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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

いぬ 今泉忠明／監修 学習研究社 ２００６．１０ 645 

いぬ  学習研究社 ２００１．４ 645 

犬とあそぼう 倉澤七生／ぶん・え 大日本図書 ２０００．１２ 645 

犬の大研究 宇都宮直子／著 茨木祥之／画 ＰＨＰ研究所 ２００４．２ 645 

イヌの大常識 合津玲子／文 中島眞理／監修 ポプラ社 ２００５．１０ 645 

イヌのひみつ タカシトシコ／〔ほか〕文 ポプラ社 １９９７．６ 645 

くらべてわかる！イヌとネコ 浜田一男／写真 大野瑞絵／著 岩崎書店 ２０１５．１１ 645 

図説知っておきたい！スポット５０いぬ 
カミラ・ド・Ｂａｂｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ／訳出協力 

ラ・ベドワイエール／著 
六耀社 ２０１６．１２ 645 

まるごと犬百科 １～６  金の星社 ２００５．３ 645 

犬ってどんなどうぶつ？ 

●リストは、平成2９年12月現在、埼玉県立久喜図書館子ども図書室で所蔵している資料です。 

資料展示リスト（１月６日～２月２２日） 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

久喜市下早見85－5 Tel：0480-21-2659 

  

犬 の本 

大集合！ 

 ずっと昔から、わたしたち人間と生活をともにしてきた犬。今回はそんな、

「犬」に関する本を集めてみました！ 

 今年は戌
いぬ

年。みなさんもこの機会に、犬がでてくる本を読んでみませんか？ 

埼玉県のマスコット 

コバトン 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

アンガスとあひる 
マージョリー・フラック／さく・え  

瀬田貞二／やく 
福音館書店 １９８１．８ E 

 ●シリーズ アンガスとねこ、まいごのアンガス、トプシーとアンガス、ベスとアンガス  

いぬ 
ジョン・バーニンガム／作  

谷川俊太郎／訳 
富山房 １９８３．９ E 

いぬおことわり！ 
Ｈ．Ａ．レイ／え  

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 
偕成社 １９９７．２ E 

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 ２０１４．２ E 

オオカミから犬へ！ 
ハドソン・タルボット／作・絵  

真木文絵／訳 
岩崎書店 ２０１６．１２ E 

ガストン 
ケリー・ディプッチオ／文  

クリスチャン・ロビンソン／絵 
講談社 ２０１６．２ E 

 ●続編 アントワネット 

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 
福音館書店 １９８２．１１ E 

こいぬのくんくん 
ディック・ブルーナ／ぶん／え  

まつおかきょうこ／やく 
福音館書店 ２０１０．４ E 

しあわせないぬになるには 
ジョー・ウィリアムソン／作・絵  

木坂涼／訳 
徳間書店 ２０１６．１ E 

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 

はたらく犬 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ありがとう。バディ 吉田太郎／著 セブン＆アイ出版 ２０１５．７ 374 

