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1 石になってしまったあ 「石になってしまったあ」 北島　新平∥絵 国土社 1980 ｴﾎﾝ/ﾃｲ2443 集密書庫 1200107322

2 いたずら子リス 「いたずら子リス」
なかむら　けいじ
∥え

ポプラ社 1984 ｴﾎﾝ/ﾑ 集密書庫 1200261624

3 お日さまのうた 「お日さまのうた」 梶山 俊夫∥画 あすなろ書房 1977 ｴﾎﾝ/ﾃｲ266 集密書庫 1200045712

4 ガラッパ大王 「ガラッパ大王」 斎藤　博之∥絵 岩崎書店 1980 ｴﾎﾝ/ﾃｲ/1658 集密書庫 1200006763

5 キリンの詩 「キリンの詩」 おのき　がく∥絵 ポプラ社 1976 ｴﾎﾝ/ﾃｲ616 集密書庫 1200048344

6 におい山脈 「におい山脈」 梶山　俊夫∥画 あすなろ書房 1978 ｴﾎﾝ/ﾃｲ282 集密書庫 1200045829

7 ほうまんの池のカッパ 「ほうまんの池のカッパ」 赤羽 末吉∥絵 銀河社 1980
ｴﾎﾝ/ﾃｲ449
ｴﾎﾝ/ﾃｲ675

集密書庫
1200047080
1200087060
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8 アルプス動物記　1 「《くろい星》よ!/山の大将」 宮崎　学∥写真 理論社 1987 J/489/ﾁｭｳ62/1 集密書庫 1200156097

9 アルプス動物記　2
「この愛のめざめ
/野性の谷間　第1部」

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/2 集密書庫 1200156105

10 アルプス動物記　3
「王国に生きる
/野性の谷間　第2部」

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/3 集密書庫 1200196804

11 アルプス動物記　4
「よみがえる愛
/野性の谷間　第3部」

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/4 集密書庫 1200196812

12 アルプス動物記　5

「三頭のクマ/クマ/山の太郎
グマ/月の輪グマ/母グマ子
グマ/あばれグマ金こぶ」/
えらい奴だ：山の太郎グマ

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/5 集密書庫 1200156113

13 アルプス動物記　6

「遠山犬トラ/トラの最期/まこ
との強さ/アルプスの猛犬/黒も
のがたり/山のえらぶつ/太郎と
クロ」/猟犬ものがたり：アルプス
の猛犬

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/6 集密書庫 1200156121

14 アルプス動物記　7

「アルプスのワシ/空の王者/あ
あタカよ/最後のワシ/父とシ
ジュウカラ/アルプスのキジ/ぎん
色の巣/ひとりぼっちのツル/大
造じいさんとガン」/
空の王者たち：アルプスのワシ

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/7 集密書庫 1200156139

15 アルプス動物記　8

「赤い花/金色の川/三ぼんあ
しのイタチ/山へ帰る/えたキツ
ネ/金色の足あと/底なし谷の
カモシカ」/
谷間のけものみち：金色の足
あと

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/8 集密書庫 1200156147
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16 アルプス動物記　9

