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ネズミを知ろう 

資料展示リスト（7月9日～9月1日） 

   いわむらかずおさん作の絵本『１４ひきシリーズ』

は、「ヒメネズミ」がモデルって知っていますか。 

 『１４ひきシリーズ』をはじめ、『ぐりとぐら』や 

『ねずみくんのチョッキ』など、ネズミは数多くの本 

の主人公になっています。                                

 今回はそんな、私たち人間と関わりの深い「ネズミ」

に関する本を集めてみました。  

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

生き物たちの冬ごし図鑑 今泉忠明／監修 汐文社 2017 460ｲｷ 

絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄／文 福音館書店 1994 481ｴﾄ 

カヤネズミの四季 白石哲／著 文研出版 1988 48ｶ 

カヤネズミの話 宮原義夫／著 上毛新聞社 2003 489ｶﾔ 

カワネズミの谷 北垣憲仁／著 フレーベル館 1996 48ｶ 

知ってるかな？ネズミの生活 サンパール／絵 旺文社 2006 489ｼﾂ 

進化がわかる動物図鑑 ネイチャー・プロ編集室／構成・文 ほるぷ出版 1998 480ｼﾝ 

すぐそこに、カヤネズミ 畠佐代子／著 くもん出版 2015 489ｽｸ 

天井からジネズミ 佐伯元子／文 学研教育出版 2015 489ﾃﾝ 

ネズミ 宇田川竜男／著 誠文堂新光社 1987 48ﾈ 

ネズミが地球を征服する？ 日高敏隆／著 筑摩書房 1972 48ﾈ 

ネズミの話 宇田川竜男／著 北隆館 1974 48U 

ネズミのぼうけん イリアン・ロールス／作・絵 偕成社 1980 48ﾈ 

野ネズミの森 今泉吉晴／著 フレーベル館 1996 48ﾉ 

ヒメネズミ森をつくる 吉原順平／文 金の星社 1980 48ﾋ 
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物語(外国の作品) 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

川ねずみのポーの花火 北村けんじ／作 小峰書店 2000 913.6ｷﾀ006 

ガンバとカワウソの冒険 斎藤惇夫／作 岩波書店 1982 913ｻ 

じねずみのおやこ 椋鳩十／著  小峰書店 1975 ﾑ 

大切な仲間たち 辻信太郎／文 サンリオ 2007 913.6ﾂｼ027 

ねずみ小僧の谷 内田映一／著 けやき書房 2001 913.6ｳﾁ021 

ネズミ島物語 椋鳩十／著  ポプラ社  1980 ﾑ 

放課後の時間割 岡田淳／著 偕成社 1990 ｵ 

冒険者たち 斎藤惇夫／作 岩波書店 1982 913ｻ 

森のネズミのおひっこし 岡野薫子／作 ポプラ社 1983 ｵ 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