いのちをつなぐ 大木トオル／著 岩崎書店 ２０１２．１２ 369 

いのちをつなぐ犬 夢之丞物語 佐藤真澄／著 静山社 ２０１６．４ 645 

がんばれ！名犬チロリ おおきとおる／作 うるしばらとうじ／絵 岩崎書店 ２０１４．１０ 645 

奇跡の犬、ウィル 吉田太郎／著 セブン＆アイ出版 ２０１６．２ 374 

奇跡の名犬物語 
プーミポン・アドゥンヤデート国王陛下／著  

赤木攻／訳 
世界文化社 ２００６．１２ 645 

クイールはもうどう犬になった こわせ・たまみ／文 秋元良平／写真 ひさかたチャイルド １９９２．４ 369 

警察犬になったアンズ 鈴木博房／著 岩崎書店 ２０１６．８ 645 

災害救助犬がんばる 舟越健之輔／著 ポプラ社 ２００５．３ 645 

しらべよう！はたらく犬たち １～４  ポプラ社 ２０１０．３ 645 

聴導犬ロッキー 桑原崇寿／作 日高康志／画 ハート出版 ２００６．４ 916 

ホームヘルパー犬ミルキー 井上夕香／文 川崎芳子／監修 国土社 ２０１４．１ 369 

ほんとうの南極犬物語 綾野まさる／作 日高康志／画 ハート出版 ２００６．７ 916 

名犬チロリ 大木トオル／著 岩崎書店 ２０１２．１ 645 

盲導犬クイールの一生 秋元良平／写真 石黒謙吾／文 文藝春秋 ２００１．４ 916 

盲導犬リチャードからのおくりもの 国松俊英／編 ポプラ社 ２００８．４ 480 

やまとゆきはら 関屋敏隆／さく 福音館書店 ２００２．１０ E 

犬がでてくる絵本 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

せかいでいちばんおりこうないぬ 
アニタ・ジェラーム／さくえ  

常陸宮妃華子／やく 
国土社 １９９６．１２ E 

それゆけ、ブラシ 
ペーレ・カルデルス／ぶん  

カルム・ソレ・ヴェンドレル／え 
ほるぷ出版 １９８７．４ E 

たいほうだまシンプ 
ジョン・バーニンガム／作  

おおかわひろこ／訳 
ほるぷ出版 １９７９．３ E 

タクシーのすきな犬 
スベン・オットー／さく  

奥田継夫／やく 
評論社 １９７９．１２ E 

ちいさないぬ 
デサンカ・マキシモヴィッチ／作  

ユゼフ・ウィルコン／絵 
フレーベル館 １９８３．７ E 

ちいさないぬのゆめ…でした 
ルース・ボーンスタイン／さく  

おくだつぐお／やく 
ほるぷ出版 １９８１．８ E 

チップとチョコのおでかけ どいかや／作／絵 文渓堂 １９９６．４ E 

チューチューこいぬ 長新太／さく ブックローン出版 １９９２．１ E 

どうながのプレッツェル 
Ｈ．Ａ．レイ／絵 

マーグレット・レイ／文 
福音館書店 １９７８．１０ E 

トビーのごはん 
トリーナ・ニヒネージェ／作  

アニー・ウエスト／絵 

アイルランドフュー

シャ奈良書店 
２０１６．１２ E 

どろんこハリー 
ジーン・ジオン／ぶん  

マーガレット・ブロイ・グレアム／え 
福音館書店 １９６４．３ E 

 ●シリーズ うみべのハリー、ハリーのセーター、ハリーとうたうおとなりさん 

なかないで、アーサー 
エマ・チチェスター・クラーク／作・絵  

こだまともこ／訳 
徳間書店 ２０１７．１ E 

７日（なのか）だけのローリー 片山健／〔作〕 学習研究社 ２００７．８ E 

パイがふたつあったおはなし 
ビアトリクス・ポター／さく・え  

いしいももこ／やく 
福音館書店 ２００２．１０ E 

バックルさんとめいけんグロリア 
ペギー・ラスマン／さく・え  

ひがしはるみ／やく 
徳間書店 １９９７．１０ E 

バムとケロのにちようび 島田ゆか／作／絵 文渓堂 １９９４．９ E 

 ●シリーズ バムとケロのそらのたび、バムとケロのさむいあさ、バムとケロのおかいもの、バムとケロのもりのこや 

ベンジーのふねのたび 
マーガレット・ブロイ・グレアム／さく  

わたなべしげお／やく 
福音館書店 １９８０．４ E 

 ●シリーズ ベンジーのいぬごや、ベンジーとおうむのティリー、ベンジーとはずかしがりやのフィフィ 

まちのいぬといなかのかえる 
モー・ウィレムズ／文  

ジョン・Ｊ．ミュース／絵 
岩波書店 ２０１１．２ E 

マドレーヌといぬ 
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画  

瀬田貞二／訳 
福音館書店 １９７３ E 

モリーはどこ？ 
ウーリ・ヴァース／作  

遠山明子／訳 
ほるぷ出版 １９９６．１２ E 

やさしいライオン やなせ・たかし／作・絵 フレーベル館 １９８１．２ E 

ろくべえまってろよ 灰谷健次郎／作 長新太／絵 文研出版 １９８１．３ E 

わんわん 長野ヒデ子／さく・え ポプラ社 ２００８．５ E 

犬がでてくる物語 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

いつもそばに犬がいた ゲイリー・ポールセン／作 はらるい／訳 文研出版 ２００６．７ 933 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

