
蜷川分館　1月　児童展示　「ペットだいすき」

展示期間　平成３１年１月４日（金）～１月３１日(木)

タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

1 恐竜の飼い方 「もしも?」の図鑑
土屋/健‖著 群馬県立自然史博物館‖監
修

実業之日本社 2013.3 457.87

2 いきものかいかた図鑑 これ1冊で飼育はカンペキ!
浅井/ミノル‖文 三枝/博幸‖文 成島/悦
雄‖文

岩崎書店 2016.12 480.76

3 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 1 ポプラ社 2014.4 480.76

4 こいぬがうまれるよ
ジョアンナ・コール/文 ジェローム・
ウェクスラー/写真 つぼい いくみ/訳

福音館書店 1982.11 645

5
イヌとネコのふしぎ101 いちばん身近な動物たちの
体と行動と心のなぜ

武内/ゆかり‖文 福田/豊文‖写真 偕成社 2016.2 645.6

6 なぜ?どうして?ペットのなぞにせまる 1 小野寺/佑紀‖著 今泉/忠明‖監修 ミネルヴァ書房 2017.1 645.6

7 犬とあそぼう 倉沢 七生/ぶん・え 大日本図書 2000.12 645.6

8 ウサギの絵本 たけだ るりこ/へん やまぐち めぐみ/え 農山漁村文化協会 2010.8 645.99

9
カメちゃんおいで、手の鳴るほうへ 友だちになれる
亀の飼い方

中村 陽吉/文 アトリエ・モレリ/絵・解
説

講談社 2002.12 666.79

10 すずちゃん
さえぐさ ひろこ/さく ひろかわ さえこ/
え

佼成出版社 2010.9 913.6

11 レッツとネコさん ひこ・田中/さく ヨシタケ シンスケ/え そうえん社 2010.7 913.6

12 天使のかいかた なかがわ ちひろ/作 理論社 2002.11 913.6

13 かわいいペットがいっぱい5つのお話 日本児童文学者協会/編 文渓堂 2010.11 913.68

14 アビーとテスのペットはおまかせ! 1
トリーナ・ウィーブ/作 宮坂 宏美/訳 し
まだ しほ/絵

ポプラ社 2005.8 933.7

15 ピーターサンドさんのねこ
ルイス・スロボドキン/作 清水 真砂子/
訳

あすなろ書房 2012.1 933.7
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タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

16 ペット・コンテストは大さわぎ
マージョリー・W.シャーマット/さく
マーク・シマント/え 神宮 輝夫/やく

大日本図書 2002.2 933.7

17 ペットのきんぎょがおならをしたら…?
マイケル・ローゼン‖作 トニー・ロス‖
絵 ないとう/ふみこ‖訳

徳間書店 2016.6 933.7

18 モルモット・オルガの物語
マイケル・ボンド‖作 おおつか/のりこ
‖訳 いたや/さとし‖絵

PHP研究所 2017.12 933.7

19 7日だけのローリー 片山 健/[作] 学研 2007.8 E

20 あひる 石川/えりこ‖作 くもん出版 2015.7 E

21 いとしの犬ハチ いもと ようこ/作・絵 講談社 2009.7 E

22 イヌカウコドモ 金森/美智子‖文 スギヤマ/カナヨ‖絵 童話屋 2013.2 E

23 うちのきんぎょ 谷口 国博/文 村上 康成/絵 世界文化社 2005.7 E

24 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 2016.12 E

25
おたすけこびととハムスター Who made this
hamster wheel?

なかがわ ちひろ/文 コヨセ ジュンジ/絵 徳間書店 2012.11 E

26 おばけの飼いかた育てかた
ジェラルド・ホークスリー/作・絵 渡辺
順子/訳

文渓堂 1998.6 E

27 きんぎょのおうち 高部 晴市/[作] フレーベル館 2005.7 E

28
クララ 300年前にはじめてヨーロッパを旅したサイ
のはなし

エミリー・アーノルド・マッカリー‖作
よしい/かずみ‖訳

BL出版 2017.1 E

29 こねこがいっぱいにゃんにゃんにゃん!
スーザン・メイヤーズ‖ぶん デイヴィッ
ド・ウォーカー‖え 福本/友美子‖やく

岩崎書店 2015.4 E

30 このねこ、うちのねこ!
ヴァージニア・カール‖作・絵 こだま/
ともこ‖訳

徳間書店 2018.4 E

31 シバ犬のチャイ あおき/ひろえ‖文 長谷川/義史‖絵 BL出版 2013.4 E

32 ジローとぼく 大島 妙子/作・絵 偕成社 1999.6 E

33 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 1988.11 E
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34 ぜったいいぬをかうからね ローレン・チャイルド‖作 木坂/涼‖訳 フレーベル館 2018.3 E

35 ソーニャのめんどり
フィービー・ウォール‖作 なかがわ/ち
ひろ‖訳

くもん出版 2016.6 E

36
たのしいキリンのかいかた ペンギン、コアラからパ
ンダ、ゾウまで

たがわ ひでき/え さいとう まさる/かん
しゅう

学研教育出版 2012.12 E

37 どうながのプレッツェル
マーグレット・レイ/ぶん H・A・レイ/え
わたなべ しげお/やく

福音館書店 1979 E

38 ながいいぬのかいかた 矢玉 四郎/作 絵 ポプラ社 2000.5 E

39 ニャーロットのおさんぽ パメラ・アレン‖作・絵 野口/絵美‖訳 徳間書店 2014.4 E

40 ノミちゃんのすてきなペット ルイス・スロボドキン/作 三原 泉/訳 偕成社 2011.12 E

41 パグパグ3きょうだい 長澤/星‖作・絵 鈴木出版 2017.12 E

42 ハムスターのハモ たかお ゆうこ/さく 福音館書店 2004.10 E

43 ハリーのセーター
ジーン・ジオン/ぶん マーガレット・ブ
ロイ・グレアム/え わたなべ しげお/や
く

福音館書店 1983.5 E

44 ふゆねこ かんの ゆうこ/文 こみね ゆら/絵 講談社 2010.11 E

45 ぼくのきんぎょをやつらがねらう! 武田/美穂‖作 小学館 2016.8 E

46 ぼくのわんこ
ローリー・アン・トンプソン‖ぶん ポー
ル・シュミッド‖え 雨海/弘美‖やく

岩崎書店 2016.1 E

47 ほげちゃんとこいぬのペロ やぎ/たみこ‖作 偕成社 2016.11 E

48 マンモスとくらすには カンタン・グレバン‖作 青山/花‖訳 クレヨンハウス 2015.10 E

49 ゆうたはともだち きたやま ようこ/作 あかね書房 1988.10 E

50 ライオンをかくすには
ヘレン・スティーヴンズ‖作 さくま/ゆ
みこ‖訳

ブロンズ新社 2013.3 E
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