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資料展示リスト（2016年１１月 2６日～201７年２月５日） 
 

   

 

 

 

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

いなばの白ウサギ  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

イノシシとお月さま  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

うさぎはやっぱり  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ７（卯）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2006 E/ｺﾐ 001 

おもちのすきなヘビのおふじ  （十二支むかしむかしシリー

ズ） 
谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

おりがみで十二支を折ろう  （ファミリーサポート） 富田桂子／著 いしずえ 2002 754/ｵﾘ 

ガシガシねずみくん  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ４

（子）） 
五味太郎／作 クレヨンハウス 2006 E/ｺﾐ 001 

クリスマス・正月の工作図鑑 岩藤しおい／著 いかだ社 2007 750/ｸﾘ 

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 

埼玉県のマスコット 

コバトン 

１年の終わりが近づくと、来年の干支（えと）にちなんだ絵や置物が街を賑わせます。 

申（サル）は間もなく１２年に１度の役割を終え、酉（トリ）にバトンタッチします。 

ところで、十二支の動物って、どうやって決まったのでしょうか？ 

なぜ、あの動物がいないのでしょうか？ 

今回は、そのいわれや秘密など、十二支のことがわかる本を紹介します。 

それぞれの干支のことや、自分や家族の干支について調べてみてはいかがでしょう？ 

また、さるやとりが出てくる本も集めてみました。合わせて楽しんでください！ 

も く じ 

1 十二支を知る 十二支で楽しむ…１～3ｐ 

2 とりの本 とりのおはなし…３～４ｐ 

3 さるの本 さるのおはなし…５ｐ 

●リストは、平成 28年１０月末現在、埼玉県立久喜図書館こども図書室で所蔵している資料です。 

。 
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書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

げんきにわんわん  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ２（戌）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2005 E/ｺﾐ 001 

子ウシをすくった母ウシ  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

ことば遊び絵事典  （日本語おもしろ絵事典 １） 
ことばと遊ぶ会／

編 
あすなろ書房 2007 807/ｺﾄ 

しっかりはしれば  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ３（亥）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2005 E/ｺﾐ 001 

