
書　名 著者名 出版社 出版年 請求記号

1 十二支えほん 谷山/彩子‖作 あすなろ書房 2020.12 K382

2 くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 2 小宮/輝之‖監修 小峰書店 2018.4 K480

3 生きものたちのサバイバルストーリー 2 溝渕/優‖原作 星の環会 2018.4 K480

4 100の知識トラやライオンたち
カミラ・ド・ラ・ベドワイエール/著 渡辺 政
隆/日本語版監修

文研出版 2010.9 K489

5 いのちかがやけ!タイガとココア あんず ゆき/文 文渓堂 2009.10 K489

6 とらってすごい！
ひさかたチャ
イルド

2012.1 K489

7 トラの子を助けだせ! ルイーザ・リーマン‖著 嶋田/香‖訳 KADOKAWA 2018.3 K489

8 ねことライオンにてる?にてない?
ひさかたチャ
イルド

2011.7 K489

9 ミッション・トラ・レスキュー
キットソン・ジャジンカ‖著 田中/直樹‖日
本版企画監修 土居/利光‖監修

ハーパーコリ
ンズ・ジャパ
ン

2019.3 K489

10 百獣の王ライオン対密林の王トラ イザベル・トーマス/著 今西 大/訳 鈴木出版 2007.2 K489

11 トラベッド 角野 栄子/さく スズキ コージ/え 福音館書店 1994.6 K913

12 ふしぎなトラのトランク 風木/一人‖作 鈴木出版 2014.4 K913

13 ベンガルトラの森へ バングラデシュ旅ものがたり 門田 修/作 出雲 公三/絵 理論社 1995.12 K913

14 李陵・山月記 中島 敦/著 旺文社 1997 K913

15 中国・インドの古典童話 11 小峰書店 1973 K928

堀川南分館　1月展示リスト（児童展示）：トラがでてくる本

　　　　　           展示期間　令和4年1月4日（火）～1月31日（月）
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16 とらとおじいさん
アルビン・トレセルト/ぶん 光吉 夏弥/やく
アルバート・アキノ/え

大日本図書 2011.2 K929

17 韓国のむかし話 おどりをおどるトラほか 崔 仁鶴/編訳 偕成社 1989.8 K929

18 ティガーのはねとびをとめるには
A.A.Milne/[原作]
末吉 暁子/訳

フレーベル館 2003.12 K933

19 ちびくろ・さんぼ
ヘレン・バンナーマン/文 フランク・ドビア
ス/絵 光吉 夏弥/訳

瑞雲舎 2005.4 K933

20 トラーのあさごはん
A.A.ミルン/さく E.H.シェパード/え 石井 桃
子/やく

岩波書店 1982.9 K933

21 虎の弟子 ローレンス・イェップ/著 あすなろ書房 2006.7 K933

22 虎よ、立ちあがれ ケイト・ディカミロ/作 小峰書店 2005.12 K933

23 あいつはトラだ! ベリゼールのはなし ガエタン・ドレムス/作 のざか えつこ/訳 講談社 2010.6 E

24 あずきがゆばあさんとトラ
チョ ホサン/文 ユン ミスク/絵 おおたけ き
よみ/訳

アートン 2004.11 E

25 ウェン王子とトラ チェン ジャンホン/作・絵 平岡 敦/訳 徳間書店 2007.6 E

26 おちゃのじかんにきたとら 改訂新版 ジュディス・カー/作 晴海 耕平/訳 童話館出版 1999.1 E

27 おふろはいらないもん!
ジュリー・サイクス/作 ティム・ワーンズ/絵
もりむら かい/訳

文渓堂 1998.6 E

28 たいくつなトラ しまむら/ゆうこ‖文 たるいし/まこ‖絵 福音館書店 2014.6 E

29 だるまちゃんととらのこちゃん 加古/里子‖さく/え 福音館書店 2013.5 E

30 チュチュをきたトラ ファビ・サンティアゴ‖作 tara‖訳
文化学園文化
出版局

2019.3 E

31 トラ
スージー・エスターハス‖著 成島/悦雄‖監
修 渋谷/弘子‖訳

さ・え・ら書
房

2014.4 E

32 とらくんとぼく カザ敬子/文・絵 西村書店 1996.9 E

33 トラさん、あばれる ピーター・ブラウン‖作 青山/南‖訳 光村教育図書 2014.8 E
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34 トラさん、トラさん、木のうえに!
アヌシュカ・ラヴィシャンカール/ぶん プラク・ビ
スワス/え うちやま まりこ/やく

評論社 2007.6 E

35 とらさんおねがいおきないで
ブリッタ・テッケントラップ‖作・絵 木坂/
涼‖訳

ひさかたチャ
イルド

2017.1 E

36 トラといっしょに
ダイアン・ホフマイアー‖文 ジェシー・ホジスン
‖絵 さくま/ゆみこ‖訳

徳間書店 2020.8 E

37 とらとほしがき 韓国のむかしばなし
パク ジェヒョン/再話・絵 おおたけ きよみ/
訳

光村教育図書 2006.11 E

38 とらのことらこ きくち/ちき‖作・絵 小学館 2018.3 E

39 トラのじゅうたんになりたかったトラ
ジェラルド・ローズ/文・絵 ふしみ みさを/
訳

岩波書店 2011.10 E

40 トラのバターのパンケーキ ババジくんのおはなし
H.バンナーマン/さく F.マルチェリーノ/え
せな あいこ/やく

評論社 1998.10 E

41 とらのゆめ タイガー立石/さく・え ビリケン出版 2008.9 E

42 とらはえらい トラ年のひとの絵本 五味 太郎/作
クレヨンハウ
ス

2006.7 E

43 とらはらパーティー シン トングン/作・絵 ユン ヘジョン/訳 岩崎書店 2011.2 E

44 とらよりこわいほしがき 小沢 清子/文 太田 大八/絵 太平出版社 2003.4 E

45 トルーシー・トルトルとトラ
ヘレン・スティーヴンズ‖作 ふしみ/みさを
‖訳

BL出版 2016.5 E

46 ぼくのじまんのトラおじさん
ジェームズ・リオーダン/ぶん アレックス・アイリ
フ/え 久山 太市/やく

評論社 2002.8 E

47 むかしむかしとらとねこは… 中国のむかし話より 大島 英太郎/文・絵 福音館書店 2009.4 E

48 金剛山のトラ 韓国の昔話
クォン/ジョンセン‖再話 チョン/スンガク‖
絵 かみや/にじ‖訳

福音館書店 2017.6 E

49 虎落笛 富安 陽子/作 梶山 俊夫/絵 あかね書房 2002.12 E

50 人食いとらのおんがえし 松谷 みよ子/文 長野 ヒデ子/絵 佼成出版社 2007.4 E
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