
キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

猫 かわいい猫と暮らす本　知恵袋編 白岩 千鶴子／監修 学研プラス 6456/S37

猫 イラストでわかる!ネコ学大図鑑 服部 幸／著 宝島社 6456/H15/5

猫 ネコのキモチ解剖図鑑　ネコに好かれる暮らし方ガイド 服部幸／監修 エクスナレッジ 6456/H15/4

猫 猫との暮らしを楽しむヒント２２８ 西イズミ／著 河出書房新社 6456/N27

猫 ネコにウケる飼い方 服部幸／著 ワニブックス 6456/H15/2

猫
猫の気まぐれには理由がある　動物人間関係学が教える猫との幸せなつき

あい方
橋本ねう／著 技術評論社 6456/H23

猫（子ども向け） ねこ
カミラ・ド・ラ・ベドワイエール／

著
六耀社 640/D2/2

猫（子ども向け） なぜ?の図鑑 ネコ 今泉 忠明／監修 学研プラス 640/I3/7

猫（子ども向け） なぜ?どうして?ペットのなぞにせまる　1（にゃんともいえない!ネコのふしぎ） 小野寺 佑紀／著 ミネルヴァ書房 640/O10/1-1

猫（子ども向け） ネコの大常識 野中祐，藤本やす／文 ポプラ社 640/N7

猫（子ども向け） ねことあそぼう 太田さゆり／ぶん・え 大日本図書 640/O1

犬 図鑑世界の犬　純血２１２種
小島豊治／著，山崎哲／写

真
Ｃｏｌｌａｒ出版 6456/K30

犬 犬の気持ちを科学する グレゴリー・バーンズ／著
シンコーミュージッ

ク・エンタテイメント
6456/B12

　　子育て支援コーナー第4５回企画展示

　　「一緒だともっと楽しい！～かわいい動物の本～」図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示期間：平成３０年9月4日（火）～平成３０年１１月２５日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集・作成：香川県立図書館子育て支援担当

★家庭で飼える動物の生態を知る本・飼い方の本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

犬 ウチのわんこが思うこと。 アネラ／著 東邦出版 6456/A13/2

犬 ラブラドール　世界中で愛されている犬の秘密 ベン・フォーグル／著 エクスナレッジ 6456/F24

犬 柴犬のひみつ 間曽 さちこ／編 山と溪谷社 6456/M31

犬（子ども向け） はじめてのトイ・プードルの育て方　毎日楽しい！ 井原亮／監修 大泉書店 640/I16

犬（子ども向け） 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合 光昭／文・写真 文溪堂 640/I9/2

