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バーコード
（資料コード）

1 アーサー
アマンダ　グレアム∥作 ドナ　ガイネル∥絵
きくち ゆみ∥訳

アールアイシー
出版

2007 ｴﾎﾝ/ｸﾞ 集密書庫 1200617544

2 あめあがり きむら ゆういち∥文 梶山 俊夫∥絵 小峰書店 1998 ｴﾎﾝ/ｷ 児童室 1200290607

3 アンジュール ガブリエル　バンサン∥作 BL出版 2000 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ
児童室

集密書庫
1200841482

4 いいこだ、ファーガス! デイビッド　シャノン∥さく 小川 仁央∥やく 評論社 2009  ｴﾎﾝ/ｼ 児童室 1200674602

5 イヌカウコドモ 金森 美智子∥文　スギヤマ カナヨ∥絵 童話屋 2013 J /645/ｶﾅ 児童室 1200709242

6 いぬがかいた～い! ボブ　グラハム∥さく 木坂 涼∥やく 評論社 2006 ｴﾎﾝ/ｸﾞ
児童室

集密書庫
1200580817

7 いまのわたしにできること リサ　パップ∥作 菊田 まりこ∥訳 WAVE出版 2019 ｴﾎﾝ/ﾊﾟ 児童室 1200757985

8 うちのいぬ
ヘレン　オクセンバリー∥作　絵
谷川 俊太郎∥訳

岩崎書店 2014 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200715223

9 おいせまいりわんころう あおき ひろえ∥文 長谷川 義史∥絵 ブロンズ新社 2019 ｴﾎﾝ/ｱ 児童室 1200757134

10
オオカミから犬へ!
人と犬がなかよしなわけ

ハドソン　タルボット∥作　絵 真木 文絵∥訳 岩崎書店 2016 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200739983

11 おりこうバーニィ
ソニヤ　ボウガエバ∥さく　え
ふかさわ えいすけ∥やく

草炎社 2007 ｴﾎﾝ/ﾎﾞ 集密書庫 1200608261

12
黒い島のひみつ
(タンタンの冒険旅行 25作品有)

エルジェ∥作 川口 恵子∥訳 福音館書店 1983  ｴﾎﾝ/ｺｳ105/1 集密書庫 1200105938

13 こいぬ、こいぬ、わたしのこいぬ
キャサリン　アンホルト∥作　絵
ローレンス　アンホルト∥作　絵
なかがわ ちひろ∥訳

徳間書店 1997 ｴﾎﾝ/ｱ 集密書庫 1200504023

14 さよならをいえるまで
マーガレット　ワイルド∥ぶん
フレヤ　ブラックウッド∥え
石崎 洋司∥やく

岩崎書店 2010 ｴﾎﾝ/ﾜ 児童室 1200687778

15
しあわせないぬになるには
にんげんにはないしょだよ!

ジョー　ウィリアムソン∥作　絵 木坂 涼∥訳 徳間書店 2006 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200731808

16
新・はたらく犬とかかわる人たち
( 1～3まで有）

こどもくらぶ∥編 山と溪谷社 2018 J /645/ｼﾝ/1 児童室 1200754339

17 ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス　ウィルヘルム∥えとぶん
久山　太市∥やく

評論社 1988  ｴﾎﾝ/ﾃｲ2411 集密書庫 1200106993

18 ドラゴンだいかんげい?
デイヴィッド　ラロシェル∥文
脇山華子∥絵 長友 恵子∥訳

徳間書店 2004 ｴﾎﾝ/ﾗ 児童室 1200393666

19 チャーリー、おじいちゃんにあう
エイミー　ヘスト∥ぶん
ヘレン　オクセンバリー∥え さくま ゆみこ∥やく

岩崎書店 2013 ｴﾎﾝ./ﾍ 児童室 1200714713

20 つなみとゴンとコン 帚木 蓬生∥作 小泉 るみ子∥絵 女子パウロ会 2016 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200734943

