
 

ねこのほん  

花見川
はなみがわ

図書館
としょかん

花見川
はなみがわ

団地
だ ん ち

分館
ぶんかん

 児童
じ ど う

展示
て ん じ

 

 

２月２２日は、「ねこの日」です！！ 

そこで、いろんなねこがでてくる絵本
え ほ ん

・よみものを 

あつめてみました。ぜひ、ごらんください♪ 



　　　　　　　　ねこのほん　図書リスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

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

ねこがいっぱい グレース・スカール／さく、やぶき みちこ／やく 福音館書店 Eスカ 1000010104770

くろねこかあさん 東 君平／さく 福音館書店 Eヒガ 1000010154205

こねこのねる ディック・ブルーナ／ぶん・え、いしい ももこ／やく 福音館書店 Eブル 1000010049525

ピーターラビットの絵本４

こねこのトムのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Eポタ 1000010120351

ピーターラビットの絵本５

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

ピーターラビットの絵本12

「ジンジャーとピクルズや」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 1000010120359

ピーターラビットの絵本14

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

ピーターラビットの絵本15

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

ピーターラビットの絵本19

パイがふたつあったおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Eポタ 1000010120036

ピーターラビットの絵本20

ずるいねこのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Eポタ 1000010120037

かえるくんのぼうけん マーサー・メイヤー／さく ほるぷ出版 Eメイ 1000010187528



とびねこ ヘンリー メリー・カルホーン／作、エリック・イングラハム／絵 佑学社 Eイン 1000010081616

クリスマスのねこヘンリー メリー・カルホーン／作、エリック・イングラハム／絵 リブリオ出版 Eイン 1000610109614

ふねにのったねこのヘンリー メリー・カルホーン／作、エリック・イングラハム／絵 リブリオ出版 Eイン 1000800003497

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

ながぐつをはいたねこ ペロー／[さく]、スタシス・エイドリゲビシウス／え ほるぷ出版 Eエイ 1000010232097

こねこのチョコレート B.K.ウィルソン／作、小林 いづみ／訳 こぐま社 Eオオ 1000410110013

100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん・え、いしい ももこ／やく 福音館書店 Eガク 1000010048372

タンゲくん 片山 健／[作] 福音館書店 Eカタ 1000010273288

ぼくのねこみなかった? エリック=カール／さく、おおつき みずえ／やく 偕成社 Eカル 1000010237906

いたずらこねこ バーナディン・クック／ぶん、レミイ・チャーリップ／え 福音館書店 Eシヤ 1000010032144

ニャーンといったのはだーれ ステーエフ／文・絵、西郷 竹彦／訳 偕成社 Eステ 1000010639971

月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベルイ／作、たるいし まこ／絵 福音館書店 Eタル 1000010438400

