
区分 № 書　名 出版者 出版年
1 E え おおきくなあれ あべ　弘士　作 絵本館 2017

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 こんにちはどうぶつたち とだ　きょうこ　あん さとう　あきら　しゃしん 福音館書店 1998

4 E ふ どうぶつのおかあさん 小森　厚　ぶん 薮内　正幸　え 福音館書店 1981

5 E ほ とりかえっこ さとう　わきこ　作 二俣　英五郎　絵 ポプラ社 1995

6 E うえ 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 1974

7 E こう しおちゃんとこしょうちゃん ルース・エインズワース　さく こうもと　さちこ　やく・え 福音館書店 2016

8 E たか どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう　文 高畠　純　絵 アリス館 2014

9 E たし すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろ　ちさと　ぶん・え 福音館書店 2016

10 E なか かばくん 岸田　衿子　さく 中谷　千代子　え 福音館書店 2008

11 E なか ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか　さく・え なかの　まさたか　レタリング 福音館書店 1977

12 E にし もりのおふろ 西村　敏雄　さく 福音館書店 2008

13 E ばば １１ぴきのねこ 馬場　のぼる　著 こぐま社 1967

14 E はや もりのかくれんぼう 末吉　暁子　作 林　明子　絵 偕成社 1978

15 E やま ぐりとぐら 中川　李枝子　さく 大村　百合子　え 福音館書店 1967

16 E エツ もりのなか マリー・ホール・エッツ　ぶん・え まさき　るりこ　やく 福音館書店 1963

17 E カー くまさん　くまさん　なにみてるの？ エリック＝カール　え ビル＝マーチン　ぶん 偕成社編集部　やく 偕成社 1984

18 E ガア 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 1961

19 E サツ 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル・ボンド　文 エミリー・サットン　絵 早川　敦子　訳 徳間書店 2016

20 E ステ ライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ　作 さくま　ゆみこ　訳 ブロンズ新社 2013

21 E チヤ もりのてぶくろ 八百板　洋子　ぶん ナターリヤ・チャルーシナ　え 福音館書店 2010

22 E バー ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム　さく みつよし　なつや　やく ほるぷ出版 1976

23 E フラ 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 1974

24 E ブラ ちいさなヒッポ マーシャ＝ブラウン　さく うちだ　りさこ　やく 偕成社 1983

25 E フリ しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン　作 なかがわ　ちひろ　訳 ＢＬ出版 2008

26 EＫ ふじ たったたった ふじわら　こういち　しゃしん・ぶん 新日本出版社 2015

27 EＫ まつ ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　たつひで　さく　 福音館書店 2013

28 EＫ やぶ しっぽのはたらき 川田　健　ぶん 薮内　正幸　え 福音館書店 1969

29 EＫ アン いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン　作 千葉　茂樹　訳 ほるぷ出版 2019

30 EＫ ジエ これがほんとの大きさ！　〔正〕 スティーブ・ジェンキンズ　作 佐藤　見果夢　訳 評論社 2008

31 EM さと おおきなかぶ Ａ．トルストイ　再話 内田　莉莎子　訳 佐藤　忠良　画 福音館書店 1966

32 EM ピン ライオンとねずみ イソップ　原作 ジェリー・ピンクニー　作 さくま　ゆみこ　訳 光村教育図書 2010

33 EM フイ 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 せた　ていじ　やく 福音館書店 1964

34 EM ブラ 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン　え せた　ていじ　やく 福音館書店 1965

35 EM ブラ ダチョウのくびはなぜながい？ ヴァーナ・アーダマ　文 マーシャ・ブラウン　絵 まつおか　きょうこ　訳 冨山房 1996

36 310 た 消えたレッサーパンダを追え！ たけたに　ちほみ　文 西脇　せいご　絵 学研プラス 2020

37 369 お わたしの病院、犬がくるの 大塚　敦子　写真・文 岩崎書店 2009

38 400 な 長沼毅の世界は理科でできてい　動物 ほるぷ出版 2013

39 480 お ありがとう実験動物たち 太田　京子　著 岩崎書店 2015

40 480 た ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡　昌江　文 篠崎　三朗　絵 学研プラス 2016

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

請求記号 著　者　　　　

絵
　
本

9/20日～26日の動物愛護週間にちなみ、動物に関する本を集めました。

展示している本プラスアルファ No.393(2021.9)

※ＥKは科学絵本、ＥＭは昔話絵本です。

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）
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※ＥKは科学絵本、ＥＭは昔話絵本です。

41 480 な もぐもぐどうぶつえん なかの　ひろみ　文・構成 福田　豊文　写真 ひさかたチャイルド 2015

42 480 ひ 人のくらしを助けてくれるはたらく動物大研究 造事務所　編集・構成 ＰＨＰ研究所 2011

43 480 も 動物園のひみつ 森　由民　著 ＰＨＰ研究所 2014

44 480 ろ レッド・フォックス チャールズ・Ｇ．Ｄ．ロバーツ　作 桂　宥子　訳 チャールズ・リビングストン・ブル　画 福音館書店 2015

45 481 あ だれの手がた・足がた？ 有沢　重雄　構成・文 小宮　輝之　監修・手がた・足がた図版 偕成社 2019

46 482 し オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ．シートン　文・絵 今泉　吉晴　訳・解説 童心社 2009