21 ハーモニカふきとのら犬ディグビー
コリン　ダン∥作 はら るい∥訳
津田 直美∥絵

PHP研究所 2006 J /933/ﾀﾞﾝ 児童室 1200808689

22 パパとあたしのさがしもの 鈴木 永子∥作　絵
ひさかた
チャイルド

2011 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200695979

23 ひろとチロのなつまつり 成田 雅子∥作　絵 講談社 2009 ｴﾎﾝ/ﾅ 集密書庫 1200674669

24
ぼくたちが越してきた日からそいつは
そこにいた

ローダ　レヴィーン∥文
エドワード　ゴーリー∥絵 柴田 元幸∥訳

早川書房 2016 ｴﾎﾝ/ﾚ 児童室 1200739553

25 ぼくのなまえはダメ! マルタ　アルテス∥さく 今井 なぎさ∥やく コスモピア 2013  ｴﾎﾝ/ｱ 児童室 1200711735

26 ぼくとソラ そうま こうへい∥作 浅沼 とおる∥絵 鈴木出版 2011 JK /ｴﾎﾝ/ｱ
児童室
郷土

1200699229

27 まっくろけのまよなかネコよおはいり
J.ワグナー∥文
R.ブルックス∥絵 大岡 信∥訳

岩波書店 1987  ｴﾎﾝ/ﾜ 児童室 1200831095

28 みいちゃん、どこまではやくはしれるの?
田中 幸∥作 結城 千代子∥作
浅沼 とおる∥絵

フレーベル館 2019 JK /ｴﾎﾝ/ｱ
児童室
郷土

1200757381

29 名犬ラッシーはじめての友情
ナンシー　クラリック∥作
道免 智世子∥訳
堀田 篤子∥絵

金の星社 1991 J /933/ﾁﾕｳ310 集密書庫 1200260105

30 ゆうたはともだち きたやま ようこ∥作 あかね書房 1988 ｴﾎﾝ/ｷ/1 集密書庫 1200107686

31 リンデ とき ありえ∥作 高畠 純∥絵 講談社 2011 J /913/ﾄｷ 児童室 1200700712

＜い　ぬ＞ ※シリーズの作品は第1巻目の情報を記載
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32 あくたれラルフ
ジャック  ガントス∥さく ニコール  ルーベル∥え
いしい ももこ∥やく

福音館書店 1982  ｴﾎﾝ/ﾃｲ1921 集密書庫 1200009775

33 あしたうちにねこがくるの 石津 ちひろ∥文 ささめや ゆき∥絵 講談社 2000 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200259156