犬（子ども向け） なぜ?の図鑑 イヌ 今泉 忠明／監修 学研プラス 640/I3/8

犬（子ども向け） はじめてのイヌ 大野瑞絵／著 ジュリアン 640/O4

犬（子ども向け） いぬ
カミラ・ド・ラ・ベドワイエール／

著
六耀社 640/D2

ハムスター ハムスター　毎日のお世話から幸せに育てるコツまでよくわかる!
大野 瑞絵／著，井川 俊彦／

写真
誠文堂新光社 6457/O1/11

ハムスター はじめてのハムスター飼い方・育て方 岡野祐士，今泉忠明／監修 学研パブリッシング 6457/O2/2

ハムスター かわいいハムスター　カラー図鑑＆飼い方 福島正則／監修 西東社 6457/F2

ハムスター はじめてのハムスター　子どもにもよくわかる 大野瑞絵／著 ジュリアン 6457/O1/4

ハムスター（子ども向け）
小学生でも安心!はじめてのハムスター正しい飼い方・育て方 大庭 秀一／監修 メイツ出版 640/O11

ハムスター（子ども向け） なぜ?どうして?ペットのなぞにせまる　3（まだまだいっぱい!小さな動物たち） 小野寺 佑紀／著 ネルヴァ書房
640/O101/1-

3

ハムスター（子ども向け） はじめてのハムスターの育て方　毎日楽しい！ 岡野祐士／監修 大泉書店 640/O7

ハムスター（子ども向け） はじめての飼育　７（ハムスター）
本間正樹／文，菊池東太／

写真
小峰書店 480/T13/7
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

うさぎ ミニウサギの医・食・住
桜井富士朗，大竹隆之／監

修
どうぶつ出版 6457/S4

うさぎ
うさぎの品種大図鑑　アメリカの公認種全４７品種を、カラー総数２５０以上で
一挙掲載
！

町田修／著，井川俊彦／写

真
誠文堂新光社 6457/M4/2

うさぎ ウサギ学　隠れることと逃げることの生物学 山田 文雄／著 東京大学出版会 4894/Y3

うさぎ（子ども向け） はじめてのうさぎの育て方　毎日楽しい！ 岡野祐士／監修 大泉書店 640/O7/2

うさぎ（子ども向け） ウサギのかいかたそだてかた 小宮輝之／文 岩崎書店 640/K6

うさぎ（子ども向け） ウサギの絵本
武田琉璃子／へん，やまぐち

めぐみ／え

農山漁村文化協

会
600/S5/1-94

うさぎ（子ども向け） ウサギの不思議な生活 アン・マクブライド／著 晶文社 480/M6

モルモット モルモット完全飼育　飼い方の基本から接し方、生態、医学までわかる
大崎典子／著，

井川俊彦／写真
誠文堂新光社 6457/O3

モルモット モルモット　住まい、食べ物、接し方、病気のことがすぐわかる!
大崎 典子／著，井川 俊彦／

写真
誠文堂新光社 6457/O3/2

小動物
かわいいミニペットの飼い方　室内で飼えるハムスター・モルモット・リス・ウサ
ギ・フ
ェレット

高嶺一司／編著 新星出版社 6457/T2/2

小動物（子ども向け） コツがまるわかり！生き物の飼いかた　１（動物を飼おう！１） 足立区生物園／監修 ポプラ社 640/P3/3

鳥 オカメインコ完全飼育　飼育、接し方、品種、健康管理のことがよくわかる すずき莉萌／著 誠文堂新光社 6468/S3/6

鳥 インコ式生活のとびら 鳥式生活編集部／編 誠文堂新光社 6468/S7/2

鳥 オカメインコの学校 すずき莉萌／著 誠文堂新光社 6468/S3/3

鳥 インコのしつけ教室 青木愛弓／著 誠文堂新光社 6468/A4

鳥 もっと知りたい文鳥のこと。　ＨＡＰＰＹブンチョウ生活のすすめ 汐崎隼／監修・イラスト メイツ出版 6468/S8

鳥
大きなインコとオウム飼いになる　育て方や食事、グッズ、コミュニケーション

まで
大きな鳥好き編集部／編 誠文堂新光社 6468/S7
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

鳥 フクロウ　飼える種類、食べ物、接し方、仲良くなる方法がすぐわかる! 藤井 智之／著 誠文堂新光社 6460/F1/2

鳥
やさしくわかるジュウシマツの育てかた　飼い方のきほんから手のりトレーニン

グまで
すずき莉萌／著 誠文堂新光社 6468/S3/5

鳥 幸せな文鳥の育て方 伊藤美代子／監修 大泉書店 6468/I3/2

サル 小型サルの飼育　法律・生態・飼育、サルと幸せに暮らすためのすべて
〔小型サル飼育研究会〕／

〔著〕
新紀元社 6459/K3

サル ザ・＊モンキー　小型サルの飼育・餌・医学，サルと仲良く暮らすために 出澤真理／著 誠文堂新光社 6459/I4

サル（子ども向け） サルってさいこう! オーウェン・デイビー／作 偕成社 489/D6

サル（子ども向け） サルたちの国ヘ　写真動物記 江川正幸／著 新日本出版社 489/E1/2

リス リス暮らしの本　育て方から食事、上手な付き合い方まで リス好き編集部／編 誠文堂新光社 6457/S5/3

リス リスの救急箱１００問１００答 大野瑞絵／編・著 誠文堂新光社 6457/O1/3

リス（子ども向け） エゾリス 竹田津実／文　写真 アリス館 489/T8/11

リス（子ども向け） シマリス 竹田津実／文／写真 アリス館 489/T8/3

デグー デグー完全飼育　飼い方の基本からコミュニケーションまでわかる
大野瑞絵／著，井川俊彦／

写真
誠文堂新光社 6457/O1/10

デグー はじめてのデグーの育て方　一緒に暮らす・仲良くなる 茂木宏一／監修 ナツメ社 6457/M5

チンチラ チンチラ完全飼育　飼育管理の基本からコミュニケーションの工夫まで 鈴木 理恵／著 誠文堂新光社 6457/S6

フェレット ザ・フェレット　食事・住まい・接し方・医学がわかる
大野瑞絵／著，井川俊彦／

写真
誠文堂新光社 6459/O2/2

フェレット 幸せなフェレットの育て方 田向健一／監修 大泉書店 6459/T3

ハリネズミ わが家のハリネズミ生態観察記　アムールハリネズミがやってきた!
鈴木 欣司／著，鈴木 悦子／

著
緑書房 6459/S8
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ハリネズミ ザ・＊ハリネズミ　飼育・生態・接し方・医学がすべてわかる
大野瑞絵／著，石川晋／

