
奥田北分館　12月展示リスト（児童展示）：十二支がいっぱい
展示期間　令和4年12月1日（木）～12月28日（水）

番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

1 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 2009.6 E

2 いとしの犬ハチ いもと ようこ/作・絵 講談社 2009.7 E

3 いなかのネズミとまちのネズミ [イソップ/原作] 蜂飼 耳/文 今井 彩乃/絵 岩崎書店 2009.10 E

4 いなばのしろうさぎ 赤羽 末吉/絵 舟崎 克彦/文 あかね書房 1995.10 E

5 イノザブロウとあたらしいともだち ふくざわ ゆみこ/さく PHP研究所 2007.4 E

6 うさぎとかめ
[イソップ‖原作] ジェリー・ピンクニー‖
作 さくま/ゆみこ‖訳

光村教育図書 2013.10 E

7 うしとざん 高畠/那生‖作 小学館 2020.12 E

8 うりぼうのごちそうさがし 国松 エリカ/著 佼成出版社 2008.11 E

9 うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフスキー/作 ピーター・ス
パイアー/絵 みなみもと ちか/訳

ポプラ社 1967年 E

10 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 2015.9 E

11 エルマーとヘビ
デビッド・マッキー/ぶんとえ きたむら さ
とし/やく

BL出版 2005.10 E

12 王さまになった羊飼い チベットの昔話 松瀬/七織‖再話 イ/ヨンギョン‖絵 福音館書店 2018.3 E

13 おしょうがつのかみさま おくはら/ゆめ‖[作] 大日本図書 2019.11 E

14 がまどんさるどん 日本のむかし話 大江 和子/文 太田 大八/絵 童話館出版 2010.2 E

15
金貨をくれるへび インド古典説話『パンチャタ
ントラ』より

おのえ たかこ/再話 寺岡 正道/絵 てらいんく 2005.11 E
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

16 ことりのゆうびんやさん
ニコライ・スラトコフ/原作 松谷 さやか/
ぶん はた こうしろう/え

福音館書店 2009.3 E

17 ことりをすきになった山
エリック=カール/絵 アリス=マクレーラン/
文 ゆあさ ふみえ/訳

偕成社 1987.10 E

18 さるじぞう 日本昔話より 矢崎 節夫/文 狩野 富貴子/絵 フレーベル館 1995.10 E

19 サルとトラ ラオス・モン族の民話
ヤン・サン/再話 ドゥア・リー/下絵 ヤ
ン・ロン/刺繍

福音館書店 2005.9 E

20 十二支のお節料理 川端 誠/作 BL出版 1999.12 E

21 十二支のおもちつき すとう/あさえ‖さく 早川/純子‖え 童心社 2016.10 E

22 十二支のことわざえほん 高畠 純/[作] 教育画劇 2006.10 E

23 十二支のしりとりえほん 高畠 純/作 教育画劇 2010.10 E

24 十二支のしんねんかい みき つきみ/文 柳原 良平/画 こぐま社 2012.11 E

25 十二支のどうぶつ小噺 川端/誠‖作 BL出版 2014.12 E

26 十二支のはじまり 十二支まるわかり 荒井 良二/絵 やまち かずひろ/文 小学館 2006.12 E

27 じゅうにしのはなしのつづき スギヤマ/カナヨ‖作・絵 ひかりのくに 2021.11 E

28 十二支のはやくちことばえほん 高畠 純/作 教育画劇 2008.10 E

29 しょうぼう馬のマックス
サラ・ロンドン/文 アン・アーノルド/絵
江国 香織/訳

岩波書店 1998.11 E

30 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

31 たつのこたろう 松谷 みよ子/文 朝倉 摂/絵 講談社 2010.8 E

32 だるまちゃんとうさぎちゃん 加古 里子/さく え 福音館書店 2008.4 E

33 とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール/さく さの ようこ/やく 偕成社 2006.9 E
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番号 タイトル 著者名 出版社 出版年 分類

34 どうして十二支にネコ年はないの?
ドリス・オーゲル/文 メイロ・ソー/絵 福
本 友美子/訳

徳間書店 2010.12 E

35 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

36 とりがないてるよ
ヨアル・ティーベリ‖ぶん アンナ・ベングトソ
ン‖え オスターグレン晴子‖やく

福音館書店 2014.3 E

37 ね,うし,とら……十二支のはなし 中国民話より
ドロシー・バン・ウォアコム/ぶん エロール・
ル・カイン/え へんみ まさなお/やく

ほるぷ出版 1979年 E

38
ノロウェイの黒牛 イギリス・スコットランドの
むかしばなし

なかがわ/ちひろ‖文 さとう/ゆうすけ‖絵 BL出版 2019.3 E

39 はちみついろのうま 小風 さち/作 オリガ・ヤクトーヴィチ/絵 福音館書店 2001.4 E

40 ひっこしだいさくせん たしろ ちさと/さく ほるぷ出版 2010.4 E

41 ヘビくんどうなったとおもう? みやにし たつや/作・絵 ポプラ社 2007.4 E

42 ぼくにげちゃうよ
マーガレット・W・ブラウン/ぶん クレメン
ト・ハード/え いわた みみ/やく

ほるぷ出版 1978年 E

43
ぼくらはいつもいっしょだよ どんなにきみがす
きだかあててごらん

サム・マクブラットニィ‖さく 小川/仁央
‖やく

評論社 2013.10 E

44 マシューのゆめ えかきになったねずみのはなし レオ=レオニ/作 谷川 俊太郎/訳 好学社 1992.1 E

45 まゆとうりんこ 富安/陽子‖文 降矢/なな‖絵 福音館書店 2013.4 E

46 まゆとりゅう 富安 陽子/文 降矢 なな/絵 福音館書店 2008.2 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 ラルーシとひつじのぼうや
サゾン・スラザーコフ/作 松谷 さやか/訳
ベーラ・フレーブニコワ/絵

福音館書店 2001.11 E

49 十二支動物のヒミツ 大高 成元/著 川口 幸男/著 中里 竜二/著 小学館 2006.12 K480

50
ちゅうごくの十二支のものがたり 甲骨もじであ
そぶ

おうよう かりょう/甲骨もじ せき とみこ/
お話

JULA出版局 2009.12 K821
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