34 いとしの毛玉ちゃん
室井 滋∥作 長谷川 義史∥絵
むろい しげる∥絵

金の星社 2016  ｴﾎﾝ/ﾑ 児童室 1200739249

35 うちのなまくらさん ポール　ジェラティ∥さく せな あいこ∥やく 評論社 1992  ｴﾎﾝ/ﾃｲ2707 集密書庫 1200109963

36 駅の小さな野良ネコ
ジーン　クレイグヘッド　ジョージ∥作
斎藤 倫子∥訳 鈴木 まもる∥絵

徳間書店 2013 J /933/ｼﾞﾖ 児童室 1200708483

37 絵本「旅猫リポート」 有川 浩∥文 村上 勉∥絵 文藝春秋 2014 J /913/ｱﾘ 児童室 1200716676

38 おてつだいねこのこもりうた 竹下 文子∥作 鈴木 まもる∥絵 金の星社 2003 J /913/ﾀｹ 児童室 1200359642

39 クリスマスのこねこたち
スー　ステイントン∥文 アン　モーティマー∥絵
まえざわ あきえ∥訳

徳間書店 2011 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200699096

40 こねこのレッテ いちかわ なつこ∥作絵 ポプラ社 2008 ｴﾎﾝ/ｲ 児童室 1200652186

41 サンタクロースのしろいねこ
スー　ステイントン∥文 アン　モーティマー∥絵
まえざわ あきえ∥訳

徳間書店 2003 ｴﾎﾝ/ｽ
児童室

集密書庫
1200356705

42 しりたがりやのこねこのポコ 安藤 美紀夫∥文 スズキ コージ∥絵 復刊ドットコム 2015  ｴﾎﾝ/ｱ 集密書庫 1200728069

43 チイスケを救え! 三輪 裕子∥作 ゆーち みえこ∥絵 国土社 2006 J /913/ﾐﾜ
児童室

集密書庫
1200807384

44 てつぞうはね ミロコマチコ∥著 ブロンズ新社 2013 ｴﾎﾝ/ﾐ 集密書庫 1200837878

45 とってもなまえのおおいネコ ケイティ　ハーネット∥作 松川 真弓∥やく 評論社 2018 ｴﾎﾝ/ﾊ 児童室 1200750402

46 トリッポンのこねこ 萩尾 望都∥作 こみね ゆら∥絵 教育画劇 2007 ｴﾎﾝ/ﾊ 集密書庫 1200612735

47 どたんばたんおるすばん 松田 奈那子∥作 あかね書房 2019 ｴﾎﾝ/ﾏ 児童室 1200758439

48 ねえだっこして 竹下 文子∥文 田中 清代∥絵 金の星社 2004 ｴﾎﾝ/ﾀ
児童室

集密書庫
1200841144

49 ねこです。 北村 裕花∥作 講談社 2018  ｴﾎﾝ/ｷ 児童室 1200752903

50 ねこねここねこ
ブルノー=ホルスト=ブル∥ぶん
ヤーヌシ  グラビアンスキー∥え
まえかわ やすお∥やく

偕成社 1969 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ
児童室

集密書庫
1200133989

51 ネコのアリストテレス
ディック　キング=スミス∥作 ボブ　グラハム∥絵
石随 じゅん∥訳

評論社 2008 J /933/ｷﾝ 児童室 1200662763

52 ねこの根子さん あさの あつこ∥作 安孫子 三和∥絵 講談社 2009 J /913/ｱｻ 児童室 1200673554

53 ネコのホームズ 南部 和也∥作 YUJI∥絵 理論社 2009 J /913/ﾅﾝ 児童室 1200675815

54 ねこはまいにちいそがしい
ジョー　ウィリアムソン∥作　絵
いちだ いづみ∥訳

徳間書店 2018 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200752119

55 のらさんと5ひきのこねこたち にしまき かやこ∥作 こぐま社 2007 ｴﾎﾝ/ﾆ 児童室 1200612685

56 100万回生きたねこ 佐野 洋子∥作　絵 講談社 1977 ｴﾎﾝ/ｻ
児童室

集密書庫
1200840922

57 ブチョロビッチョロはどこ? 大島 妙子∥[作] 学研 2006 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200594073

58 マンゴーのいた場所 ウェンディ　マス∥作 金原 瑞人∥訳 金の星社 2004 J /933/ﾏｽ
児童室

集密書庫
1200400735

59 もしもねこがしゃべったら…?
クロード　ロワ∥さく 石津 ちひろ∥やく
海谷 泰水∥え

長崎出版 2007 J /953/ﾛﾜ 児童室 1200622650

60 やきざかなののろい 塚本 やすし∥作 ポプラ社 2014 ｴﾎﾝ/ﾂ 児童室 1200721999

61 ゆうかんな猫ミランダ
エレナー　エスティス∥作
エドワード　アーディゾーニ∥絵 津森 優子∥訳

岩波書店 2015 J /933/ｴｽ 児童室 1200730818

62 落語ねこ 赤羽 じゅんこ∥作 大島 妙子∥絵 文溪堂 2018 J /913/ｱｶ 児童室 1200754123

63 吾輩は猫である　上・下 夏目 漱石∥著 ポプラ社 2005 J /913/ﾅﾂ/1 児童室 1200545679

64 わすれんぼうのねこモグ ジュディス　カー∥作 斎藤 倫子∥訳 あすなろ書房 2007  ｴﾎﾝ/ｹ 児童室 1200635090

＜ね　こ＞
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65 あそびのおうさまずかん ペット 学研プラス 2015 J /031/ｱｿ 児童室 1200729703