「子ギツネたちにえさを/穴のそ
とのすてきなせかい/キツネわな
気をつけろ！/子ギツネをたす
けるために/すばらしい国」/
ヤタギツネのおや子：アルプスの
四季

宮崎　学∥写真 理論社 1988 J/489/ﾁｭｳ62/9 集密書庫 1200156154

17 アルプス動物記　10

「くろいイヌとくろいヤギ/水晶谷
ものがたり」/
わが心のアルプス：懐かしい村
の想い出

宮崎　学∥写真 理論社 1988
J/489/ﾁｭｳ
62/10

集密書庫 1200156162

18
いたずらわんぱくものがたり
フォア文庫

「カッパぶち」 那須　良輔∥画 童心社 1979 J/908/ﾃｲ11/7 集密書庫 1200164356

19 いたずらわんぱくものがたり 「カッパぶち」 那須　良輔∥画 童心社 1980 J/913/ｺｳ260 集密書庫 1200062774

20 犬のくんしょう 自選集
「森の友だち/お月夜とオシドリ
/のら犬ルル/犬のくんしょう」

家の光協会 1977
J/913/ﾁｭｳ255
J/913/ﾁｭｳ331
J/913/ﾁｭｳ338

集密書庫
1200086633
1200027751
1200027827

21 大空いっぱいに 「大空いっぱいに」
皆川　千恵子∥
絵

あすなろ書房 1977 J/913/ﾁｭｳ349 集密書庫 1200027926

22 海上アルプス 「海上アルプス」 清水　勝∥画 ポプラ社 1976 J/916/ﾁｭｳ2 集密書庫 1200228730

23 カガミジシ 「カガミジシ」 村上　豊∥絵 講談社 1979 J/913/ｺｳ480 集密書庫 1200221529

24 片耳の大シカ

「片耳の大シカ/金色の足あと
/デデッポ/消えた野犬/大造じ
いさんとガン/アルプスの猛犬/
小ジカのホシタロウ/母グマ小グ
マ/父とシジュウカラ」

― 偕成社 1979 J/913/ｺｳ645 集密書庫 1200190948

25 片耳の大シカ

「片耳の大シカ/金色の足あと
/デデッポ/消えた野犬/大造じ
いさんとガン/アルプスの猛犬/
小ジカのホシタロウ/母グマ小グ
マ/父とシジュウカラ」

― 偕成社 1978 J/913/ｺｳ1/3 集密書庫 1200030839

26 カワウソの海 「カワウソの海」 横内　襄∥画 ポプラ社 1976 J/913/ｺｳ277 集密書庫 1200062915

27 クロのひみつ 「クロのひみつ」 鈴木 義治∥絵 ポプラ社 2003 J/913/ﾑｸ 児童室 1200350286

28
現代日本文学全集　22
椋鳩十名作集

「山の太郎グマ/片耳の大シカ
/大造じいさんとガン/底なし谷
のカモシカ/嵐を越えて/カイツ
ブリばんざい/黒ものがたり/屋
根裏のネコ/キジとヤマバト/月
の輪グマ/山へ帰る/金色の川
/栗野岳の主/動物のスケッチ
/羽のある友だち/山男と子ど
も/愛犬カヤ/暗い土の中でお
こなわれたこと/アルプスの猛犬
/ツルかえる/母グマ小グマ/赤
い花/熊野犬/山のえらぶつ/
佐々木さんの話/金色の足あ
と/丘の野犬」