十二支動物のヒミツ  （フォト絵本） 大高成元／著 小学館 2006 388/ｼﾕ 

十二支のお正月 川端誠／著 リブロポート 1985 38/ｼﾞ 

十二支のお節料理 川端誠／作 ＢＬ出版 1999 E/ｶﾜ 016 

じゅうにしのおはなし 
ゆきのゆみこ／

文 

ひさかたチャ

イルド 
2004 E/ｸｽ 008 

じゅうにしのおはなしめいろ  （講談社の創作絵本） 奥野涼子／作 講談社 2011 E/ｵｸ 009 

十二支のおもちつき すとうあさえ／さく 童心社 2016 E/ﾊﾔ 052 

十二支のおやこえほん 高畠純／作 教育画劇 2013 E/ﾀｶ 036 

十二支のことわざえほん 高畠純／作 教育画劇 2006 814/ｼﾕ 

十二支の子どものあそびいろはがるた 川端誠／著 リブロポート 1987 38/ｼﾞ 

十二支のしりとりえほん 高畠純／作 教育画劇 2010 E/ﾀｶ 036 

十二支のしんねんかい みきつきみ／文 こぐま社 2012 E/ﾔﾅ 003 

十二支の年越  （リブロの絵本） 川端誠／著 リブロポート 1983 38/ｼﾞ 

十二支のどうぶつ小噺 川端誠／作 ＢＬ出版 2014 E/ｶﾜ 016 

十二支の年賀状  （リブロの絵本） 川端誠／著 リブロポート 1994 72/ｼﾞ 

十二支のはじまり  （おはなしのほん） 
高谷まちこ／ぶん

とえ 

ハッピーオウ

ル社 
2009 E/ﾀｶ 243 

十二支のはじまり  （日本の民話えほん） 岩崎京子／文 教育画劇 1997 E/ﾌﾀ 002 

十二支のはじまり  （てのひらむかしばなし） 長谷川摂子／文 岩波書店 2004 E/ﾔﾏ 122 

十二支のはじまり  （おひさまのほん） 荒井良二／絵 小学館 2006 E/ｱﾗ 011 

十二支のはじまり 
いもとようこ／文・

絵 
金の星社 2015 E/ｲﾓ 001 

十二しのはじまり 木暮正夫／文 世界文化社 1988 E/ｼﾞ 

十二支のはじまり  （行事むかしむかし・十二支のはなし） 谷真介／文 佼成出版社 1990 E/ｼﾞ 

十二支のはやくちことばえほん 高畠純／作 教育画劇 2008 807/ｼﾕ 

十二支のひみつ 
チャン・リンリン／

さく 
新世研 2001 E/ﾘ 516 

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 

たびはみちづれ  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 １０（午）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2007 E/ｺﾐ 001 

たまごから生まれたウマ  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

     



3 

 

書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

だあれがいちばん十二支のおはなし  （中国のむかしばなし 

１） 
東山凱／訳 

中国出版トー

ハン 
2011 E/ﾀｱ 

ちゅうごくの十二支のものがたり 
おうようかりょう／

甲骨もじ 
ＪＵＬＡ出版局 2009 E/ﾁﾕ 

トラのおんがえし  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

とらはえらい  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ６（寅）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2006 E/ｺﾐ 001 

どうして十二支にネコ年はないの？ 
ドリス・オーゲル

／文 
徳間書店 2010 E/ｿ･503 

なにしているの？  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ８（辰）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2007 E/ｺﾐ 001 

ね、うし、とら…十二支のはなし 
ドロシー・バン・ウ

ォアコム／文 
ほるぷ出版 1978 E/ﾙｶ 703 

ねこどんとねずみどん  （ワンダー民話館） 水谷章三／文 世界文化社 2005 E/ﾅｶ 071 

ネズミのよめいり  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

ヒツジのおやこのおくりもの  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2007 E/ｱｶ 012 

ふしぎな黒イヌ  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2007 E/ｱｶ 012 

みりょくのみ  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ９（巳）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2007 E/ｺﾐ 001 

みんなのひつじさん  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 １１

（未）） 
五味太郎／作 クレヨンハウス 2008 E/ｺﾐ 001 

もっと知りたい！十二支のひみつ 大高成元／著 小学館 2006 388/ﾓﾂ 

モーイイヨ  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 ５（丑）） 五味太郎／作 クレヨンハウス 2006 E/ｺﾐ 001 

らいねんはなにどし？  （復刊紙芝居冬もぽかぽか行事とお

はなし） 

上地ちづ子／脚

本 
童心社 2015 K/ﾗｲ 

リュウのむすめとおいしゃさん  （十二支むかしむかしシリー

ズ） 
谷真介／文 佼成出版社 2006 E/ｱｶ 012 

 

 

 

書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

あひるさんとにわとりさん  （村山籌子幼年かみしばい） 村山籌子／原作 童心社 2002 K/ｱﾋ 

あわてんぼうのニワトリねえさん  （十二支むかしむかしシリ

ーズ） 
谷真介／文 佼成出版社 2007 E/ｱｶ 012 

１わのおんどりコケコッコー  （世界傑作絵本シリーズ） 
イリーナ・ザトゥロ

フスカヤ／さく 
福音館書店 2014 E/ｻﾄ 706 

飼い方観察完全ガイド ６ 学校で飼う小鳥・は虫類 木村義志／著 学習研究社 2007 480/ｶｲ 

カンテクレール ヨー・ルーツ／作 
朝日学生新聞

社 
2012 E/ﾌﾚ 765 
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書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