66 あらいぐまパンドラの大冒険
H.M.メニーノ∥作 黒沢 浩∥訳
かみや しん∥絵

文研出版 2003 J /933/ﾒﾆ 児童室 1200325411

67 アルバートさんと赤ちゃんアザラシ
ジュディス　カー∥作
絵 三原 泉∥訳

徳間書店 2017 J /933/ｹﾙ
児童室

集密書庫
1200745535

68 イルカのジャンプに夢をのせて 国松 俊英∥編 ポプラ社 2008 J /916/ﾄﾞｳ 児童室 1200652772

69 うさぎこわーい 松橋 利光∥写真　文 こば ようこ∥絵 アリス館 2009
 ｴﾎﾝ/ﾏ/
知識絵本

児童室 1200669180

70 うさぎのおるすばん イ ホベク∥作 黒田 福美∥訳 平凡社 2003 ｴﾎﾝ/ｲ 集密書庫 1200355624

71 うさぎの庭 広瀬 寿子∥作 高橋 和枝∥絵 あかね書房 2010 J /913/ﾋﾛ 児童室 1200693156

72 うさぎのマシュマロ
クレア　ターレー　ニューベリー∥作
劉 優貴子∥訳

講談社 2002  ｴﾎﾝ/ﾆ 集密書庫 1200308193

73 歌うねずみウルフ
ディック　キング=スミス∥作 三原 泉∥訳
杉田 比呂美∥絵

偕成社 2002 J /933/ｷﾝ 集密書庫 1200295713

74 うちのペットはドラゴン
マーガレット　マーヒー∥文
ヘレン　オクセンバリー∥絵 こやま なおこ∥訳

徳間書店 2000 ｴﾎﾝ/ﾏ 集密書庫 1200299764

75 エドガー・アラン・クロウ
ターシャ　テューダー∥著
ないとう りえこ∥やく

 メディア
ファクトリー

2002 ｴﾎﾝ/ﾁ 児童室 1200524518

76 エドワードとうま
アン　ランド∥文 オーレ　エクセル∥絵
谷川 俊太郎∥訳

岩波書店 2015  ｴﾎﾝ/ﾗ 児童室 1200729273

77
オオカミ王ロボ
（はじめてであうシートン動物記1～8まで有）

アーネスト　トムソン　シートン∥原作 フレーベル館 2002 J /480/ｼﾄ/１ 児童室 1200294864

78 おおきなペットたち レイン　スミス∥さく えくに かおり∥やく ほるぷ出版 1993  ｴﾎﾝ/ﾃｲ2806 集密書庫 1200110912

79 おしゃべりどうぶつえん あべ まいこ∥文 高畠 那生∥絵 絵本館 2008 ｴﾎﾝ/ｱ 集密書庫 1200658803

80 おばあさんの馬 瀬戸内 寂聴∥文 小林 豊∥絵 講談社 2007 ｴﾎﾝ/ｺ 集密書庫 1200643177

81 おふろのなかからモンスター
ディック　キング=スミス∥作 金原 瑞人∥訳
はた こうしろう∥絵

講談社 2000 J /933/ｷﾝ 児童室 1200257408

82 かしこいブタのロリポップ
ディック　キング=スミス∥作 ジル　バートン∥絵
もりうち すみこ∥訳

アリス館 2002 J /933/ｷﾝ 児童室 1200307351

83 カナリアのシスリーB
ターシャ　テューダー∥著
ないとう りえこ∥やく

メディア
ファクトリー

2002 ｴﾎﾝ/ﾁ 児童室 1200524526

84 きたかぜにのって はるな まき∥文 いしくら きんじ∥絵 小峰書店 2005 ｴﾎﾝ/ﾊ 集密書庫 1200428496

85 きっとみずのそば 石津 ちひろ∥文 荒井 良二∥絵 文化出版局 1994 ｴﾎﾝ/ｲ 集密書庫 1200515391

86 きんぎょのおまつり 高部 晴市∥[作] フレーベル館 2000 ｴﾎﾝ/ﾀ 集密書庫 1200254256

87 くまのパディントン
マイケル　ボンド∥さく　フレッド　バンベリー∥え
なかむら　たえこ∥やく

偕成社 1987 ｴﾎﾝ/ﾎﾞ 児童室 1200033262

88 クラーケンの島 エヴァ　イボットソン∥著 三辺 律子∥訳 偕成社 2011 J /934/ｲﾎﾞ 児童室 1200832572

89 黒魔女コンテスト エヴァ　イボットソン∥著 三辺 律子∥訳 偕成社 2009 J /933/ｲﾎﾞ 児童室 1200679262