― 偕成社 1978 J/918/ｺｳ16/22 集密書庫 1200058483

29
国語教科書にでてくる物語
5年生・6年生

「大造じいさんとガン」 ― ポプラ社 2014 J/913/ｺｸ/3 児童室 1200717468

30 孤島の野犬
「王者の座/消えた野犬/丘の
野犬」

牧書店 1972 J/913/ｺｳ36 集密書庫 1200077145

31 金色のあしあと 「金色のあしあと」 倉石　隆∥画 ポプラ社 1978 J/913/ﾁｭｳ236 集密書庫 1200026944

32
齋藤孝の親子で読む国語
教科書　5年生

「大造じいさんとガン」 齋藤 孝∥著 ポプラ社 2011 ｹﾝ/817.5/ｻｲ/5 郷土一般 1106176223

33 しもばしら 「しもばしら」 武部 本一郎∥絵 金の星社 1976
J/913/ﾃｲ
852/12

自動化書
庫

1200220885
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34
10分で読める名作
2年生

「岩あなのサル」
清重  伸之∥絵
岡 信子・木暮 正
夫∥選

学研 2007 J/908/ｼﾞﾂ/2 集密書庫 1200619698

35
小学校たのしい劇の本
高学年

「大造じいさんとがん」

さねとう  あきら
∥脚色
日本演劇教育連
盟∥編

国土社 2007 J/775/ｼｮ/3 児童室 1200616835

36 白いオウム 「白いオウム」 五百住 乙∥画 ポプラ社 1978 J/913/ﾁｭｳ223 集密書庫 1200026829

37
新日本少年少女文学全
集
32　椋鳩十集

「月の輪グマ/片耳の大鹿/子
鹿のホシタロウ/栗野岳の主/
犬太郎物語/猪剣法/金色の
足あと/赤い霜柱/山へかえる/
山の怒り/大ワシとサル/金色
の川/黒ものがたり/名犬/屋
根裏のネコ/ネコものがたり/暗
い土の中でおこなわれたこと/
羽のある友だち/カイツブリばん
ざい/ツルかえる/キジとヤマバト
/ふたりの兄弟とゴイサギ/大造
じいさんとガン/片足スズメ/ニ
ワトリ通信/白いオウム/小さな
お友だち/カワセミと虹/赤い箱
車/黒いギャング/古巣/父とシ
ジュウカラ」

― ポプラ社 1964 J/918/ｺｳ3/32 集密書庫 1200089991

38
すっとびこぞうとふしぎなくに
フォア文庫

「すっとびこぞうとふしぎなくに/し
もばしら/アルプスのキジ」

鈴木　博子∥画 金の星社 1988 J/908/ﾃｲ11/62 集密書庫 1200164851

39 すっとびこぞうとふしぎなくに 「すっとびこぞうとふしぎなくに」 多田　ヒロシ∥絵 金の星社 1978 J/913/ﾃｲ363 集密書庫 1200022323

40
「戦争と平和」子ども文学
館　11

「マヤの一生」
長崎 源之助∥
[ほか]編集

日本図書セ
ンター

1995 J/918/ｾﾝ/11 児童室 1200293858

41 大造じいさんと雁 「大造じいさんと雁」
網中 いづる∥絵
宮川 健郎∥編

岩崎書店 2012 J/913/ﾑｸ 児童室 1200705422

42 大造じいさんとガン 「大造じいさんとガン」 おのき　がく∥画 ポプラ社 1978 J/913/ﾁｭｳ232 集密書庫 1200026902

43 太陽の匂い　画文集 「ばばさまと囲爐裏」ほか 原田　泰治∥画 理論社 1984 J/914/ｺｳ9 集密書庫 1200226379

44 小さい小さいこいものがたり 「夕日とおくま」
まつやま　ふみお
∥画

童心社 1983
J/908/ﾁｭｳ
11/57

集密書庫 1200163408

45 小さい小さいこいものがたり 「夕日とおくま」
まつやま　ふみお
∥画

童心社 1980 J/913/ｺｳ261 集密書庫 1200062782

46 月の輪ぐま 「月の輪ぐま」
西村　保史郎∥
絵

講談社 1979 J/913/ﾃｲ521 集密書庫 1200023750

47 どうぞかんべん 「どうぞかんべん」 ― あすなろ書房 1970 J/913/ﾃｲ32 集密書庫 1200081642

48 とかげのしっぽ 「とかげのしっぽ」 松井　孝爾∥え
新日本出版
社

1981 J/487/ﾁｭｳ22 集密書庫 1200154878

49
読書の時間によむ本
小学5年生

「野犬ハヤ」 西本 鶏介∥編 ポプラ社 2003 J/908/ﾄﾞｸ/5
児童室
集密書庫

1200324109
1200133765

50 人間はすばらしい 「人間はすばらしい」 依光　隆∥絵 偕成社 1988 J/916/ﾁｭｳ6 集密書庫 1200228771

51 ねしょんべんものがたり 「ヘビとおしっこ」 梶山 俊夫∥画 童心社 2004 J/913/ﾈｼ 集密書庫 1200368023

52 ねしょんべんものがたり 「ヘビとおしっこ」 梶山　俊夫∥画 童心社 1979 J/913/ﾁｭｳ610 集密書庫 1200222030

53 ねしょんべんものがたり 「ヘビとおしっこ」 梶山　俊夫∥画 童心社 1979 J/908/ﾃｲ11/6 集密書庫 1200164349

54 ネズミ島物語 「ネズミ島物語」 ― 偕成社 1979
J/913/ｺｳ245
J/913/ｺｳ205

集密書庫
1200062642
1200031555
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55 のら犬３００ぴき 「のら犬３００ぴき」 鈴木　義治∥画 小学館 1978 J/913/ﾃｲ424 集密書庫 1200022893

