
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年
あなはほるものおっこちるとこ : ちいちゃいこ
どもたちのせつめい

ル－ス・クラウス文 ; モ－リス・センダッ
ク絵 ; わたなべしげお訳

岩波書店 1979.7

アンガスとねこ
マ－ジョリ－・フラックさく・え ;
瀬田貞二やく

福音館書店 1974

いぬおことわり！
Ｈ．Ａ．レイえ ; マ－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 1997.2

いぬがいっぱい
グレ－ス・スカ－ルさく ;
やぶきみちこやく

福音館書店 1986.9

いぬのマ－サとス－プのひみつ
ス－ザン・メド－さく・え ;
ひがしはるみやく

フレ－ベル館 1997.6

ガンピ－さんのドライブ
ジョン・バ－ニンガムさく ;
みつよしなつややく

ほるぷ出版 1978.4

くらやみのくにからきたサプサリ
チョン・スンガク絵・文 ;
おおたけきよみ訳

ア－トン 2004.6

黒い島のひみつ :   タンタンの冒険旅行 エルジェ作 ; 川口恵子訳 福音館書店 1983.4

こいぬのうんち
クォン・ジョンセン文 ; チョン・スンガク
絵 ; ピョン・キジャ訳

平凡社 2002.9

こいぬのくんくん
ディック・ブル－ナぶん・え ;
まつおかきょうこやく

福音館書店 1992.3

こいぬのバ－キス
クレア・タ－レ－・ニュ－ベリ－作 ;
劉優貴子訳

講談社 2001.9

ス－ザンのかくれんぼ
ルイス・スロボドキン作 ;
やまぬしとしこ訳

偕成社 2006.6

チムのいぬタウザ－
エドワ－ド・ア－ディゾ－ニさく ;
なかがわちひろやく

福音館書店 2001.9

チンパンジ－とさかなどろぼう : タンザニアの
おはなし

ジョン・キラカ作 ; 若林ひとみ訳 岩波書店 2004.6

どうながのプレッツェル
マ－グレット・レイぶん ; Ｈ．Ａ．レイえ ;
わたなべしげおやく

福音館書店 1978.10

どろんこハリ－
ジ－ン・ジオン文 ; マ－ガレット・ブロ
イ・グレアム絵 ; わたなべしげお訳

福音館書店 1964

のら犬ウィリ－
マ－ク・シ－モントさく ;
みはらいずみやく

あすなろ書房 2001.10

ぼくのいぬがまいごです！
エズラ・ジャック・キ－ツ，パット・シェ－
ル作・絵 ; さくまゆみこ訳

徳間書店 2000.1

みどりおばさん、ちゃいろおばさん、むらさき
おばさん

エルサ・ベスコフさく・え ;
ひしきあきらこやく

福音館書店 2001.9

もしもまほうがつかえたら
モ－リス・センダック画 ; ロバ－ト・グレ
イブズ文 ; 原もと子訳

富山房 1984.4

《物語》

アバラ－のぼうけん
ベバリイ・クリアリ－作 ; 松岡享子訳 ;
ルイス・ダ－リング絵

学習研究社 2008.1

極北の犬トヨン
ニコライ・カラ－シニコフ作 ; ア－サ－・
マロクヴィア絵 ; 高杉一郎訳

徳間書店 1997.6

荒野の呼び声 ジャック＝ロンドン作 ; 阿部知二訳 偕成社 1977.2

しろいいぬ？くろいいぬ？
マリオン・ベルデン・クック作 ;
光吉夏弥やく ; 池田龍雄え

大日本図書 1977.7

ダ－シェンカ : あるいは小犬の生活
カレル・チャペック文・絵・写真 ;
保川亜矢子訳

ＳＥＧ出版 1996.1

ダルメシアン : １００と１ぴきの犬の物語
ドディ－・スミス著 ; ジャネット＆アン・
グラハム=ジョンストン画 ; 熊谷鉱司訳

文渓堂 1996.11

フランダ－スの犬 ウィ－ダ作 ; 野坂悦子訳 岩波書店 2003.11

いぬ

※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。
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書名 著者名 出版者 出版年
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 1989.7

豆つぶほどの小さないぬ 佐藤さとる作 ; 村上勉絵 講談社 1985.11

ムギと王さま
エリナ－・ファ－ジョン作 ; 石井桃子訳
; エドワ－ド・ア－ディゾ－ニ絵

岩波書店 1971

めいたんていスキ－に行く（めいたんていス
－パ－わん）

メアリ・Ｂ．クリスチャン作 ; 神鳥統夫訳
; リサ・マッキュ－絵

大日本図書 1985.9

《昔話絵本・昔話集》

ねこといぬとたからの玉 藤かおる文 ; 梶山俊夫絵 太平出版社, 2001.1

はなさかじい（日本の昔話. 1） おざわとしお再話 ; 赤羽末吉画 福音館書店 1995.10

ブレ－メンの音楽隊 : グリム童話 バ－ナデット・ワッツ絵 ; ささきたづこ訳 西村書店 1992.11

《知識》

イヌ科の動物事典
ジュリエット・クラットン=ブロック著 ;
祖谷勝紀日本語版監修 ;
リリーフ・システムズ翻訳協力

あすなろ書房 2004.4

犬・ねこ・うさぎ : いっしょにくらす生きものの
仕事

学習研究社 2006.2

こいぬがうまれるよ
ジョアンナ・コ－ル文 ; ジェロ－ム・ウェ
クスラ－写真 ; つぼいいくみ訳

福音館書店 1982.11

新犬種大図鑑
ブル－ス・フォ－グル著 ;
福山英也日本語版監修

ペットライフ社 2002.4

図解古代ロ－マ

スティ－ヴン・ビ－スティイラスト ;
アンドル－・ソルウェ－文 ;
ジェ－ムズ・モ－ウッド監修 ;
松原國師監訳 ; 倉嶋雅人訳

東京書籍 2004.9

タロ・ジロは生きていた : 南極越冬隊とカラフ
ト犬の物語

藤原一生著 教育出版センタ－ 1983.4

めざせ！犬の訓練士 ゆ－ちみえこ著 ポプラ社 1998.1
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