石のネズミストーン・マウス ジェニー・ニモ／作 偕成社 1997 933ﾆﾓ701 

いなかのねずみとまちのねずみ アイソポス／作 偕成社 1991 99ｲ 

親子ネズミの冒険 ラッセル・ホーバン／作 評論社 1978 93ﾎ 

学校ねずみのフローラ ディック・キング＝スミ
ス／作 童話館出版 1996 ｷﾝ 

川べのゆかいな仲間たち ケネス・グレアム／原作 講談社 1993 ｸﾞ 

くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ／
作 岩波書店 1987 933ｼﾔ764 

●ｼﾘｰｽﾞ 
ダイヤの館の冒険、ひみつの塔の
冒険他 

マージェリー・シャープ／
作 岩波書店 1987～ 933ｼﾔ764 

子ねずみラルフのぼうけん ベバリー・クリアリー／作 童話館出版 1996 ｸﾘ 

たのしい川べ ケネス・グレーアム／作 岩波書店 1983 ｸﾞ 

でっかいねずみとちっちゃなライ
オン イブ・タイタス／ぶん 大日本図書 2011 933ﾀｲ715 

どぶねずみ大作戦 イレーヌ・シュワルツ／作 童話館出版 1997 953ｼﾕ702 

トンデモネズミ大活躍 ポール・ギャリコ／作 岩波書店 1991 93ｷﾞ 

兄さんネズミがさらわれた！ アリソン＝アトリー／作 偕成社 1986 93ｱ 

ネズミさんとモグラくんの楽しい
おうち 

ウォン・ハーバート・
イー／作 小峰書店 2010 933ｲ･702 

●ｼﾘｰｽﾞ 
新しい日がはじまるよ、ふかふか
の羽の友だち他 

ウォン・ハーバート・
イー／作 小峰書店 2011～ 933ｲ･702 

ネズミだって考える フレドリック・ヴァーレ／
文 ＢＬ出版 2009 943ｳｱ747 

ねずみのオスカーとはるのおくり
もの リリアン・ホーバン／作 のら書店 2012 933ﾎﾊ702 

野ねずみハツラツ六つのぼうけん ジャン・ウォール／作 童話館出版 1996 933ｳｵ761 

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／
さく 福音館書店 1992 ｳｲ731 

ひげねずみくんへ アン・ホワイトヘッド・ナ
グダ／さく 福音館書店 2005 933ﾅｸ701 

魔女がいっぱい ロアルド・ダール／著 評論社 2006 933ﾀﾙ702 

勇者の剣 ブライアン・ジェイクス／
作 徳間書店 1999 933ｼｴ730 

●ｼﾘｰｽﾞ 
モスフラワーの森、幽霊船から来
た少年他 

ブライアン・ジェイクス／
作 徳間書店 2001～ 933ｼｴ730 

物語(日本の作品) 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

おばあさんのすぷーん 神沢利子／さく 富山妙子／え 福音館書店 1970 Eﾄﾐ002 

おむすびころりん 富安陽子／文 小学館 2009 Eｼﾗ045 

ぐりとぐら 中川李枝子／さく 福音館書店 2007 Eｵｵ108 

●ｼﾘｰｽﾞ 
ぐりとぐらとくるりくら､ 
ぐりとぐらとすみれちゃん他 

なかがわりえこ／さく 福音館書店 1977～ Eﾔﾏ014 

じゅうにしものがたり 瀬川康男／作 グランまま社 2006 Eｾｶ001 

１４ひきのひっこし いわむらかずお／さく 童心社 1983 Eｼﾞ 

●ｼﾘｰｽﾞ 
１４ひきのあさごはん､ 
１４ひきのおつきみ他 

いわむらかずお／さく 童心社 1983～ Eｲﾜ005 
Eｼﾞ 

ずいずいずっころばし せがわやすお／作 福音館書店 2014 Eｾｶ001 

ツェねずみ 宮沢賢治／作 三起商行 2009 Eｲｼ070 

ねずみきょう 香山美子／文 教育画劇 2003 Eｴﾝ003 

ねずみくんのおくりもの つちだよしはる／文絵 教育画劇 2018 Eﾂﾁ003 

ねずみくんのチョッキ なかえよしを／作 ポプラ社 1982 Eｳｴ004 

●ｼﾘｰｽﾞ 
とりかえっこ！ねずみくんのチョッ
キ、ねずみくんうみへいく他 

なかえよしを／作  
上野紀子／絵 

ポプラ社 1999～ Eｳｴ004 

ネズミさんこっちをむいて 舟崎靖子／文 偕成社 1982 Eﾈ 

ねずみじょうど 瀬田貞二／再話 福音館書店 1977 Eﾈ 

ねずみじょうど 長谷川摂子／文 岩波書店 2008 Eｼﾓ014 

ねずみにわとりねこいたち 望月新三郎／作 ポプラ社 1988 Eﾈ 

ねずみのおいしゃさま 中川正文／さく 福音館書店 2008 Eﾔﾏ014 

ねずみの王女 斎藤君子／文 ほるぷ出版 1992 Eﾈ 

ねずみのおよめさん 小野かおる／再話／画 福音館書店 2016 Eｵﾉ002 

ねずみのくれたふくべっこ 松谷みよ子／ぶん 第一法規出版 1980 Eﾈ 

ねずみのくれたふくべっこ 松谷みよ子／文 童心社 2000 Eﾏﾙ002 

ねずみのしょうぼうたい かこさとし／文と絵 偕成社 1985 Eﾈ 

ねずみのすもう いもとようこ／文・絵 金の星社 2011 Eｲﾓ001 

ねずみのすもう 大川悦生／作 ポプラ社 1977 Eｳﾒ003 

ねずみのすもう 神沢利子／文 偕成社 1983 Eﾈ 

ねずみのすもう 樋口淳／ぶん ほるぷ出版 1986 Eﾜﾀ002 

ねずみのつくったあさごはん あわなおこ／さく 秋書房 1981 Eﾈ 

ねずみのむこさがし 小澤俊夫／さいわ くもん出版 2006 Eｵﾎ001 

ねずみのよめいり 小澤俊夫／再話 くもん出版 2007 Eｶﾅ027 

ハウコラの森ものがたり 月埜灯／作・絵 出版ワークス 2018 Eﾂｷ005 

もりのひなまつり こいでやすこ／さく 福音館書店 2000 Eｺｲ002 

絵本(日本の作品) 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ／作 好学社 1987 Eﾚｵ702 
いなかのネズミとまちのネズミ イソップ／原作 岩崎書店 2009 Eｲﾏ052 