ふゆねこさん ハワード・ノッツ／さく、まつおか きょうこ／やく 偕成社 Eノツ 1000010049720

11ぴきのねこ　　　　　シリーズあり 馬場 のぼる／著 こぐま社 Eババ 1000010049303

11ぴきのねこマラソン大会 馬場 のぼる／著 こぐま社 Eババ 1000010263705

ブレーメンのおんがくたい グリム／[原作]、ハンス・フィッシャー／え 福音館書店 Eフイ 1000800861354



長ぐつをはいたねこ シャルル・ペロー／原作、ハンス・フィッシャー／ぶん・え 福音館書店 Eフイ 1000010064613

こねこのぴっち ハンス・フィッシャー／文 絵 岩波書店 Eフイ 1000010639954

たんじょうび ハンス・フィッシャー／ぶん,え、おおつか ゆうぞう／やく 福音館書店 Eフイ 1000010032111

きつねのぱんとねこのぱん 小沢 正／文、藤枝 リュウジ／絵 国土社 Eフジ 1000010481429

長ぐつをはいたネコ ペロー／[作]、マーシャ・ブラウン／絵 岩波書店 Eブラ 1000010480718

ウイリアムのこねこ マージョリー・フラック／ぶん・え、まさき るりこ／やく 新風舎 Eフラ 1000510017410

アンガスとねこ マージョリー・フラック／さく・え、瀬田 貞二／やく 福音館書店 Eフラ 1000010022922

りこうねずみとよわむしねこ ジョン・ヨーマン／作、クェンティン・ブレイク／絵 岩崎書店 Eブレ 1000010089870

みみずくと3びきのこねこ アリス・プロベンセン／さく、マーティン・プロベンセン／さく ほるぷ出版 Eプロ 1000801898470

郵便局員ねこ ゲイル・E・ヘイリー／さく、あしの あき／やく ほるぷ出版 Eヘイ 1000010060956

ねこのオーランドー キャスリーン・ヘイル／作・画、脇 明子／訳 福音館書店 Eヘル 1000010075265

ねこのオーランドーよるのおでかけ キャスリーン・ヘイル／さく、こみや ゆう／やく 好学社 Eヘル 1000801822227

おなかのかわ 瀬田 貞二／再話、村山 知義／絵 福音館書店 Eムラ 1000800343967

ちいさなねこ 石井 桃子／さく、横内 襄／え 福音館書店 Eヨコ 1000800081919

あくたれラルフのたんじょうび ジャック・ガントス／さく、ニコール・ルーベル／え PHP研究所 Eルベ 1000800551183

こねこのおひげちゃん マルシャーク／文、うちだ りさこ／訳 岩波書店 Eレベ 1000010055892



山のトムさん 石井 桃子／作、深沢 紅子／画 福音館書店 イシ 1000010049534

べんけいとおとみさん 石井 桃子／作、山脇 百合子／絵 福音館書店 イシ 1000010096924

魔女の宅急便　　　　　　シリーズあり 角野 栄子／作、林 明子／画 福音館書店 カド 1000010092981

ルドルフとイッパイアッテナ　シリーズあり 斉藤 洋／作、杉浦 範茂／絵 講談社 サイ 1000010110415

ネコのタクシー 南部 和也／さく、さとう あや／え 福音館書店 ナン 1000110046413

ついでにペロリ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 908 1000010992218

しょうぼうねこ エスター・アベリル／作、藤田 圭雄／訳 文化出版局 ９３アベ 1000010049568

黒ネコジェニーのおはなし　1
エスター・アベリル／作・絵、松岡 享子／共訳、
張替 恵子／共訳

福音館書店 ９３アベ 1000010077603

黒ネコジェニーのおはなし　２
エスター・アベリル／作・絵、松岡 享子／共訳、
張替 恵子／共訳

福音館書店 ９３アベ 1000010077604

黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース／作、荒 このみ／訳 福音館書店 ９３エイ 1000010644025

わたしのねこカモフラージュ コーディリア・ジョーンズ／作、山内 玲子／訳 岩波書店 ９３ジヨ 1000010232989

黒ねこの王子カーボネル バーバラ・スレイ／作、山本 まつよ／訳 岩波書店 ９３スレ 1000010096753

コクルおばあさんとねこ フィリパ・ピアス／作、アントニー・メイトランド／絵 徳間書店 ９３ピア 1000801667570

ねこはやっぱりねこがいい ヘレン・ヒル／ぶん、光吉 夏弥／やく 大日本図書 ９３ヒル 1000010079835

十一歳の誕生日 ポーラ・フォックス／作、坂崎 麻子／訳 ぬぷん児童図書出版 ９３フオ 1000010566041

ネコのミヌース アニー・M.G.シュミット／作、カール・ホランダー／絵 徳間書店 ９４シユ 1000010870907



あおい目のこねこ エゴン・マチーセン／さく・え、せた ていじ／やく 福音館書店 ９４マチ 1000010048381

フョードルおじさんといぬとねこ エドアルド・ウスペンスキー／作、松谷 さやか／訳 福音館書店 ９８ウス 1000010118843

こいぬとこねこは愉快な仲間 ヨゼフ・チャペック／著、いぬい とみこ／訳 河出書房新社 ９８チヤ 1000010479130

おひげのとらねこちゃん
サムイル・マルシャーク／[著]、与田 準一／共訳、橋本
みさご／共訳

童心社 ９８マル 1000010044452

黒ねこミケシュのぼうけん ヨゼフ・ラダ／[著]、小野田 澄子／訳 岩波書店 ９８ラダ 1000010044163
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