写真
誠文堂新光社 6459/O2/2

ハリネズミ ハリネズミ飼いになる　飼い方から、一緒に暮らす楽しみ、グッズまで ハリネズミ好き編集部／編 誠文堂新光社 6459/H6

爬虫類 可愛いヤモリと暮らす本 冨水明／著 エムピージェー 4879/T8/2

爬虫類 イモリ　有尾類／アカハライモリ・アホロートルの仲間たち
佐々木亨／著，川添宣広／

編・写真
誠文堂新光社 4878/S2

爬虫類 カメとイグアナ・ヘビ・トカゲ　爬虫類の魅力と、正しい飼い方 主婦の友社／編 主婦の友社 4879/S5

クラゲ クラゲ－その魅力と飼い方 岩間靖典／著 誠文堂新光社 4833/I1

カメ
カメ飼いのきほん　はじめての飼育，ミズガメとリクガメの食事から飼育グッ
ズ、病気の
ケアまで。

カメ飼い編集部／編 誠文堂新光社 4879/S9/2

カメ
はじめてのリクガメとの暮らし方　初心者でも大丈夫！イチから飼い方がわか

る！
黄木錠二／監修 日東書院本社 4879/O3

カメ（子ども向け） カメのくらし 増田戻樹／著 あかね書房 400/K1/3-54

魚 どんぶり金魚の楽しみ方　世界でいちばん身近な金魚の飼育法
岡本信明／著，川田洋之助

／著
池田書店 6669/O2/2

魚
メダカのすべて　メダカの飼い方・ふやし方，はじめての人でもわかる、メダカ

の飼育や子どものとり方をくわしく紹介！
月刊アクアライフ編集部／編 エムピージェー 6669/A5/3

魚 はじめての飼育　２　（メダカ）
本間正樹／文，菊池東太／

写真
小峰書店 480/T13-1-2

魚
コツがまるわかり！生き物の飼いかた　５（魚を飼おう！　メダカ・グッピー・キ

ンギョ・ドジョウ）
足立区生物園／監修 ポプラ社 487/P2

猫 世界一美しい猫たちラパーマ 五十川 満／著 小学館 6456/I29

猫 ねこの肉球 板東寛司／写真 文藝春秋 B2/B4/2

猫 猫さまとぼく 岩合光昭／文・写真 岩波書店 640/I9

★動物の写真集
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

猫 ニャンでもやればできる 深見 東州／監修 たちばな出版 1590/F28/3

猫 ねこはなやまニャい　寺ねこDAYS
御誕生寺／著，キッチンミノル

／写真
オレンジページ 1888/G4

猫 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合光昭／著 クレヴィス 6456/I7/9

猫
田代島猫景色　のびやかに生きる猫たちの姿，Ｔｈｅ　ｃａｔ　ｉｎ　ｆｉｓｈｅｒｍａ

ｎ’ｓ　ｉｓｌａｎｄ
田中良直／写真

ＴＯＫＩＭＥＫＩパブ

リッシング
7480/T86

猫 港のネコ みとまかつとし／著 新風舎 6456/M14

猫 プロヴァンス・愛しき猫たち 内山晟／著 どうぶつ出版 7480/U13

猫 猫の宇宙　向島からブータンまで 赤瀬川原平／著 中央公論新社 B3/A11/4

猫 ねこ輝く　ニッポンの猫写真集 岩合光昭／写真・文 辰巳出版 6456/I7/8

猫 「猫めくり」の猫たち 「猫めくり」編集部／編集 カミン 7480N44

猫 猫　Ｔｏｋｙｏ　ｗｉｌｄ　ｃａｔｓ 武田花／著 中央公論社 7480/T8/2

猫 Ｂｌａｃｋ　＆　ｗｈｉｔｅ　ｃａｔｓ Ｊ．Ｃ．スアレス／編 文藝春秋 7480/S57

猫 ８５枚の猫 イーラ／著 新潮社 7480/Y41

犬 いぬパリ　Bonne Promenade! 吉田 パンダ／著 CCCメディアハウス 6456/Y21

犬 白い犬 梅 佳代／著 新潮社 7480/U18/2

犬 犬も歩けば棒にオシッコ 深見 東州／著 たちばな出版 1590/F28

犬 ぶるわん カルリ・ダビッドソン／著
日経ナショナルジ

オグラフィック社
7480/D11

