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にんぎょうとぬいぐるみの本
ほ ん

 

３月３日はひなまつり🎎 

ひなまつりにちなんで、にんぎょうやぬいぐるみが出
で

てくる 

絵本
え ほ ん

・よみものを集
あつ

めてみました。 

ぜひ、ご覧
らん

ください♪ 

 



　　　　　🌸　　にんぎょうとぬいぐるみの本　図書リスト     🌸

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

（ひなまつりのほん）

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

ひなにんぎょうができるまで ひさかたチャイルド 75 1000801744693

ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 瀬尾 七重／作、岡本 順／絵 教育画劇 Ｅオカ 1000110005251

もりのひなまつり こいで やすこ／さく 福音館書店 Ｅコイ 1000010838521

ももこのひなまつり 森山 京／作、ふりや かよこ／絵 教育画劇 Ｅフリ 1000010286018

はるよこい わたり むつこ／さく、ましま せつこ／え 福音館書店 Ｅマシ 1000010022403

三月ひなのつき 石井 桃子／さく 福音館書店 イシ 1000010048397

（にんぎょう・ぬいぐるみのほん）

かんたん!かわいい!ひとりでできる!はじめてのあみぐるみ 寺西 恵里子／著 日東書院本社 594 1000801204245

てぶくろ人形パーティー 長縄 泰子／作、中村 文子／絵 童心社 594 1000010538915

作って遊ぼう!ハンド・パペット 寺西 恵里子／著 PHP研究所 594.9 1000410111922

羊毛フェルトで作る絵本のマスコット 須佐 沙知子／著 白泉社 594.9 1000801009408

いろいろぬいぐるみ アランジ アロンゾ／著 文化出版局 594.9 1000310097465

手ぶくろ人形の部屋 高田 千鶴子／著 偕成社 594.9 1000010078658

ぐりとぐらのてづくりブック 福音館書店編集部／編著 福音館書店 596.65 1000800979774



いっしょにつくろう 高田 千鶴子／[ほか]製作、村田 まり子／絵 福音館書店 75 1000010367928

人形 是澤 博昭／著 文溪堂 75 1000801537497

ぼくらのなまえはぐりとぐら 福音館書店母の友編集部／編 福音館書店 909 1000110097564

まいごになったおにんぎょう A.アーディゾーニ／文、E.アーディゾーニ／絵 岩波書店 Ｅアデ 1000010083266

くまのコードリーまいごになる B.G.ヘネシー／文、ジョディー・ウィーラー／絵 小峰書店 Ｅウイ 1000800546215

アイラのおとまり バーナード・ウエーバー／作・絵、まえざわ あきえ／訳 徳間書店 Ｅウエ 1000010518491

うえきやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え、ジョーン・ウォージントン／さく・え 福音館書店 Ｅウオ 1000010110501