56 はずかしかったものがたり 「クリのみ」 赤羽　末吉∥画 童心社 1983
J/908/ﾁｭｳ
11/54

集密書庫 1200163374

57 はずかしかったものがたり 「クリのみ」 赤羽　末吉∥絵 童心社 1979
J/913/ﾁｭｳ156
J/913/ｺｳ258

集密書庫
1200026233
1200062766

58 母グマ子グマ 「母グマ小グマ/太郎とクロ」 石田　武雄∥絵 岩崎書店 1978 J/913/ﾃｲ53 集密書庫 1200081774

59 ハブとたたかう島 「ハブとたたかう島」 笠原　やえ子∥絵 あすなろ書房 1978
J/913/ﾁｭｳ316
J/913/ﾁｭｳ112

集密書庫
1200086591
1200075982

60 はらっぱのおはなし 「はらっぱのおはなし」 五百住　乙∥絵 ＰＨＰ研究所 1979 J/913/ﾃｲ459 集密書庫 1200023206

61 フォア文庫　A65
「きんいろのあしあと/きんいろの
川」」

― 金の星社 1988 J/908/ﾃｲ11/65 集密書庫 1200164885

62 ふしぎな玉 「ふしぎな玉」 倉石　隆∥え 大日本図書 1980 J/913/ﾃｲ685 集密書庫 1200025243

63 ほらふきうそつきものがたり 「川におちたあ」 清水　崑∥画 童心社 1980 J/908/ﾃｲ11/13 集密書庫 1200164414

64 マヤの一生 「マヤの一生」 吉井 忠∥絵 大日本図書 1978 J/913/ﾁｭｳ62 集密書庫 1200075594

65 椋鳩十えぶんこ　1 「なきむしたろう」 太田　大八∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/1 集密書庫 1200230413

66 椋鳩十えぶんこ　2 「どうぞかんべん」 水沢　研∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/2 集密書庫 1200230421

67 椋鳩十えぶんこ　3 「片耳の大シカ」 保田　義孝∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/3 集密書庫 1200230439

68 椋鳩十えぶんこ　4 「金色の川」 吉崎　正巳∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/4 集密書庫 1200230447

69 椋鳩十えぶんこ　5 「ゾウのたび」 岡村　紀子∥絵 あすなろ書房 1983
J/918/ﾃｲ3/5
J/918/ﾃｲ3/5ｲ

集密書庫
1200057402
1200230454

70 椋鳩十えぶんこ　6 「月の輪グマ」 福田　庄助∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/6 集密書庫 1200230462

71 椋鳩十えぶんこ　7 「三ぼん足のイタチ」 小野　かおる∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/7 集密書庫 1200230470

72 椋鳩十えぶんこ　8 「大造じいさんとガン」 北島　新平∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/8 集密書庫 1200235222

73 椋鳩十えぶんこ　9 「ちょこまかギツネなきギツネ」
二俣　英五郎∥
絵

あすなろ書房 1983
J/918/ﾃｲ3/9
J/918/ﾃｲ3/9ｲ

集密書庫
1200057410
1200235230

74 椋鳩十えぶんこ　10 「金色の足あと」 吉崎　正巳∥絵 あすなろ書房 1983
J/918/ﾃｲ3/10
J/918/ﾃｲ3/10ｲ

集密書庫
1200057428
1200235248

75 椋鳩十えぶんこ　11 「母グマ子グマ」
たかはし　きよし∥
絵

あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/11 集密書庫 1200235255

76 椋鳩十えぶんこ　12 「アルプスのキジ」 北島　新平∥絵 あすなろ書房 1983
J/918/ﾃｲ3/12
J/918/ﾃｲ3/12ｲ

集密書庫
1200057436
1200235263

77 椋鳩十えぶんこ　13 「山の太郎グマ」 北島　新平∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/13 集密書庫 1200235271

78 椋鳩十えぶんこ　14 「栗野岳のぬし」 吉崎　正巳∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/14 集密書庫 1200235289

79 椋鳩十えぶんこ　15 「黒ものがたり」 吉崎　正巳∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/15 集密書庫 1200235297

