
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E あ ゆうたはともだち きたやま　ようこ　作 あかね書房 1988

2 E ふ いぬがいっぱい グレース・スカール　さく やぶき　みちこ　やく 福音館書店 1986

3 E ふ こいぬのくんくん ディック・ブルーナ　ぶん　え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 2010

4 E かじ ビリーは１２さい 相馬　公平　さく 梶山　俊夫　え 佼成出版社 2001

5 E ごみ げんきにわんわん 五味　太郎　作 クレヨンハウス 2005

6 E ちよ チューチューこいぬ 長　新太　さく ブックローン出版 1992

7 E ちよ ろくべえ　まってろよ 灰谷　健次郎　作 長　新太　絵 文研出版 1975

8 E ふく ブルくんとかなちゃん ふくざわ　ゆみこ　さく 福音館書店 2007

9 E ウイ ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム　えとぶん 久山　太市　やく 評論社 1988

10 E オク チャーリーのはじめてのよる エイミー・ヘスト　ぶん ヘレン・オクセンバリー　え さくま　ゆみこ　やく 岩崎書店 2012

11 E グレ どろんこハリー マーガレット・ブロイ・グレアム　え ジーン・ジオン　ぶん わたなべ　しげお　やく 福音館書店 1964

12 E バン アンジュール ガブリエル・バンサン　作 ブックローン出版 1986

13 E フラ アンガスとあひる マージョリー・フラック　さく・え 瀬田　貞二　やく 福音館書店 1974

14 E ブラ あおいやまいぬ マーシャ・ブラウン　作・絵 瀬田　貞二　訳 瑞雲舎 1995

15 E フリ ダッシュだ、フラッシュ！ ドン・フリーマン　さく なかがわ　ちひろ　やく ＢＬ出版 2009

16 E ホフ ナガナガくん シド・ホフ　作・絵 小船谷　佐知子　訳 徳間書店 1999

17 E ボン いぬなんてだいきらい ジョアン・Ｌ・ノドセット　作 クロスビー・ボンサル　絵 いしい　しんじ　訳 講談社 1994

18 E マク ぼくの犬 ジョン・ヘファナン　文 アンドリュー・マクレーン　絵 福本　友美子　訳 日本図書センター 2005

19 E マリ スティーヴィーのこいぬ マイラ・ベリー・ブラウン　文 ドロシー・マリノ　絵 まさき　るりこ　訳 あすなろ書房 2011

20 E ラス 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 ひがし　はるみ　やく 徳間書店 1997

21 E レイ いぬおことわり！ Ｈ．Ａ．レイ　え マーガレット・ワイズ・ブラウン　さく ふくもと　ゆみこ　やく　 偕成社 1997

22 EK つち もうどうけんドリーナ 土田　ヒロミ　さく 福音館書店 1986

23 EM おお 犬子むかし 太田　大八　え 大江　ちさと　ぶん トモ企画 1990

24 EM ごと 犬になった王子 君島　久子　文 後藤　仁　絵 岩波書店 2013

25 099 む ボール犬ミッキー 室積　光　文 福岡　耕造　写真 幻冬舎 2006

26 310 お 地雷のない世界へ 大塚　敦子　写真・文 講談社 2009

27 320 お 介助犬を育てる少女たち 大塚　敦子　著 講談社 2012

28 369 い 命を救われた捨て犬夢之丞 今西　乃子　著 浜田　一男　写真 金の星社 2015

29 380 か しばわんこの和のこころ 川浦　良枝　絵と文 白泉社 2002
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戌年にちなみ、犬に関する本を集めました。

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）

〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３
TEL （０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

展示している本プラスアルファ No.356（2018.1）

※EKは科学絵本、EMは昔話絵本です。



区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 著　　　　　　　　　　　　　　　　　者　　　　

30 489 く イヌ科の動物事典 ジュリエット・クラットン＝ブロック　著 あすなろ書房 2004

31 489 こ こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール　文 ジェローム・ウェクスラー　写真 つぼい　いくみ　訳 福音館書店 1982

