
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年

いたずらこねこ
バ－ナディン・クック文 ; レミイ・チャ－
リップ絵 ; まさきるりこ訳

福音館書店 1964

こねこのおひげちゃん
マルシャ－ク文 ; うちだりさこ訳 ; 
レ－ベデフ絵

岩波書店 1978.9

こねこのチョコレ－ト
B.K.ウィルソン作 ; 小林いづみ訳 ; 
大社玲子絵

こぐま社 2004.11

こねこのねる
ディック・ブル－ナぶん・え ; 
いしいももこやく

福音館書店 1992.3

こねこのぴっち : 大型絵本
ハンス・フィッシャ－文・絵 ; 
石井桃子訳

岩波書店 1987.11

ごろごろにゃーん 長新太作・画 福音館書店 1984.2
しょうぼうねこ エスタ－・アベリル作 ; 藤田圭雄訳 文化出版局 1974
11ぴきのねこ 馬場のぼる著 こぐま社 1967

10ぴきのいたずらねこ
メンシェ・ファン・キュ－レン文 ; ヤン・
ユッテ絵 ; 野坂悦子訳

朔北社 2002.12

ちいさなねこ 石井桃子さく ; 横内襄え 福音館書店 1967.1

月へミルクをとりにいったねこ
アルフレッド・スメ－ドベルイさく ; 
ひしきあきらこやく ; たるいしまこえ

福音館書店 1996.2

ねこがいっぱい
グレ－ス・スカ－ルさく ; 
やぶきみちこやく

福音館書店 1986.9

ねことらくん なかがわりえこさく ; やまわきゆりこえ 福音館書店 2006.9

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 1996.4

100まんびきのねこ
ワンダ・ガアグ文・絵 ; いしいももこ訳 ; 
家庭文庫研究会編

福音館書店 1961

わすれんぼうのねこモグ ジュディス・カ－作 ; 斎藤倫子訳 あすなろ書房 2007.10

《物語》

あおい目のこねこ
エゴン・マチ－セン作・絵 ; 
せたていじ訳

福音館書店 1965

鏡のなかのねこ メアリ・シュトルツ作 ; 中村妙子訳 偕成社 1996.9

黒ねこのおきゃくさま
ル－ス・エインズワ－ス作 ; 
荒このみ訳 ; 山内ふじ江絵

福音館書店 1999.10

黒ねこミケシュのぼうけん ヨゼフ・ラダ文・絵 ; 小野田澄子訳 岩波書店 1967
こいぬとこねこは愉快な仲間 : なかよしのふ
たりがどんなおもしろいことをしたか

ヨゼフ・チャペック著 ; 
いぬいとみこ，井出弘子訳

河出書房新社 1996.11

天才コオロギニュ－ヨ－クへ
ジョ－ジ・セルデン作 ; ガ－ス・ウイリア
ムズ絵 ; 吉田新一訳

あすなろ書房 2004.9

ぼうしネコとゆかいな仲間
ジ－モン＆デ－ジ・ル－ゲ作 ; 
若林ひとみ訳

岩波書店 1997.11

魔女のこねこゴブリ－ノ
ア－シュラ・ウィリアムズ作 ; 
中川千尋訳 ; 平出衛絵

福音館書店 2004.4

山のトムさん 石井桃子著 ; 深沢紅子絵 福音館書店 1968
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 1987.5

わたしのねこカモフラ－ジュ
コ－ディリア・ジョ－ンズ作 ; 
山内玲子訳

岩波書店 1991.11

《昔話絵本・昔話集》
こども世界の民話. 下 内田莉莎子〔ほか〕著 実業之日本社 1995.12
子どもに語るイタリアの昔話 剣持弘子訳・再話 こぐま社 2003.6

白いりゅう黒いりゅう : 中国のたのしいお話
賈芝，孫剣冰編 ; 君島久子訳 ; 
赤羽末吉絵

岩波書店 1964

ついでにペロリ 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 2000.2
ディック・ウィッティントンとねこ : イギリスの昔
話

