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1 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
2 Ｅ あん もりのえほん 安野　光雅／〔画〕 福音館書店 1981
3 Ｅ さの １００万回生きたねこ 佐野　洋子／作・絵 講談社 1977
4 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
5 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
6 Ｅ なか くいしんぼうのはなこさん いしい　ももこ／ぶん なかたに　ちよこ／え 福音館書店 1965
7 Ｅ よし 希望の牧場 森　絵都／作 吉田　尚令／絵 岩崎書店 2014
8 Ｅ イー 二ひきのこぐま イーラ／作 松岡　享子／訳 こぐま社 1990
9 Ｅ ウイ しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ／ぶん・え まつおか　きょうこ／やく 福音館書店 1965
10 Ｅ ウエ 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 1996
11 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
12 Ｅ オー 教会ねずみとのんきなねこ グレアム・オークリー／作・絵 三原　泉／訳 徳間書店 2011
13 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
14 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
15 Ｅ シー はなをくんくん ルース・クラウス／ぶん きじま　はじめ／やく マーク・シーモント／え 福音館書店 1967
16 Ｅ シヤ いたずらこねこ バーナディン・クック／ぶん レミィ・チャーリップ／え 間崎　ルリ子／訳 福音館書店 1964
17 Ｅ スカ 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
18 Ｅ ステ エイモスさんがかぜをひくと フィリップ・Ｃ．ステッド／文 エリン・Ｅ．ステッド／絵 青山　南／訳 光村教育図書 2010
19 Ｅ ドー アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ／ぶん・え むらおか　はなこ／やく 福音館書店 1961
20 Ｅ フイ こねこのぴっち ハンス・フィッシャー／文・絵 石井　桃子／訳 岩波書店 1987
21 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
22 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
23 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
24 Ｅ ブレ ぼうし ジャン・ブレット／作 松井　るり子／訳 ほるぷ出版 2005
25 Ｅ ホー としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく ケビン・ホークス／え 福本　友美子／やく 岩崎書店 2007
26 Ｅ ポタ ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え いしい　ももこ／やく 福音館書店 2002
27 Ｅ ロー トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ／文・絵 ふしみ　みさを／訳 岩波書店 2011
28 Ｅ ロー はなのすきなうし マンロー・リーフ／おはなし ロバート・ローソン／え 光吉　夏弥／やく 岩波書店 1954
29 ＥＫ うち ねことライオンにてる？にてない？ ひさかたチャイルド 2011
30 ＥＫ ごみ みんなうんち 五味　太郎／さく 福音館書店 1981
31 ＥＫ さと おしり さとう　あきら／写真 さえぐさ　ひろこ／文 アリス館 2007
32 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
33 ＥＫ やぶ 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
34 ＥＭ あか スーホの白い馬 大塚　勇三／再話 赤羽　末吉／画 福音館書店 1967
35 ＥＭ おお むかしむかしとらとねこは… 大島　英太郎／文・絵 福音館書店 2009
36 ＥＭ やま 三びきのこぶた 瀬田　貞二／やく 山田　三郎／え 福音館書店 1967
37 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
38 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
39 ＥＭ ホフ おおかみと七ひきのこやぎ グリム／〔原作〕 フェリクス・ホフマン／え せた　ていじ／やく 福音館書店 1967
40 ＥＭ ラチ てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ／え うちだ　りさこ／やく 福音館書店 1965
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区分 № 書　　　　名 出版社 出版年
41 099 む ボール犬ミッキー 室積　光／文 福岡　耕造／写真 幻冬舎 2006
42 369 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
43 400 な 長沼毅の世界は理科でできている　〔動物〕 ほるぷ出版 2013
44 480 い 地球動物記 岩合　光昭／著 福音館書店 2007
45 480 お ありがとう実験動物たち 太田　京子／著 岩崎書店 2015
46 480 と どうぶつのあかちゃん ひさかたチャイルド 2014
47 480 た 動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡　昌江／文 すがわら　けいこ／絵 学研教育出版 2014
48 480 も 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄／文 あべ　弘士／絵 福音館書店 1994
49 480 も 動物園のひみつ 森　由民／著 ＰＨＰ研究所 2014
50 481 こ 大研究動物うんこ図鑑 国土社編集部／編 国土社 2014
51 481 し しっぽのひみつ ＰＨＰ研究所 2014
52 481 て 動物の見ている世界 ギヨーム・デュプラ／著 渡辺　滋人／訳 創元社 2014
53 481 み 密着！動物たちの２４時間　全６巻 渋谷　弘子／訳 汐文社 2015
54 482 い アジア動物探検記 飯島　正広／著 福音館書店 2014
55 482 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
56 489 く オオカミの謎 桑原　康生／著 誠文堂新光社 2014
57 489 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
58 489 さ イヌとネコの体の不思議 斉藤　勝司／著 誠文堂新光社 2013
59 489 は はたらく犬　１～４ 学研 2004
60 489 ふ 地雷をふんだゾウ 藤原　幸一／写真・文 岩崎書店 2014
61 489 ほ クマよ 星野　道夫／文・写真 福音館書店 1999
62 489 ほ ほんとのおおきさ動物園 福田　豊文／写真 学研 2008
63 489 や ゴリラは語る 山極　寿一／著 講談社 2012
64 640 さ 走る動物病院 佐和　みずえ／著 佐藤　まり子／イラスト 汐文社 2013
65 640 た 珍獣病院 田向　健一／著 講談社 2011
66 916 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
67 916 お はたらく地雷探知犬 大塚　敦子／文・写真 講談社 2011
68 913 さ 冒険者たち 斎藤　惇夫／作 薮内　正幸／画 岩波書店 1982
69 913 と しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ／作・絵 ＰＨＰ研究所 2009
70 913 ふ ぽっぺん先生の日曜日 舟崎　克彦／作 岩波書店 2000
71 933 あ チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー／著 石井　桃子／訳 中川　宗弥／画 童心社 1967
72 933 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
73 933 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
74 933 て ポルコさまちえばなし ロバート・デイヴィス／文 瀬田　貞二／訳 Ｆ．アイヘンバーグ／絵 岩波書店 1964
75 933 ほ ごきげんいかががちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター／さく まつおか　きょうこ／やく こうもと　さちこ／え 福音館書店 2004
76 933 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
77 933 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
78 933 み クマのプーさん　プー横丁にたった家 アラン・アレクサンダー・ミルン／〔著〕 石井　桃子／訳 岩波書店 1979
79 933 も 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ／著 佐藤　見果夢／訳 評論社 2012
80 933 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
81 933 ろ ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 三木　卓／訳 文化出版局 1972
82 943 け 動物会議 ケストナー／作 高橋　健二／訳 岩波書店 1980
83 943 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
84 943 ろ のどか森の動物会議 ボイ・ロルンゼン／作 山口　四郎／訳 カールハインツ・グロース／絵 童話館出版 1997
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
86 973 り リゴーニ・ステルンの動物記 マーリオ・リゴーニ・ステルン／作 グザヴィエ・ドゥ・メーストル／画 志村　啓子／訳 福音館書店 2006
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