80 椋鳩十えぶんこ　16 「モグラものがたり」 小野　かおる∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/16 集密書庫 1200235305
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81 椋鳩十えぶんこ　17 「森の王者」 太田　大八∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/17 集密書庫 1200235313

82 椋鳩十えぶんこ　18 「片足の母スズメ」 小野　かおる∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/18 集密書庫 1200235321

83 椋鳩十えぶんこ　19 「やねうらのネコ」
和歌山　静子∥
絵

あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/19 集密書庫 1200117487

84 椋鳩十えぶんこ　20 「愛犬カヤ」 小野　かおる∥絵 あすなろ書房 1983 J/918/ﾃｲ3/20 集密書庫 1200235339

85 椋鳩十えぶんこ　21 「山へかえる」 北島　新平∥絵 あすなろ書房 1984 J/918/ﾃｲ3/21 集密書庫 1200235347

86 椋鳩十えぶんこ　22 「はねのある友だち」 吉崎　正巳∥絵 あすなろ書房 1984 J/918/ﾃｲ3/22 集密書庫 1200235354

87 椋鳩十えぶんこ　23 「カイムのいずみ」 かすや　昌宏∥絵 あすなろ書房 1984 J/918/ﾃｲ3/23 集密書庫 1200235362

88 椋鳩十えぶんこ　24 「デデッポ」 保田　義孝∥絵 あすなろ書房 1984 J/918/ﾃｲ3/24 集密書庫 1200235370

89 椋鳩十動物童話全集　1

「片耳の大シカ/金色の川/キ
リン/山の太郎グマ/たたかうカ
モシカ/クマバチ/カモの友情/ニ
ワトリ通信/ノミ/犬塚」/
たたかうカモシカ

― 小峰書店 1974 J/913/ｺｳ27/1 集密書庫 1200077004

90 椋鳩十動物童話全集　2

「月の輪グマ/山へ帰る/セミ/
大造じいさんとガン/父とシジュ
ウカラ/クロものがたり/スズメの
巣箱/ネコ/栗野岳の主/金色
の足あと」

― 小峰書店 1973 J/913/ｺｳ27/2 集密書庫 1200077012

91 椋鳩十動物童話全集　3

「キジとヤマバト/片足スズメ/ニ
ワトリ/屋根うらのネコ/よわい
犬/カバ/きえたキツネ/母グマ
子グマ/暗い土の中でおこなわ
れたこと/ミソサザイ/カラスもの
がたり」/
きえたキツネ

― 小峰書店 1973 J/913/ｺｳ27/3 集密書庫 1200077020

92 椋鳩十動物童話全集　4

「デデッポ/クマバチそうどう/スズ
メ/愛犬カヤ/ゾウの旅/子ザル
ひよし/シマトカゲ/おかの野
犬」/
子ザルひよし

― 小峰書店 1974 J/913/ｺｳ27/4 集密書庫 1200077038

93 椋鳩十動物童話全集　5

「太郎とクロ/ウシ/カニの子のさ
んぽ/ゾウ/小ジカのホシタロウ/
町をよこぎるリス/シジュウカラ/
ツルのおどり」/
太郎とクロ

― 小峰書店 1974 J/913/ｺｳ27/5 集密書庫 1200077046

94 椋鳩十のクマ物語

「クマの親子/あばれグマ金こぶ
/母グマ子グマ/クマほえる/クマ
とスズメバチ/アルプスのクマ/月
の輪グマ/山の太郎グマ/三頭
のクマ」

菅 輝男∥絵 理論社 1995 J/913/ﾁｭｳ1463 集密書庫 1200234928

95 椋鳩十・博物誌
「隣人を断念した野鳥」
〔ほか21編〕

― あすなろ書房 1975 J/914/ｺｳ3 集密書庫 1200056248

96 椋鳩十まるごとシカ物語

「子ジカほしたろう/島のシカた
ち/山のえらぶつ/底なし谷のカ
モシカ/たたかうカモシカ/片耳
の大シカ/森の中のシカ/森の
住人」

町 和生∥画 理論社 1999 J/913/ﾑｸ 集密書庫 1200250809

97 モモちゃんとあかね

「山男と子ども/動物のスケッチ
/赤い花/悪石島の少年/吹
雪の中のハト/カモのひっこし/
モクレンの花/いたずらサル/赤
い足あと/カイムのいずみ/ネズ
ミ/将軍さまのゾウ/モモちゃんと
あかね」