いぬとねこ ソ・ジョンオ／再話 シン・ミンジェ／絵 光村教育図書 ２００７．７ E 

犬になった王子 君島久子／文 後藤仁／絵 岩波書店 ２０１３．１１ E 

そばがらじさまとまめじさま 小林輝子／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ２００８．１０ E 

ねこといぬとたからの玉 藤かおる／文 梶山俊夫／絵 太平出版社 ２００１．１ E 

はなさかじい 瀬川康男／絵 松谷みよ子／文 フレーベル館 ２００２．１１ E 

はなさかじい 長谷川摂子／文 伊藤秀男／絵 岩波書店 ２００８．１１ E 

ブレーメンのおんがくたい 
ハンス・フィッシャー／え   

せたていじ／やく 
福音館書店 １９８２．１０ E 

ももたろう 瀬川康男／絵 松谷みよ子／文 フレーベル館 ２００２．１２ E 

ももたろう 松居直／文 赤羽末吉／画 福音館書店 １９６５ E 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

犬になった少年 
アラン・アルバーグ／作  

フリッツ・ウェグナー／絵 
偕成社 １９９５．７ ｱﾙ 

犬のことばが聞こえたら 
パトリシア・マクラクラン／作  

こだまともこ／訳 
徳間書店 ２０１２．１２ 933 

おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン／著 三辺律子／訳 偕成社 ２０１３．９ 933 

がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー／作 松岡享子／訳 学習研究社 ２００７．６ 933 

消えた少年のひみつ 
ドリー・ヒルスタッド・バトラー／作  

もりうちすみこ／訳 
国土社 ２０１２．５ 933 

子犬のロクがやってきた 中川李枝子／作 中川宗弥／画 岩波書店 １９９１．１１ 913 

狛犬の佐助 伊藤遊／作 岡本順／絵 ポプラ社 ２０１３．２ 913.6 

新訳名犬ラッシー エリック・ナイト／作 中村凪子／訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１５．５ 933 

すっとび犬指名手配 ジェレミー・ストロング／作 岡本浜江／訳 文研出版 ２００８．１ 933 

すっとび犬のしつけ方 ジェレミー・ストロング／作 岡本浜江／訳 文研出版 ２００５．３ 933 

透明犬メイ 辻貴司／作 丹地陽子／絵 岩崎書店 ２０１６．８ 913.6 

トルネード！ 
ベッツィ・バイアーズ／作  

もりうちすみこ／訳 
学研教育出版 ２０１５．５ 933 

なぞの火災報知器事件  

(名探偵犬バディ) 

ドリー・ヒルスタッド・バトラー／作  

もりうちすみこ／訳 
国土社 ２０１３．９ 933 

 ●シリーズ すりかわったチャンピオン犬、なぞのワゴン車を追え！、なぞの火災報知器事件、青い舌の怪獣をさがせ！ 

のら犬ホットドッグ大かつやく 
シャーロッテ・ブレイ／作  

オスターグレン晴子／訳 
徳間書店 ２０１１．１１ 949 

フランダースの犬 ウィーダ／作 雨沢泰／訳 偕成社 ２０１１．４ 933 

ぼくのイヌ 
ナネット・ニューマン／さく  

掛川恭子／やく 
国土社 １９８５．１１ ニ 

まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス／作 猪熊葉子／訳 岩波書店 １９８９．７ ピ 

名犬ラッシー エリック・Ｍ．ナイト／作 邑田晶子／訳 集英社 １９９７．７ 933 

夢見る犬たち クリフ・マクニッシュ／作 浜田かつこ／訳 金の星社 ２０１５．８ 933 

りっぱな犬になる方法 きたやまようこ／作  理論社 １９９２．１１ 917 

わたしの愛犬ビンゴ 
アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵  

今泉吉晴／訳・解説 
童心社 ２０１０．１ 933 

わたしの犬、ラッキー ダイアン・メイコック／作 若林千鶴／訳 あすなろ書房 ２０１０．１２ 933 

わんわん村のおはなし 中川李枝子／さく 山脇百合子／え 福音館書店 １９８６．１ 913 

犬がでてくる民話・昔話 