犬 島いぬ　え！？私って犬だったの？ 阿部高嗣／著 雷鳥社 7480/A39
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

犬 そら飛ぶいぬ　ひこうけん写真集 飛行犬撮影所／著 宝島社 6456/H16

犬 天然わんこ　いとしの雑種犬たち 福田豊文，植木裕幸／写真 モダン出版 6456/F17

犬 ニッポンの犬
岩合光昭／写真，岩合日出

子／文
平凡社 6456/I7/3

犬 しあわせな日々 野田知佑／著 小学館 6456/N12

犬 我われは犬である
エリオット・アーウィット／写真・

文
ＪＩＣＣ出版局 7480/E2/2

犬 Ｂｌａｃｋ　＆　ｗｈｉｔｅ　ｄｏｇｓ Ｊ．Ｃ．スアレス／編 文藝春秋 7480/S57/2

犬（子ども向け） 今日から友だち！！　子いぬコロコロ写真集 植木裕幸，福田豊文／写真 山と渓谷社 J/U47

ハムスター ハムスターコレクション 立松光好／撮影 エムピージェー 6457/T1

ハムスター（子ども向け） だいすきハムスター 内山晟／写真撮影 ひさかたチャイルド J/U20/11

ハムスター（子ども向け） ハムスター 井川俊彦／写真 ポプラ社 J/I181

鳥 インコの時間　あなたに伝えたいインコからのフォトメッセージ
青木愛弓／文，蜂巣文香／

写真
誠文堂新光社 6468/A4/2

鳥 文鳥の時間　あなたに伝えたい文鳥からのフォトメッセージ 伊藤美代子／文・写真 誠文堂新光社 6468/I3

鳥 鳥の正面顔　鳥の萌え顔172種! 鳥くん／著 玄光社 4880/T6/2

鳥 カムイの夜　シマフクロウ 嶋田忠／著 平凡社 4887/S2

鳥 シマフクロウ　闇のカムイ 嶋田忠／著 平凡社 7480/S74

鳥 エゾフクロウ 富士元寿彦／著 北海道新聞社 4887/F1
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

トカゲ 世界の美しいトカゲ パイインターナショナル／編著
パイインターナショ

ナル
4879/P1

クラゲ たゆたうクラゲ 中村庸夫／写真 データハウス 480/C4

クラゲ えのすい愛しのクラゲたち　クラゲに心はあると思いますか？ 新江ノ島水族館／著 セブン＆アイ出版 4883/S5

クラゲ クラゲガイドブック 並洋，楚山勇／写真 ＴＢＳブリタニカ 4833/N2

クラゲ クラゲすいぞくかん　クラゲかんちょーのクラゲじまん
村上龍男／しゃしん，なかの
ひ
ろみ／ぶん

ほるぷ出版 483/M3

ウサギ 野ウサギの四季 富士元寿彦／著 平凡社 4834/F1

ウサギ ウサギとかわいいほにゅう動物
ドン・ア－ネスト，小林峯生／

［著］
パシフィカ 4808/S3-1-3

ウサギ 時を超えて生きるアマミノクロウサギ 浜田太／著 小学館 4894/H2

リス 子リスの学校森の中　ニホンリス野生の一瞬写真集 永田博／写真・文 東京図書出版 4894/N7

リス リス　森の妖精 鈴木泰司／著 平凡社 4834/S2

リス ニホンリス　増田戻樹写真集 増田戻樹／著 文一総合出版 4894/M1

リス 感動！アカリスの森　ロッキー山脈の四季 原田純夫／著 芳賀書店 4894/H4

リス エゾシマリス　大雪の天と地に生きる　愛高行写真集 愛高行／著 講談社 4894/A1

リス/ウサギ 北海道リスとナキウサギの季節 佐野高太郎／写真と文 かもがわ出版 4894/S5

サル スノーモンキー
合光昭／写真，岩合日出子

／文
新潮社 4899/I4

サル 京の山猿　長棟道雄写真集 長棟道雄／著 東方出版 4899/N8

サル 家族　ニホンザルの群れを追いかけて　今井寿雄写真集 今井寿雄／著 クレオ 4899/I6
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