90 コケーナとであったチャンゴ やなぎや けいこ∥再話 野口 忠行∥絵 福音館書店 2005 ｴﾎﾝ/ﾉ
児童室

集密書庫
1200542700

91 子ダヌキポンタ物語 藤坂 宏子∥作 斉藤 きよみ∥絵 新風舎 2006 J /913/ﾌｼﾞ 児童室 1200528568

92 子ブタシープピッグ
ディック　キング=スミス∥作 木原 悦子∥訳
メアリー　レイナー∥絵

評論社 1991 J /933/ﾁﾕｳ303 集密書庫 1200246872

93
こんにちはふたごのカワウソあかちゃん
ツメナシカワウソの成長物語

横山 亜未∥文 堀江 篤史∥絵 学研プラス 2017 J /489/ﾖｺ 児童室 1200745410

94 ゴン太とおばあさん 藤田 優作∥作 深見 春夫∥絵 新風舎 2006 J /913/ﾌｼﾞ 児童室 1200528253

95 サラとピンキー パリへ行く 富安 陽子∥作　絵 講談社 2017 J /913/ﾄﾐ 児童室 1200745485

96 サリーとライオン
クレア　ターレー　ニューベリー∥作
さくま ゆみこ∥訳

光村教育図書 2000  ｴﾎﾝ/ﾆ 児童室 1200307773

97 しあわせいっぱい荘にやってきたワニ
アーシュラ　ウィリアムズ∥さく 吉上 恭太∥やく
堀川 理万子∥え

福音館書店 2004 J /933/ｳｲ
児童室

集密書庫
1200136404

98
ジョニーベアー
（シートン動物記1～9まで有）

アーネスト　T.シートン∥作　絵
今泉 吉晴∥訳

福音館書店 2003 J /480/ｼﾄ 児童室 1200346755

99 戦火の三匹 ミーガン　リクス∥作 尾高 薫∥訳 徳間書店 2015 J/933/ﾘｸ 児童室 1200846994

100 ちゃっかりハムスター
日本児童文学者協会∥編
ムラタ ユキトシ∥絵

岩崎書店 2008 J /913/ﾁﾔ 児童室 1200647350

101 トカゲのともだち あさお よう∥作　絵 フレーベル館 2019 ｴﾎﾝ/ｱ 児童室 1200756912

102
ドリトル先生アフリカゆき
(ドリトル先生物語全集1～12まで有）

ロフティング∥[著] 井伏 鱒二∥訳 岩波書店 1986 J /933/ﾛﾌ/1 児童室 1200850665

＜そのほかの動物
　　　どうぶつ

＞



103
動物と話せる尐女リリアーネ 1
（1～12まで有）

タニヤ　シュテーブナー∥著
中村 智子∥訳

学研教育出版 2010 J /943/ｼﾕ/1 児童室 1200688768

104 どうぶつにふくをきせてはいけません
ジュディ　バレット∥文 ロン　バレット∥画
ふしみ みさを∥訳

朔北社 2005 ｴﾎﾝ/ﾊﾞ 児童室 1200558938

105 どうぶつびょういん トビイ ルツ∥作　絵 PHP研究所 2008 J /913/ﾄﾋﾞ 児童室 1200657755

106 ないしょのおともだち
ビバリー　ドノフリオ∥文
バーバラ　マクリントック∥絵 福本 友美子∥訳

ほるぷ
出版出版

2009  ｴﾎﾝ/ﾄﾞ 児童室 1200830337

107 はたらきもののあひるどん
マーティン　ワッデル∥さく
ヘレン　オクセンバリー∥え せな あいこ∥やく

評論社 1993 ｴﾎﾝ/ｳ 児童室 1200111738

108 バレエをおどりたかった馬
H　ストルテンベルグ∥作 菱木 晃子∥訳
さとう あや∥絵

福音館書店 1999 J /949/ｽﾄ 児童室 1200251047

109 番ねずみのヤカちゃん
リチャード　ウィルバー∥さく 松岡 享子∥やく
大社 玲子∥え

福音館書店 1992 J /933/ｳｲ 児童室 1200857629

110 ひとまねこざる H.A.レイ∥文 絵 光吉 夏弥∥訳 岩波書店 1998 ｴﾎﾝ/ﾚ 児童室 1200505020

111
フラニー・B・クラニー、
あたまにとりがすんでるよ!