オットー トミー・ウンゲラー／さく、鏡 哲生／やく 評論社 Ｅウン 1000410120104

きみはぼくだね かさい まり／作、岡田 千晶／絵 ひさかたチャイルド Ｅオカ 1000801137815

カスペルとぼうや ミヒャエル・エンデ／ぶん、ロスビータ・クォードフリーク／え ほるぷ出版 Ｅクオ 1000010049612

だいすきよ、ブルーカンガルー! エマ・チチェスター・クラーク／さく、まつかわ まゆみ／やく 評論社 Ｅクラ 1000010825226

どうしたらいい、ブルーカンガルー? エマ・チチェスター・クラーク／さく、まつかわ まゆみ／やく 評論社 Ｅクラ 1000610029974

どこへいったの、ブルーカンガルー? エマ・チチェスター・クラーク／さく、まつかわ まゆみ／やく 評論社 Ｅクラ 1000310059197

ブルーカンガルーがやったのよ! エマ・チチェスター・クラーク／さく、まつかわ まゆみ／やく 評論社 Ｅクラ 1000310079967

ビロードのうさぎ マージェリィ・W.ビアンコ／原作、酒井 駒子／絵・抄訳 ブロンズ新社 Ｅサカ 1000800026953

くまとハンフリー ジャン・ウォール／文、ウィリアム・ジョイス／絵 徳間書店 Ｅジヨ 1000010454717

ぼくのたからものどこですか 角野 栄子／さく、垂石 真子／え 福音館書店 Ｅタル 1000010023702

あかいくまくんいいにおい! わたり むつこ／さく、つお みちこ／え 国土社 Ｅツオ 1000010315039

かしこいビル ウィリアム・ニコルソン／さく、まつおか きょうこ／やく ペンギン社 Ｅニコ 1000010075473

いもうとのにゅういん 筒井 頼子／さく、林 明子／え 福音館書店 Ｅハヤ 1000010108543



こんとあき 林 明子／さく 福音館書店 Ｅハヤ 1000010127495

わたしのバーニーいつもいっしょ ドロシー・バトラー／さく、エリザベス・フラー／え のら書店 Ｅフラ 1000010503238

くまのコールテンくん ドン=フリーマン／さく、まつおか きょうこ／やく 偕成社 Ｅフリ 1000010022493

かめのヘンリー ゆもと かずみ／作、ほりかわ りまこ／絵 福音館書店 Ｅホリ 1000310039627

ふわふわくんとアルフレッド ドロシー・マリノ／文・絵、石井 桃子／訳 岩波書店 Ｅマリ 1000010042555

くつなおしの店 アリスン・アトリー／さく、松野 正子／やく 福音館書店 ９３アト 1000010870369

カルペパー一家のおはなし マリオン・アピントン／作、ルイス・スロボドキン／絵 瑞雲舎 ９３アピ 1000801422770

ふしぎなロシア人形バーバ ルース・エインズワース／作、ジョーン・ヒクソン／画 福音館書店 ９３エイ 1000710004106

ジェレミーのぼうけん ジャン・カロン／作、テリー・ワイドナー／絵 岩崎書店 ９３カロ 1000110086432

人形の家 ルーマー・ゴッデン／作、瀬田 貞二／訳 岩波書店 ９３ゴツ 1000010055254

ポケットのなかのジェーン ルーマー・ゴッデン／作、プルーデンス・ソワード／さし絵 徳間書店 ９３ゴツ 1000801684355

ゆうえんちのわたあめちゃん ルーマー・ゴッデン／作、プルーデンス・ソワード／さし絵 徳間書店 ９３ゴツ 1000801700413

クリスマスの女の子 ルーマー・ゴッデン／作、久慈 美貴／訳 徳間書店 ９３ゴツ 1000801717806

ふしぎなようせい人形 ルーマー・ゴッデン／作、久慈 美貴／訳 徳間書店 ９３ゴツ 1000801746098

帰ってきた船乗り人形 ルーマー・ゴッデン／作、おびか ゆうこ／訳 徳間書店 ９３ゴツ 1000800029867

ティリーのクリスマス フェイス・ジェイクス／作、小林 いづみ／訳 こぐま社 ９３ジエ 1000010427280

ティリーのねがい フェイス・ジェイクス／作、小林 いづみ／訳 こぐま社 ９３ジエ 1000010427279

アーサーのくまちゃん リリアン・ホーバン／作、木島 始／訳 文化出版局 ９３ホバ 1000010051711

くまのテディ・ロビンソン ジョーン・G・ロビンソン／さく・え、坪井 郁美／やく 福音館書店 ９３ロビ 1000010058466

テディ・ロビンソンのたんじょう日 ジョーン・G.ロビンソン／作・絵、小宮 由／訳 岩波書店 ９３ロビ 1000800779615



テディ・ロビンソンとサンタクロース ジョーン・G.ロビンソン／作・絵、小宮 由／訳 岩波書店 ９３ロビ 1000800858822

ゆうかんなテディ・ロビンソン ジョーン・G.ロビンソン／作・絵、小宮 由／訳 岩波書店 ９３ロビ 1000800814858

テディ・ロビンソンまほうをつかう ジョーン・G・ロビンソン／さく・え、坪井 郁美／やく 福音館書店 ９３ロビ 1000010065996

プーのはちみつとり A.A.ミルン／ぶん、E.H.シェパード／え 岩波書店 ９３ミル 1000010074948

なきむしこぞう 今村 葦子／さく、酒井 駒子／え 理論社 イマ 1000801436469

ルゥルゥおはなしして たかどの ほうこ／作・絵 岩波書店 タカ 1000801167468