― ポプラ社 1978 J/913/ﾃｲ63/ｲ 集密書庫 1200081824
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98 モモちゃんとあかね 「モモちゃんとあかね」 いおずみ　おつ∥え ポプラ社 1974 J/913/ﾃｲ63 集密書庫 1200081816

99 森の少女 「森の少女」 倉石　隆∥絵 偕成社 1982 J/913/ﾁｭｳ790 集密書庫 1200189478

100 もりのなかのシカ 「もりのなかのシカ」 北島 新平∥絵 あすなろ書房 1976 J/913/ﾁｭｳ185 集密書庫 1200026480

101 ヤクザル大王 「ヤクザル大王」
椋 鳩十∥著
南有田 秋徳∥絵

南方新社 2007 J/913/ﾑｸ 児童室 1200625927

102 やせ牛物語 「やせ牛物語」 田代 三善∥絵 小峰書店 1977 J/913/ﾁｭｳ78 集密書庫 1200075727

103 山の太郎グマ
「山の太郎グマ/丘の野犬/月
の輪グマ/山の大将」

― 偕成社 1978 J/913/ｺｳ1/19 集密書庫 1200030987

104 山の民とイノシシ

「山の民とイノシシ/クロのひみ
つ/ヘビとおしっこ/クリのみ/カッ
パぶち/川におちたあ/夕日とお
くま」

― ポプラ社 1981 J/913/ﾁｭｳ726 集密書庫 1200188942

105 夕やけ色のさようなら
「遠き日の裏山」
ほか　エッセイ33編

宮崎　学∥写真 理論社 1989 J/914/ﾑｸ 児童室 1200226502

106 ゆかいなばけくらべ 「ゆかいなばけくらべ」 斎藤　博之∥え ひくまの出版 1986 J/913/ﾃｲ1108 集密書庫 1200226072

107
読んでおきたい名作
小学5年

「月の輪ぐま」
篠崎 三朗∥絵
川島 隆太∥監修

成美堂出版 2011 J/913/ﾖﾝ/5 児童室 1200696571

大人向けの本や、映像作品もぜひご利用ください。

本リストに掲載の児童書のほかにも、椋鳩十の作品があります。



索引（収録作品 ５０音順）

あ Ｎｏ. Ｎｏ.
ああタカよ 14 きえたキツネ 91
愛犬カヤ 28・84・92 消えた野犬 24・25・30
赤い足あと 97 キジとヤマバト 28・37・91
赤い霜柱 37 キツネわな気をつけ 16
赤い箱車 37 キリン 89
赤い花 15・28・97 キリンの詩 5
悪石島の少年 97 金色の足あと
穴のそとのすてきなせかい 16 15・24・25・28・31・37・61・74・90
あばれグマ金こぶ 12・94 金色の川 15・28・37・61・68・89
嵐を越えて 28 ぎん色の巣 14
アルプスのキジ 14・38・76 クマ 12
アルプスのクマ 94 クマとスズメバチ 94
（アルプスの四季） 16 クマの親子 94
アルプスの猛犬 13・24・25・28 熊野犬 28
アルプスのワシ 14 クマバチ 89
石になってしまったあ 1 クマバチそうどう 92
いたずら子リス 2 クマほえる 94
いたずらサル 97
犬太郎物語 37 28・37・91
犬塚 89 栗野岳の主 28・37・78・90
犬のくんしょう 20 クリのみ 56・57・104
猪剣法 37 くろいイヌとくろいヤギ 17
岩あなのサル 34 黒いギャング 37
ウシ 93 （《くろい星》よ!） 8
（えらい奴だ） 12 クロのひみつ 27・104
えたキツネ 15 黒ものがたり 13・28・37・79・90
王国に生きる 10 子ギツネたちにえさを 16
王者の座 30 16
大空いっぱいに 21 子ザルひよし 92
大ワシとサル 37 小ジカのホシタロウ 24・25・37・93・96
丘の野犬 28・30・92・103 この愛のめざめ 9
お月夜とオシドリ 20