ハリエット　ラーナー∥文 スーザン　ゴルドール∥文
ヘレン　オクセンバリー∥絵 ふしみ みさを∥訳

PHP研究所 2006 ｴﾎﾝ/ﾚ 児童室 1200581864

112 ヘラジカがふってきた!
アンドレアス　シュタインヘーフェル∥著
鈴木 仁子∥訳 ケルスティン　マイヤー∥絵

早川書房 2003 J /943/ｼﾕ 児童室 1200360426

113 ぼくのサイ ジョン　エイジー∥作 青山 南∥訳 光村教育図書 2013 ｴﾎﾝ/ｱ 集密書庫 1200836409

114 ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡 昌江∥文 篠崎 三朗∥絵 学研プラス 2016 J /480/ﾀｶ 児童室 1200737029

115 わたしペットをかいたいの
ローレン　チャイルド∥さく　え
中川 ひろたか∥やく

PHP研究所 2001  ｴﾎﾝ/ﾁ 集密書庫 1200273058

書名 著者 出版者 出版年
背ラベル

（請求記号）
現在場所

バーコード
（資料コード）

116
明日もいっしょにおきようね
捨て猫、でかおのはなし

穴澤 賢∥文 竹脇 麻衣∥絵 草思社 2012 J /645/ｱﾅ 児童室 1200835369

117 あったかいな くすのき しげのり∥作 片山 健∥絵
廣済堂

あかつき
2016 ｴﾎﾝ/ｸ 児童室 1200734240

118
犬たちをおくる日 この命、灰になるために
生まれてきたんじゃない

今西 乃子∥著 浜田 一男∥写真 金の星社 2009 J /645/ｲﾏ 児童室 1200814760

119 命の重さはみな同じ 沢田 俊子∥文 野寺 夕子∥写真 学研 2006 J /645/ｻﾜ 児童室 1200584066

120
命の教室
動物管理センターからのメッセージ

池田 まき子∥著 岩崎書店 2009 J /645/ｲｹ 児童室 1200674743

121 おかあさんのそばがすき 今西 乃子∥著 浜田 一男∥写真 金の星社 2013 J /645/ｲﾏ 児童室 1200837621

122
虐待を受けた犬・ベティ
ドッグ・トレーナーと歩んだ日々

今西 乃子∥文 浜田 一男∥写真 佼成出版社 2008 J /645/ｲﾏ 児童室 1200661476

123 子犬工場 大岳 美帆∥著 WAVE出版 2015 J /645/ｵｵ 児童室 1200731642

124 こぶたものがたり 中澤 晶子∥作 ささめや ゆき∥絵 岩崎書店 2016 J /913/ﾅｶ 児童室 1200733697

125 シロとのら犬たちの大震災 野田 道子∥作 藤田 ひおこ∥絵 毎日新聞社 2005 J /913/ﾉﾀﾞ
児童室

集密書庫
1200144382

126 ジジきみと歩いた 宮下 恵茉∥作 山口 みねやす∥絵 学研 2007 J /913/ﾐﾔ 児童室 1200624409

127
捨て犬フラワーの奇跡
余命一週間のダルメシアン

樋浦 知子∥作 ハート出版 2009 J /645/ﾋｳ 児童室 1200675104

128
捨て犬・未来 命のメッセージ
東日本大震災・犬たちが避難した学校

今西 乃子∥著 浜田 一男∥写真 岩崎書店 2012 J /645/ｲﾏ 児童室 1200706479

129
すてねこたちに未来を
小学4年生の保護ねこ活動

菅 聖子∥著 汐文社 2019 J /645/ｽｶﾞ 児童室 1200757803

130
スヌーパー君がいた40日
避難所の小学校で起こった小さな奇跡

丹 由美子∥著 山と溪谷社 2019 J /645/ﾀﾝ 児童室 1200757696

131
タエちゃんとウサギのモネ
いつもいっしょだよ

阿部 多絵子∥絵と文
めるくまーる
編集工房

2007 ｴﾎﾝ/ｱ 集密書庫 1200637948

132 珍獣病院 ちっぽけだけど同じ命 田向 健一∥著 講談社 2011 J /649/ﾀﾑ 児童室 1200698114

133
どうぶつといっしょ! いのちを考える本
(1～8まで有）

井上 こみち∥編　著 学研 2006 J /480/ｲﾉ/1
児童室

集密書庫
1200585386

134
動物の死は、かなしい?
元動物園飼育係が伝える命のはなし

あべ 弘士∥著 河出書房新社 2010 J /480/ｱﾍﾞ 児童室 1200689766

135