学校で飼う動物ぎもん・しつもん１１０ 中川美穂子／著 偕成社 2008 480/ｶﾂ 

こけこっこー  （たんぽぽえほんシリーズ） 林木林／作 鈴木出版 2011 E/ﾆｼ 109 

コッケモーモー！ 
ジュリエット・ダラ

ス＝コンテ／文 
徳間書店 2001 E/ﾊﾄ 702 

こどものとも ５５ いぬとにわとり （「母の友」絵本 ５５）   福音館書店 1996 E/ｺ 

しっこっこのこけこっこ  （ヒデ子さんのうたあそびえほん） 長野ヒデ子／作 佼成出版社 2007 E/ﾜｶ 007 

育てるふれあう飼い方図鑑 ３ ニワトリ アヒル ウズラ   ポプラ社 1998 480/ｿﾀ 

たまごがさきか、ニワトリがさきか？  （調べるっておもしろ

い！） 
七尾純／著 アリス館 2000 467/ﾀﾏ 

ととけっこう よがあけた  （わらべうたえほん） 
こばやしえみこ／

案 
こぐま社 2005 E/ﾏｼ 001 

動物たちはセラピスト ８つのきずな  （動物感動ノンフィク

ション） 

アレン・アンダー

ソン／著 
学研教育出版 2013 936/ﾄｳ 

どこどこここ・ここ…  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 １

（酉）） 
五味太郎／作 クレヨンハウス 2005 E/ｺﾐ 001 

にわとりこっことソーセージ  （至光社ブッククラブ国際版絵

本） 

篠崎三朗／絵と

文 
至光社 2011 E/ｼﾉ 007 

にわとりとたまご イエラ・マリ／さく ほるぷ出版 1995 E/ﾆ 

ニワトリとともに  （農家になろう １０） 常見藤代／写真 
農山漁村文化

協会 
2014 646/ﾆﾜ 

にわとりとっと  （童心社のかみしばい） 
渡辺享子／脚本・

絵 
童心社 2000 K/ﾆﾜ 

ニワトリの絵本  （そだててあそぼう ２０） 山上善久／へん 
農山漁村文化

協会 
1999 646/ﾆﾜ 

にわとりのおっぱい  （講談社の創作絵本） 山本省三／作 講談社 2005 E/ﾔﾏ 107 

にわとりママとはじめてのたまご  （世界の絵本） 
アンドレ・ダーハ

ン／作 
講談社 2005 E/ﾀﾊ 701 

にわとり城  （こぐまのどんどんぶんこ） 松野正子／作 こぐま社 2016 
913.6/ﾏﾂ

003 

びっくりたまご レオ＝レオニ／作 好学社 1996 E/ﾋﾞ 

ぴよぴよぴよ  （福音館あかちゃんの絵本） 平野剛／さく 福音館書店 1987 E/ﾋﾗ 009 

ふくろうとにわとり  （チューリップえほんシリーズ） 唯野元弘／文 鈴木出版 2008 E/ﾓｳ 005 

ペット１１９ばん ９ ニワトリ 七尾純／構成・文 国土社 1998 645/ﾍﾂ 

光村ライブラリー ３ 小さい白いにわとり 樺島忠夫／監修 光村図書出版 2002 908/ﾐﾂ 
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書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