32 489 さ イヌとネコの体の不思議 斉藤　勝司　著 誠文堂新光社 2013

33 489 た イヌとネコのふしぎ１０１ 武内　ゆかり　文 福田　豊文　写真 偕成社 2016

34 916 い 氷の海を追ってきたクロ 井上　こみち　文 ミヤハラ　ヨウコ　絵 学研教育出版 2010

35 913 い 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 1985

36 913 し ハチ公物語 新藤　兼人　作 岩淵　慶造　絵 小学館 2009

37 913 と 高安犬物語 戸川　幸夫　著 国土社 2008

38 913 な 子犬のロクがやってきた 中川　李枝子　作 中川　宗弥　画 岩波書店 1991

39 913 ひ ひきざんもできる名犬シロ 東　君平　作・絵 フレーベル館 2011

40 913 む 椋鳩十の愛犬物語 椋　鳩十　作 中釜　浩一郎　絵 理論社 1995

41 933 あ 犬になった少年 アラン・アルバーグ　作 フリッツ・ウェグナー　絵 菊島　伊久栄　訳 偕成社 1995

42 933 あ 父さんの犬サウンダー Ｗ．Ｈ．アームストロング　作 曽田　和子　訳 岩波書店 1998

43 933 う フランダースの犬 ウィーダ　作 野坂　悦子　訳 岩波書店 2003

44 933 か 犬ぞりの少年 Ｊ．Ｒ．ガーディナー　作 久米　穣　訳 かみや　しん　絵 文研出版 2004

45 933 か 極北の犬トヨン ニコライ・カラーシニコフ　作 高杉　一郎　訳 アーサー・マロクヴィア　絵 徳間書店 1997

46 933 く アバラーのぼうけん ベバリイ・クリアリー　作 松岡　享子　訳 ルイス・ダーリング　絵 学研 2008

47 933 く しろいいぬ？くろいいぬ？ マリオン・ベルデン・クック　ぶん 光吉　夏弥　やく 池田　龍雄　え 大日本図書 2011

48 933 さ 小犬のピピン ローズマリ・サトクリフ　作 猪熊　葉子　訳 小野　かおる　絵 岩波書店 1995

49 933 し ウルフィーからの手紙 パティ・シャーロック　作 滝沢　岩雄　訳 評論社 2006

50 933 す ダルメシアン ドディー・スミス　著 Ｊ＆A・グラハム＝ジョンストン　絵 熊谷　鉱司　訳 文渓堂 1996

51 933 せ ふふふんへへへんぽん！ モーリス・センダック　さく じんぐう　てるお　やく 富山房 1987

52 933 ね シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイラー　著 さくま　ゆみこ　訳 岡本　順　画 あすなろ書房 2014

53 933 は トルネード！ ベッツィ・バイアーズ　作 もりうち　すみこ　訳 降矢　なな　絵 学研教育出版 2015

54 933 は ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ　著 片岡　しのぶ　訳 あすなろ書房 2008

55 933 ひ まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス　作 猪熊　葉子　訳 岩波書店 1989

56 933 ま 犬のことばが聞こえたら パトリシア・マクラクラン　作 こだま　ともこ　訳 大庭　賢哉　絵 徳間書店 2012

57 933 も 走れ、風のように マイケル・モーパーゴ　著 佐藤　見果夢　訳 評論社 2015

58 949 す キングの最高の日 ウルフ・スタルク　作 遠藤　美紀　訳 江川　智穂　絵 偕成社 2000

59 953 ほ 犬のバルボッシュ アンリ・ボスコ　作 天沢　退二郎　訳 ジャン・パレイエ　画 福音館書店 2013

60 989 ち こいぬとこねこのおかしな話 ヨゼフ・チャペック　作 木村　有子　訳 岩波書店 2017
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休館日 １２/２９(金)～１/４(木)、１/９(火)、１/１５(月)、１/２２(月)、１/２９(月)、１/３１(水)