難病の子猫クロといつもいっしょ
小さな命も重さは同じ

山岡 睦美∥作 ハート出版 2010 J /645/ﾔﾏ 児童室 1200687117

＜大切
た い せ つ

にしてほしい命
いのち

の本
ほ ん

＞



136
のら犬ゲンの首輪をはずして!
かわいそうな犬、救出大作戦

関 朝之∥作 平林 いずみ∥画 ハート出版 2003 J /645/ｾｷ
児童室

集密書庫
1200358818

137 ハルの日 渡辺 眞子∥文 どい かや∥絵 復刊ドットコム 2018  ｴﾎﾝ/ﾜ 児童室 1200750303

138
ボクをすてないで
こいぬのハッピーから飼い主へのおねがい

なりゆき わかこ∥[著] ハート出版 2007 J /64 /ﾅﾘ 児童室 1200625786

139
盲導犬リチャードからのおくりもの
(どうぶつ感動ものがたり　1～10まで有）

国松 俊英∥編 ポプラ社 2008 J /916/ﾄﾞｳ 児童室 1200653077

140 忘れないよリトル・ジョッシュ
マイケル　モーパーゴ∥作
渋谷 弘子∥訳 牧野 鈴子∥絵

文研出版 2010 J /933/ﾓﾊﾟ 児童室 1200816310

書名 著者 出版者 出版年
背ラベル

（請求記号）
現在場所

バーコード
（資料コード）

141 いきもののかいかた  ひかりのくに 2005 J /645/ｲｷ 児童室 1200252771

142
いきものかいかた図鑑
これ1冊で飼育はカンペキ!

岩崎書店 2016 J /480/ｲｷ 児童室 1200740056

143 生き物の飼育 がくしゅう大図鑑 日高 敏隆∥監修 世界文化社 2006 J /480/ｲｷ
児童室

集密書庫
1200581294

144 イヌとネコのふしぎ101 武内 ゆかり∥文 福田 豊文∥写真 偕成社 2016 J /645/ﾀｹ 児童室 1200731931

145
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

武内 ゆかり∥文 福田 豊文∥写真 福音館書店 1998 J /645/ﾅｶ 児童室 1200505889

146
ウマ大図鑑
びっくり能力と種類、歴史がよくわかる!

日本ウマ科学会∥監修 PHP研究所 2013 J /645/ｳﾏ 児童室 1200714754

147
おどろきと感動の動物の子育て図鑑
(1～6有）

今泉 忠明∥監修 梅澤 実∥監修 学研 2005 J /481/ｵﾄﾞ/1 児童室 1200145959

148
飼い方観察完全ガイド
学校で飼う身近な生き物
（1～8有）

木村 義志∥著 小宮 輝之∥監修 学研 2007 J /480/ｷﾑ/１ 児童室 1200610366

149 かんたん飼育図鑑
高家 博成∥監修 今泉 忠明∥監修
武田 正倫∥監修

チャイルド本社 2006 J /480/ｶﾝ
児童室

集密書庫
1200528477

150 学校で飼う動物ぎもん・しつもん110 中川 美穂子∥著 熊谷 さとし∥絵 偕成社 2008 J /480/ﾅｶ 児童室 1200647228

151
くらべてわかる!イヌとネコ
ひみつがいっぱい 体・習性・くらし

大野 瑞絵∥著 浜田 一男∥写真
林 良博∥監修

岩崎書店 2015 J /645/ｵｵ 児童室 1200856050

152
飼育栽培図鑑
はじめて育てる・自分で育てる

有沢 重雄∥文 月本 佳代美∥絵 福音館書店 2000 J /645/ｱﾘ 児童室 1200536900

153 飼育大図鑑 世界文化社 1998 J /480/ｼｲ 児童室 1200508222

154 はじめてのネコ　子どもにもよくわかる
井上 緑∥著
『猫の手帖』編集部∥編 新版

どうぶつ出版 2007 J /645/ｲﾉ 児童室 1200639027

155
ハムスターのかいかたそだてかた
(かいかたそだてかたずかん　6～13まで有）

成島 悦雄∥文 滝波 明生∥絵 岩崎書店 1998 J /645/ﾅﾙ 児童室 1200289062

156 みんなで育てよう学校飼育動物 中川 美穂子∥著
尐年写真
新聞社

2002 J /480/ﾅｶ 児童室 1200292868

＜飼
か

い方
か た

の本
ほ ん

＞
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