47 482 に 日本にしかいない生き物図鑑 ＰＨＰ研究所 2014

48 489 さ イヌとネコの体の不思議 斉藤　勝司　著 誠文堂新光社 2013

49 489 さ 天井からジネズミ 佐伯　元子　文 あべ　弘士　絵 学研教育出版 2015

50 489 み この世界からサイがいなくなってしまう 味田村　太郎　文 学研プラス 2021

51 640 い ピースワンコ物語 今西　乃子　著 浜田　一男　写真 ピースウィンズ・ジャパン　協力 合同出版 2017

52 640 さ しあわせの牛乳 佐藤　慧　著 安田　菜津紀　写真 ポプラ社 2018

53 640 た 災害にあったペットを救え 高橋　うらら　著 小峰書店 2019

54 640 た 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一　著 ポプラ社 2017

55 910 う 命の意味命のしるし 上橋　菜穂子　著 齋藤　慶輔　著 講談社 2017

56 913 い ながいながいペンギンの話 いぬい　とみこ　作 山田　三郎　絵 理論社 1999

57 913 い こんぴら狗 今井　恭子　作 いぬんこ　画 くもん出版 2017

58 913 い ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐　めぐみ　作 高畠　純　絵 偕成社 2001

59 913 お 目をさませトラゴロウ 小沢　正　作 井上　洋介　絵 理論社 2000

60 913 お さっ太の黒い子馬 小俣　麦穂　著 ささめや　ゆき　絵 講談社 2016

61 913 か ぼくとニケ 片川　優子　著 講談社 2018

62 913 か くまの子ウーフ 神沢　利子　作 井上　洋介　絵 ポプラ社 2001

63 913 さ 冒険者たち 斎藤　惇夫　作 薮内　正幸　画 岩波書店 2000

64 913 さ ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋　作 杉浦　範茂　絵 講談社 1987

65 913 さ ぼくの・トモダチのつくりかた さとう　まきこ　作 杉田　比呂美　絵 ポプラ社 2004

66 913 し さすらい猫ノアの伝説 重松　清　著 杉田　比呂美　絵 講談社 2010

67 913 な ももいろのきりん 中川　李枝子　さく 中川　宗弥　え 福音館書店 1965

68 913 な ネコのタクシー 南部　和也　さく さとう　あや　え 福音館書店 2001

69 913 の 本屋さんのルビねこ 野中　柊　作 松本　圭以子　絵 理論社 2018

70 913 む 大造じいさんとガン 椋　鳩十　著 小泉　澄夫　画 理論社 2010

71 933 あ グレイ・ラビットのおはなし アリソン・アトリー　作 石井　桃子　訳 中川　李枝子　訳 岩波書店 2000

72 933 か アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー　作・絵 三原　泉　訳 徳間書店 2017

73 933 か エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット　さく ルース・クリスマン・ガネット　え わたなべ　しげお　やく 福音館書店 2010

74 933 き ジャングル・ブック ラドヤード・キプリング　作 三辺　律子　訳 岩波書店 2015

75 933 き 歌うねずみウルフ ディック・キング＝スミス　作 三原　泉　訳 杉田　比呂美　絵 偕成社 2002

76 933 く たのしい川べ ケネス・グレーアム　作 石井　桃子　訳 岩波書店 2002

77 933 し ミス・ビアンカ　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 2016

78 933 し 駅の小さな野良ネコ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ　作 斉藤　倫子　訳 鈴木　まもる　絵 徳間書店 2013

79 933 ふ ウィリーのぼうけん マーガレット・ワイズ・ブラウン　さく 上條　由美子　やく 広野　多珂子　え 福音館書店 2019

80 933 ほ シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト　作 ガース・ウイリアムズ　絵 さくま　ゆみこ　訳 あすなろ書房 2001

81 933 ろ ゴインキョとチーズどろぼう エミリー・ロッダ　作 さくま　ゆみこ　訳 たしろ　ちさと　絵 あすなろ書房 2009

82 933 ろ ドリトル先生航海記 ロフティング　著 井伏　鱒二　訳 岩波書店 2002

83 943 け 動物会議 ケストナー　作 高橋　健二　訳 岩波書店 1980

84 943 ろ ライオンがいないどうぶつ園 フレート・ロドリアン　作 ヴェルナー・クレムケ　絵 たかはし　ふみこ　訳 徳間書店 2012

85 949 ま 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 1965
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休館日 9/6(月)、9/7(火)～9/12(日)、9/13(月)、9/21(火)、9/24(金)、9/27(月)、9/30(木)