リンドバーグ 
トーベン・クールマン／作  
金原瑞人／訳 

ブロンズ新社 2015 Eｸﾙ728 

●ｼﾘｰｽﾞ 
アームストロング、エジソン 

トーベン・クールマン／作  
金原瑞人／訳 

ブロンズ新社 2017 Eｸﾙ728 

春のピクニック ジル・バークレム／作 講談社 1996 Eﾊ 
●ｼﾘｰｽﾞ 
小川のほとりで、木の実のなるころ
他 

ジル・バークレム／作 講談社 1981 Eﾊｸ701 

かべのむこうになにがある？ ブリッタ・テッケントラップ／作 ＢＬ出版 2018 Eﾃﾂ704 
きつねとねずみ ビアンキ／さく 福音館書店 2008 Eﾔﾏ010 
きつねとねずみ ヴィターリー・ビアンキ／文 ネット武蔵野 2007 Eﾜｽ703 
教会ねずみとのんきなねこ グレアム・オークリー／作・絵 徳間書店 2011 Eｵｸ704 
●ｼﾘｰｽﾞ 
教会ねずみとのんきなねこのわるも
のたいじ他 

グレアム・オークリー／作・絵 徳間書店 2011～ Eｵｸ704 

七ひきのねずみ エド・ヤング／作 古今社 1999 Eﾔﾝ704 
てぶくろ エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え 福音館書店 1965 Eﾗﾁ701 
どうするティリー？ レオ・レオーニ／著 あすなろ書房 2002 Eﾚｵ702 
としょかんねずみ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 2012 Eｶｸ703 
２ひきのわるいねずみのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 2002 Eﾎﾀ703 
人形の家にすんでいたネズミ一家の
おはなし マイケル・ボンド／文 徳間書店 2016 Eｻﾂ714 

ねずみ１．２．３ エレン・ストール・ウォルシュ／
作 セーラー出版 1993 Eﾈ 

ねずみ先生、ちゅうしゃはやめて！ フレデリック・ステール／さく 偕成社 1993 Eﾈ 
ねずみとくじら ウィリアム・スタイグ／作 評論社 1976 Eﾈ 
ネズミなんていないでしょ？ バーナード・ウェーバー／さく あかね書房 1996 Eﾈ 
ねずみにぴったりののりもの マリー・ホール・エッツ／さく 好学社 2016 Eｴﾂ701 
ねずみのいえさがし ヘレン・ピアス／さく 童話屋 1984 Eﾈ 
●ｼﾘｰｽﾞ 
ねずみのともだちさがし他 ヘレン・ピアス／さく 童話屋 1984 Eﾈ 

ねずみのおよめいり モニカ・チャン／文 河出書房新社 1994 Eﾈ 
ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス／文 童話館 1995 Eｶﾙ701 
ねずみの歯いしゃさんアフリカへい
く ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版 1995 Eﾈ 

ねずみのへやもありません カイル・ミューバーン／ぶん 岩崎書店 2011 Eﾌﾗ825 

ねずみのペレスと歯のおはなし 
アナ・クリスティーナ・エレロス 
／さく 

ロクリン社 2018 Eﾛﾋ713 

ねずみのぼうや Ｓ．マルシャーク／作 理論社 1976 Eﾈ 

ねずみのマウリッツ イングリット・シューベルト／作 文化学園文化
出版局 2018 Eｼﾕ716 

ネズミのゆうびんやさん マリアンヌ・デュブク／さく 偕成社 2017 Eﾃﾕ739 
ネズミのゆうびんやさんのなつやす
み マリアンヌ・デュブク／さく 偕成社 2017 Eﾃﾕ739 

ねずみのラットのやっかいなしっぽ アリスン・アトリー／さく 童話館出版 2003 Eﾃﾝ703 
のねずみタイニィのだいぼうけん マーティン・ウォーデル／さく ＢＬ出版 2004 Eﾛﾚ711 
のねずみチュウチュウおくさんのお
はなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 2002 Eﾎﾀ702 

歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ 評論社 1991 Eｽﾀ705 
ふしぎなしろねずみ チャンチョルムン／文 岩波書店 2009 Eﾕﾝ501 
フレデリック レオ＝レオニ／作 好学社 1987 Eﾚｵ702 
ぼくたちのプレゼントはどこ？ リチャード・スキャリー／さく 好学社 2018 Eｽｷ701 
まちねずみジョニーのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 2002 Eﾎﾀ701 
まちのねずみといなかのねずみ イソップ／作 童話館出版 1997 Eｶﾙ701 
ライオンとねずみ ジェリー・ピンクニー／作 光村教育図書 2010 Eﾋﾝ701 
カヤネズミのおかあさん キム・ファン／脚本 童心社 2015 Kｶﾔ 

絵本(外国の作品) 