サル（子ども向け） 子ザルのいちねん 福田幸広／写真・文 小学館 489/F4

サル（子ども向け） こざるのシャーロット
さえぐさ ひろこ／ぶん，高崎山

自然動物園／しゃしん
新日本出版社 J/T452

カメ（子ども向け） うまれたよ!カメ 関 慎太郎／写真・文 岩崎書店 480/Y4/1-23

猫 １１ぴきのねこ 馬場のぼる／著 こぐま社 J/B8

猫 タンゲくん 片山健／〔作〕 福音館書店 J/K129/19

猫 ちいさなねこ 石井桃子／さく，横内襄／え 福音館書店 J/Y7/4

猫 こねこのハリー メアリー・チャルマーズ／さく 福音館書店 J/C21/5

猫 こねこのぴっち
ハンス・フィッシャー／おはなし

とえ
岩波書店 J/F1/3

猫 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン／さく・え 福音館書店 940/M1

猫 にゃんにゃん 長野ヒデ子／さく・え ポプラ社 J/N48/60

猫 おおきなねことちいさなねこ 石黒亜矢子／再話・絵 長崎出版 J/I237

猫 はじめましてねこのジンジャー シャーロット・ヴォーク／作 偕成社 J/V21/7

猫 １０ぴきのいたずらねこ
メンシェ・ファン・キューレン／

文，ヤン・ユッテ／絵
朔北社 J/J49

猫 よるのねこ ダーロフ・イプカー／文と絵 大日本図書 J/I78

猫 のらねこボタン
トム・ロビンソン／文，ペギー・

ベイコン／絵
大日本図書 J/B114

★動物の出てくるおはなしの絵本
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

猫 ねこだらけ あきびんご／作 くもん出版 J/A236/8

猫 ポーリーちゃんポーリーちゃん どいかや／文・絵 小学館 J/D76/35

猫 ５ひきのねこのゆめ ニコラ・ベーリー／さく ほるぷ出版 J/B49/5-3

猫 にゃーご 宮西達也／作絵 鈴木出版 J/M144/12

猫 ながいなが～い かつらこ／さく くもん出版 J/K566/3

猫 このねこ、うちのねこ! ヴァージニア・カール／作・絵 徳間書店 J/K544/2

猫 サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン／作 あすなろ書房 J/B352

猫 ぼくのねこはどこ? ヘンリー・コール／著 岩崎書店 J/C195/2

猫 おもいついたらそのときに
西内ミナミ／作，にしまきかや

こ／画
こぐま社 J/N4/28

猫 キスなんてだいきらい トミー・ウンゲラー／作 文化出版局 J/U1/8

猫 ねこのシジミ 和田誠／作 ほるぷ出版 J/W19/19

犬 どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん，マーガレッ

ト・ブロイ・グレアム／え
福音館書店 J/G1/2

犬 ろくべえまってろよ
灰谷健次郎／作，長新太／

絵
文研出版 J/C1/6

犬 とびっきりのともだち
エイミー・ヘスト／文，エイ

ミー・ベイツ／絵
BL出版 J/B347

犬 はらぺこニードル
清水真裕／さく，西村敏雄／

え
童心社 J/N256/32

犬 クーのおるすばん
西内ミナミ／作，和歌山静子

／絵
鈴木出版 J/W10/86
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

犬 くんくんにこいぬがうまれたよ ディック・ブルーナ／ぶん 福音館書店 J/B6/47

犬 リタとナントカ
ジャン＝フィリップ・アルー＝ヴィニョ

／ぶん　オリヴィエ・タレック／え
岩崎書店 J/T325/2-1

犬 おいで、フクマル
くどうなおこ／さく，ほてはまた

かし／え
小峰書店 J/H364/2

犬 プアー
長新太／さく・え，和田誠／し

あげ
福音館書店 J/C1/194

犬 おおきくなあれこいぬのジャック ジェーン・バートン／作 こぐま社 J/B143/1-3

犬 まいごのこいぬプッチー ヒド・ファン・ヘネヒテン／文・絵
パイインターナショ

ナル
J/G123/18

犬 こいぬをむかえに
筒井頼子／文，渡辺洋二／

絵
福音館書店 913/T99/4

犬 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
あすなろ書房 J/M63/13