リッキとにわとりのミア 
ヒド・ファン・ヘネ

ヒテン／さく・え 
フレーベル館 2008 E/ﾍﾈ 703 

ロージーのおさんぽ  （新訳えほん ２１） 
パット＝ハッチン

ス／さく 
偕成社 1981 E/ﾊﾂ 713 

書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

赤ちゃんをまもったサル  （十二支むかしむかしシリーズ） 谷真介／文 佼成出版社 2007 E/ｱｶ 012 

あそぶ  （特製版かがくのとも） 水原洋城／ぶん 福音館書店 1984 E/ｱ 

おサルちゃん 
斎藤和幸／写真

と文 
小学館 1996 489/ｵｻ 

きもちわかるかな  （かがくのとも ２２７号） 水原洋城／ぶん 福音館書店 1988 E/ｷ 

けんか  （特製版かがくのとも） 水原洋城／ぶん 福音館書店 1984 E/ｹ 

子ザルのいちねん 
福田幸広／写真・

文 
小学館 2009 489/ｺｻ 

こざるのシャーロット 
さえぐさひろこ／

ぶん 
新日本出版社 2016 E/ｺｻ 

サル  （ちがいがわかる写真絵本シリーズ） 増井光子／監修 金の星社 2007 489/ｻﾙ 

さるとうさぎとがまがえる  （ともだちだいすき） 津田真一／脚本 童心社 2016 K/ｻﾙ 

さるとかに  （日本名作おとぎばなし・むかしむかしあったと

さ） 

松谷みよ子／脚

本 
童心社 1986 K/ｻ/ 

さるとびっき  （こどものとも日本の昔話１０のとびら） 武田正／再話 福音館書店 2016 E/ｶｼ 002 

サルの社会に学ぶ  （未来へ残したい日本の自然 ３） 高橋健／文 ポプラ社 2000 489/ｻﾙ 

さるのはし  （インドの昔話） 唯野元弘／文 鈴木出版 2013 E/ｸｽ 008 

さるのひとりごと  （ぼくとわたしのみんわ絵本） 松谷みよ子／文 童心社 2000 E/ﾂｶ 003 

さるの本  （はじめての発見 ４９） 
ジャミ・プルニエ

ール／原案・制作 
岳陽舎 2007 489/ｻﾙ 

さる・るるる 五味太郎／作 絵本館 1979 E/ｻ 

さる・るるるｓｐｅｃｉａｌ 五味太郎／作 絵本館 1998 E/ｺﾐ 001 

さる・るるる・る 五味太郎／作 絵本館 2014 E/ｺﾐ 001 
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書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

さる・るるるｏｎｅ ｍｏｒｅ 五味太郎／作 絵本館 1991 E/ｻ 

さるくんにぴったりなおうち！！  （チューリップえほんシリー

ズ） 

おおはしえみこ／

作 
鈴木出版 2013 E/ﾑﾗ 055 

じてんしゃにのるひとまねこざる  （岩波のこどもの本 １３） 
エッチ・エイ・レイ

／著絵 
岩波書店 1956 E/ｼﾞ 

高崎山のベンツ  （ポプラ社ノンフィクション ２２） 江口絵理／著 ポプラ社 2014 489/ﾀｶ 

たこをあげるひとまねこざる  （岩波の子どもの本 ２４） 
マーガレット・レイ

／文 
岩波書店 1966 E/ﾀ 

ついてゆこう  （かがくのとも １９７号） 水原洋城／ぶん 福音館書店 1985 E/ﾂ 

なぞのサルアイアイ  （たくさんのふしぎ傑作集） 島泰三／文 福音館書店 2014 489/ﾅｿ 

ニホンザル観察事典  （自然の観察事典 ３１） 
小田英智／構成・

文 
偕成社 2005 489/ﾆﾎ 

はじめてのさるとかに  （教育画劇のかみしばい） むとうのりこ／絵 教育画劇 2015 K/ﾊｼ 

ひとまねこざる 
エッチ・エイ・レイ

／文・絵 
岩波書店 1973 E/ﾋ 

ひとまねこざるときいろいぼうし  （岩波の子どもの本 ２３） 
エッチ・エイ・レイ

／文・絵 
岩波書店 1982 E/ﾋ 

ひとまねこざるびょういんへいく  （岩波の子どもの本 ２５） 
マーガレット・レイ

／文 
岩波書店 1982 E/ﾋ 

ふしぎいっぱいサル  （Ａｍａｚｉｎｇ ｗｏｒｌｄｓ １６） 
スコット・スティー

ドマン／文 

ブックローン

出版 
1996 489/ﾌｼ 

北限のサル世界の一番北でくらすサルの物語 
いそやまたかゆき

／文・写真 

朝日学生新聞

社 
2013 489/ﾎｸ 

ぽっかぽかだいすきおさるさん  （親と子の写真絵本 ５） 
福田幸広／写真・

文 
ポプラ社 2002 489/ﾎﾂ 

まいごになった  （特製版かがくのとも） 水原洋城／ぶん 福音館書店 1984 E/ﾏ 

光村ライブラリー １１ ニホンザルのなかまたち 樺島忠夫／監修 光村図書出版 2002 908/ﾐﾂ 

光村ライブラリー １８ おさるがふねをかきました 樺島忠夫／監修 光村図書出版 2002 908/ﾐﾂ 

わかりますとも！  （五味太郎の「干支セトラ絵本」 １２

（申）） 
五味太郎／作 クレヨンハウス 2008 E/ｺﾐ 001 