お日さまのうた 3 さ Ｎｏ.
最後のワシ 14

か Ｎｏ. 佐々木さんの話 28
海上アルプス 22 三頭のクマ 12・94
カイツブリばんざい 28・37 三ぼんあしのイタチ 15・71
カイムのいずみ 87・97 シジュウカラ 93
カガミジシ 23 シマトカゲ 92
片足スズメ 37・91 島のシカたち 96
片足の母スズメ 82 しもばしら 33・38
片耳の大シカ 将軍さまのゾウ 97

24・25・28・37・67・89・96 白いオウム 36・37
カッパぶち 18・19・104 水晶谷ものがたり 17
カニの子のさんぽ 93 スズメ 92
カバ 91 スズメの巣箱 90
カモのひっこし 97 38・39
カモの友情 89 すばらしい国 16
カラスものがたり 91 セミ 90
ガラッパ大王 4 ゾウ 93
カワウソの海 26 ゾウのたび 69・92
カワセミと虹 37 底なし谷のカモシカ 15・28・96
川におちたあ 63・104 空の王者 14

14（空の王者たち）

暗い土の中でおこなわれたこと

すっとびこぞうとふしぎなくに

子ギツネをたすけるために



た Ｎｏ. ま Ｎｏ.
大造じいさんとガン まことの強さ 13

14・24・25・28・29・32・35・37・41・42・72・90 町をよこぎるリス 93
たたかうカモシカ 89・96 マヤの一生 40・64
（谷間のけものみち） 15 ミソサザイ 91
太郎とクロ 13・58・93 名犬 37
小さなお友だち 37 モグラものがたり 80
父とシジュウカラ 14・24・25・37・90 モクレンの花 97

73 モモちゃんとあかね 97・98
月の輪グマ 森の王者 81

12・28・37・46・70・90・94・103・107 森の住人 96
ツルかえる 28・37 森の少女 99
ツルのおどり 93 森の友だち 20
デデッポ 24・25・88・92 森の中のシカ 96・100
どうぞかんべん 47・66

動物のスケッチ 28・97 や Ｎｏ.
遠き日の裏山 105 ヤクザル大王 101
遠山犬トラ 13 野犬ハヤ 49
とかげのしっぽ 48 （野性の谷間） 9・10・11
トラの最期 13 やせ牛物語 102

（ヤタギツネのおや子） 16

な Ｎｏ. 屋根裏のネコ 28・37・83・91
なきむしたろう 65 山男と子ども 28・97
（懐かしい村の想い出） 17 山の怒り 37
におい山脈 6 山のえらぶつ 13・28・96
ニワトリ 91 （山の大将） 8・103
ニワトリ通信 37・89 山の民とイノシシ 104
人間はすばらしい 50 山の太郎グマ
ネコ 90 12・28・77・89・94・103
ネコものがたり 37 山へ帰る 15・28・37・85・90

ネズミ 97 夕日とおくま 44・45・104
ネズミ島物語 54 ゆかいなばけくらべ 106
ノミ 89 よみがえる愛 11
のら犬３００ぴき 55 よわい犬 91
のら犬ルル 20

ら～わ Ｎｏ.

は Ｎｏ. （猟犬ものがたり） 13

羽のある友だち 28・37・86 隣人を断念した野鳥 95

母グマ子グマ （わが心のアルプス） 17
12・24・25・28・58・75・91・94

ばばさまと囲爐裏 43
ハブとたたかう島 59
はらっぱのおはなし 60
ひとりぼっちのツル 14
ふしぎな玉 62

37
吹雪の中のハト 97
古巣 37
へびとおしっこ 51・52・53・104
ほうまんの池のカッパ 7

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1　いわて県民情報交流センター〔アイーナ〕内

TEL：019-606-1730（代）　　FAX：019-606-1731　（HPアドレス）http://www.library.pref.iwate.jp/

ちょこまかギツネなきギツネ

岩手県立図書館

ふたりの兄弟とゴイサギ