犬 こいぬがいっぱいわんわんわん！
スーザン・メイヤーズ／ぶん，デイ

ヴィッド・ウォーカー／え
岩崎書店 J/W221/14

犬 いぬがかいたかったのね サトシン／作，細川貂々／絵 集英社 J/H418

犬 いぬのおしりのだいじけん
ピーター・ベントリー／文，松岡

芽衣／絵
ほるぷ出版 J/M505/2

犬 まるいねまるいぬ
ケビン・ヘンクス／文，ダン・

ヤッカリーノ／絵
ＢＬ出版 J/Y161/5

犬 ベンジーのいぬごや
マーガレット・ブロイ・グレアム

／さく
アリス館 J/G1/18

犬 犬のジミーはバレエ・スター
ンダ・メイバーダック／文，ジリ

アン・ジョンソン／絵
講談社 J/J60

犬 ゆうたはともだち きたやまようこ／作 あかね書房 J/K32/13-1

犬 どうながのプレッツェル
マーグレット・レイ／文，Ｈ．Ａ．

レイ／絵
福音館書店 J/R2/12

犬 アンガスとねこ マージョリー・フラック／さく・え 福音館書店 J/F4/5
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

サル ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 岩波書店 J/R2/67

サル さるのオズワルド ゴン・マチーセン／作 こぐま社 J/M190/2

サル ぎゅっ ジェズ・オールバラ／作・絵 徳間書店 J/A183

サル ぽっかぽかだいすきおさるさん 福田幸広／写真・文 ポプラ社 J/F125/4

サル じゅっぴきでござる
エクトル・シエラ／作，高畠純

／絵
佼成出版社 J/T63/79

リス ちいさなりすのエメラルド そのだえり／作 文溪堂 J/S663

リス まあちゃんとりすのふゆじた かとうまふみ／作 アリス館 J/K440/19

リス おおきくなりたいこりすのもぐ
征矢清／ぶん，夏目義一／

え
福音館書店 J/N142/4

リス 子リスのアール ドン・フリーマン／さく ＢＬ出版 J/F12/18

リス りすのナトキンのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 J/P1/27-10

リス おかあさんになったりすのちび こうもとさちこ／さく・え 福武書店 J/K88/8

ハムスター おたすけこびととハムスター
なかがわちひろ／文，コヨセ・

ジュンジ／絵
徳間書店 J/K547/4

ハムスター ハムスターのハモ たかおゆうこ／さく 福音館書店 J/T333

うさぎ うさぎの島
イエルク・シュタイナー／ぶ

ん，イエルク・ミュラー／え
ほるぷ出版 J/M75/6

うさぎ うさぎのみみはなぜながい 北川民次／ぶんとえ 福音館書店 J/K4

うさぎ しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ／ぶん・え 福音館書店 J/W1

ハリネズミ えほんはりねずみのルーチカ
かんのゆうこ／文，北見葉胡

／絵
講談社 J/K465/13
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キーワード 書　　　　　　　　名 著     者 出 版 者 請求記号

ハリネズミ くるりんはじめてのおつかい とりごえまり／文・絵 文渓堂 J/T239/16

ハリネズミ はりねずみのぼうやのおはなし
小風 さち／さく，西平 あかね／

え
福音館書店 J/N247/8

ハリネズミ しずかなおはなし
サムイル・マルシャーク／ぶん，う
ちだりさこ／やく，ウラジミル・レー
ベデフ／え

福音館書店 J/L1

カメ かめだらけおうこく やぎたみこ／作・絵 イースト・プレス J/Y228/3

カメ かしこいカメのおはなし
フランチェスカ・マーティン／さ

く
ポプラ社 J/M388

カメ ウミガメものがたり 鈴木 まもる／作・絵 童心社 J/S102/90

鳥 えかきさんとことり マックス・ベルジュイス／作 ほるぷ出版 J/V2/7

鳥 とり
ブライアン・ワイルドスミス／え

とぶん
らくだ出版 J/W8/1-7

鳥 いたずらおうむパパガ ジェラルド・マクダーモット／さく ほるぷ出版 J/M32/6

鳥 ぼくとちいさなポポフ あきくさあい／さく 教育画劇 J/A230/3
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