサリン・ホラバード／文、ヘレン・クレイグ／絵 講談社 Ｅクレ 1000410028415

アンジェリーナとなかよしアリス ヘレン・クレイグ／え、キャサリン・ホラバード／ぶん 大日本絵画 Ｅクレ 1000010122500

アンジェリーナ スターになる キャサリン・ホラバード／文、ヘレン・クレイグ／絵 講談社 Ｅクレ 1000510098399

アンジェリーナのハロウィーン キャサリン・ホラバード／文、ヘレン・クレイグ／絵 講談社 Ｅクレ 1000800102566

町のねずみといなかのねずみ ヘレン・クレイグ／再話・絵、清水 奈緒子／訳 セーラー出版 Ｅクレ 1000010332981

歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ、うつみ まお／やく 評論社 Ｅスタ 1000010212258

ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ウィリアム・スタイグ／作、木坂 涼／訳 セーラー出版 Ｅスタ 1000010383354

かあさんねずみがおかゆをつくった ヘレナ・ズマトリーコバー／え、いで ひろこ／やく 福音館書店 Ｅズマ 1000010089070

ねずみさんのながいパン 多田 ヒロシ／作 こぐま社 Ｅタダ 1000010867101

おばあさんのすぷーん 神沢 利子／さく、富山 妙子／え 福音館書店 Ｅトミ 1000010048252

バラライカねずみのトラブロフ ジョン・バーニンガム／さく、せた ていじ／やく 童話館出版 Ｅバニ 1000010552929

ともだちからともだちへ アンソニー・フランス／さく、ティファニー・ビーク／え 理論社 Ｅビク 1000310025987

おじいさんならできる フィービ・ギルマン／作・絵、芦田 ルリ／訳 福音館書店 Ｅギル 1000010568400

ねずみのティモシー マルチーヌ=ブラン／作・絵、やがわ すみこ／訳 偕成社 Ｅブラ 1000010049718

ねずみのけっこん ジュディス・デュプレ／文、ファブリシオ・ヴァンデン・ブレイク／絵 童話館 Ｅブレ 1000010366440

きつねとねずみ ビアンキ／さく、内田 莉莎子／やく 福音館書店 Ｅヤマ 1000210050129



ぐりとぐら　　　　　　　　　🐁 中川 李枝子／さく、大村 百合子／え 福音館書店 Ｅヤマ 1000800024542

ねずみのおいしゃさま なかがわ まさふみ／さく、やまわき ゆりこ／え 福音館書店 Ｅヤマ 1000800199512

七ひきのねずみ エド・ヤング／作、藤本 朝巳／訳 古今社 Ｅヤン 1000010646891

てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え、うちだ りさこ／やく 福音館書店 Ｅラチ 1000010496745

ねずみのおよめいり モニカ・チャン／文、レスリー・リョウ／絵 河出書房新社 Ｅリヨ 1000010339251

ねずみのつきめくり レオ・レオニ／絵、谷川 俊太郎／詩 佑学社 Ｅレオ 1000010079302

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ／作、谷川 俊太郎／訳 好学社 Ｅレオ 1000010041640

フレデリック レオ・レオニ／作、谷川 俊太郎／訳 好学社 Ｅレオ 1000010048769

いろいろ1ねん レオ・レオニ／作、谷川 俊太郎／訳 あすなろ書房 Ｅレオ 1000010836626

子ネズミきょうだい町へいく アリソン=アトリー／作、フェイス=ジェイクス／画 偕成社 93アト 1000010111489

ポピー アヴィ／作、B・フロッカ／絵 あかね書房 93アビ 1000010567399

ポピーとライ アヴィ／作、B・フロッカ／絵 あかね書房 93アビ 1000010863787

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／さく、松岡 享子／やく 福音館書店 ９３ウイ 1000010903990

すにっぴいとすなっぴい ワンダ・ガーグ／文・絵、わたなべ しげお／訳 岩波書店 93ガグ 1000010060743

トンデモネズミ大活躍 ポール・ギャリコ／作、矢川 澄子／訳 岩波書店 93ギヤ 1000010115041

歌うねずみウルフ ディック・キング=スミス／作、三原 泉／訳 偕成社 93キン 1000210077418

学校ねずみのフローラ ディック・キング=スミス／作、フィル・ガーナー／絵 童話館出版 93キン 1000010457438

子ねずみラルフのぼうけん ベバリー・クリアリー／作、谷口 由美子／訳 童話館出版 93クリ 1000010471456

ロックフォール団のねずみたち サンディ・クリフォード／作・絵、本間 裕子／訳 徳間書店 93クリ 1000010635620

ねずみの家 ルーマー・ゴッデン／さく、おびか ゆうこ／やく 徳間書店 93ゴツ 1000110086431



ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン／著、石井 桃子／訳 福音館書店 93ゴツ 1000010052079

これならおとくいジェラルディン エレン・コンフォード／文、ジョン・ラレック／絵 リブリオ出版 93コン 1000010852696

こんにちは,バネッサ マージョリー・W・シャーマット／作、リリアン・ホーバン／絵 岩崎書店 93シヤ 1000010086369

くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ／作、渡辺 茂男／訳 岩波書店 93シヤ 1000010112810

ねずみの騎士デスペローの物語 ケイト・ディカミロ／作、ティモシー・バジル・エリング／絵 ポプラ社 93デイ 1000410097202

石のねずみストーン・マウス ジェニー・ニモ／作、ヘレン・クレイグ／絵 偕成社 93ニモ 1000010519528

ペットねずみ大さわぎ フィリパ・ピアス／作、高杉 一郎／訳 岩波書店 93ピア 1000010087334

スチュアートの大ぼうけん E.B.ホワイト／著、ガース・ウイリアムズ／絵 あすなろ書房 93ホワ 1000010864884

ぼく字がかけるよ ビバリィ=ランデル／作、ノエラ=ヤング／絵 偕成社 93ラン 1000010151974

おはなし ばんざい アーノルド・ローベル／作、三木 卓／訳 文化出版局 93ロベ 1000010053084

とうさん おはなしして アーノルド・ローベル／作、三木 卓／訳 文化出版局 93ロベ 1000010049570

冒険者たち 斎藤 惇夫／作、薮内 正幸／画 岩波書店 サイ 1000801419255

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🐁マークはシリーズ本があります。