マ－シャ・ブラウンさいわ・え ; 
まつおかきょうこやく

アリス館 2007.6

長ぐつをはいたネコ
ペロ－著 ; マ－シャ・ブラウン絵 ; 
光吉夏弥訳

岩波書店 1996.11

ねことおんどり : ロシアのむかしばなし うちだりさこぶん ; おのかおるえ 福音館書店 1997.6
日本の昔話. 1　はなさかじい おざわとしお再話 ; 赤羽末吉画 福音館書店 1995.10

ねこの本

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介し
たり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。

2009.4～

1/2
国立国会図書館　国際子ども図書館

http://www.kodomo.go.jp/index.jsp



書名 著者名 出版者 出版年
《詩・わらべうた》
あがりめさがりめ : おかあさんと子どものあ
そびうた

真島節子絵 こぐま社 1994.4

マザー・グース・ベスト. 第1集 谷川俊太郎訳 ; 堀内誠一絵 草思社 2000.12
ロシアのわらべうた 内田莉莎子著 ; 丸木俊絵 架空社 2006.12

《知識》
イヌのいいぶんネコのいいわけ : イヌとネコ
にともだちになってもらう本

植木裕幸，福田豊文写真 ; 
なかのひろみ文

福音館書店 1998.2

新猫種大図鑑
ブル－ス・フォ－グル原著 ; 
小暮規夫日本語版監修

ペットライフ社 2004.2

ネコ科の動物 : 魅惑に満ちたネコ科動物の
世界

ジュリエット・クラットン=ブロック著 ; 
リリ－フ・システムズ訳

同朋舎出版 1992.7

ノラネコの研究 伊沢雅子文 ; 平出衛絵 福音館書店 1994.4
魔女に会った 角野栄子文・写真 ; みやこうせい写真 福音館書店 1998.4

ミイラ事典
ジェ－ムズ・パトナム著 ; 
吉村作治日本語版監修

あすなろ書房 2004.7

屋敷の妖怪 岩井宏實監修 河出書房新社 2000.4

《洋書》　

ها ستاره و گربه : عنوان نويسنده/مولف ،کاکاوند : کامبيز
ناشر شباويز :

(The cat and the Stars) (Kambiz Kakavand文 ; Neda Azimi絵）
Mis med de bla ojne
『あおい目のこねこ』

tegninger og tekst af Egon Mathiesen Gyldendal c1961

Mog, the forgetful cat
『わすれんぼうのねこモグ』

written and illustrated by Judith Kerr Collins 1970

Pitschi
『こねこのぴっち』

Hans Fischer Nord-Sud 1996

Povidani o pejskovi a kocicce : jak spolu 
hospodarili a jeste o vselijakych jinych 
vecech
『こいぬとこねこは愉快な仲間 : なかよしの

pro deti napsal a nakreslil Josef Capek Albatros 2003

Strange visitors to the Cat country
『ねこのくにのおきゃくさま』

story and illustrations, Sybil 
Wettasinghe

Surangani 
Voluntary Services

2003

〓
『ねこのくにのおきゃくさま』（シンハラ語）

Sybil Wettasinghe
Surangani 
Voluntary Services

2003

〓
『ねこのくにのおきゃくさま』（タミル語）

Sybil Wettasinghe
Surangani 
Voluntary Services

2003

The cricket in Times Square
『天才コオロギニューヨークへ』

George Selden ; illustrated by Garth 
Williams

Farrar, Straus and 
Giroux

c1960

The fire cat
『しょうぼうねこ』

story and pictures by Esther Averill HarperCollins c1988

Tien stoute katjes
『10ぴきのいたずらねこ』

Mensje van Keulen & [tekeningen] Jan 
Jutte

Leopold 2004

Усатый полосатый: しまし
まのおひげちゃん
（「幻のロシア絵本」復刻シリーズ4）

サムイル・マルシャーク詩 ; ウラジーミ
ル・レーベジェフ絵 ; 鴻野わか菜訳

淡交社 2004.6

※洋書は、既に日本で翻訳が刊行されているものは『　』内に翻訳書名を示しています。
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