
分類 タイトル

 -E     -ｱｵ あけましてのごあいさつ すとう　あさえ　ぶん 青山　友美　え

 -E     -ｸﾙ アームストロング トーベン　クールマン　作

 -E     -ｵｵ あらいぐまとねずみたち 大友　康夫　さく/え

 -E     -ｸﾙ エジソン トーベン　クールマン　作

 -E     -ｸﾆ お正月 桂　文我　ぶん 国松　エリカ　え

 -E     -ﾀﾁ おしょうがつおめでとうはじまりの日！ ますだ　ゆうこ　作 たちもと　みちこ　絵

 -E     -ｱｷ お正月がやってくる 秋山　とも子　作・絵

 -E     -ｵｵ お正月さん 奥田　継夫　作 太田　大八　絵

 -E     -ﾅｶﾞ おしょうがつさんどんどこどん 長野　ヒデ子　作・絵

 -E     -ﾌｸ おしょうがつセブン もとした　いづみ　作 ふくだ　いわお　絵

 -E     -ﾜﾀ おせちいっかのおしょうがつ わたなべ　あや　作

 -E     -ﾖｼ おせちのおしょうがつ ねぎし  れいこ　作 吉田　朋子　絵

 -E     -ｺﾞﾐ ガシガシねずみくん　子 五味　太郎　作

 -E     -ﾅｶﾞ がんばれ!ねずみのおてつだい あさの  ななみ　さく

 -E     -ﾔﾏ きつねとねずみ ビアンキ　さく

 -E     -ｵｸ 教会ねずみとのんきなねこ グレアム・オークリー　作・絵 三原　泉　訳

 -E     -ｵｸ 教会ねずみとのんきなねこのわるものたいじ グレアム・オークリー　作・絵 三原　泉　訳

 -E     -ｳｵ くまくんと6ぴきのしろいねずみ クリス・ウォーメル　作・絵 吉上　恭太　訳

 -E     -ｻｹﾞ 子どもばやしのお正月 さげさか　のりこ　作 中村　景児　え

 -E     -ｼｪ こわい、こわい、こわい? ラフィク　シャミ　文 カトリーン　シェーラー　絵

 -E     -ﾚｵ シオドアとものいうきのこ レオ＝レオニ　作 谷川　俊太郎　訳

 -E     -ｲﾄ 七ふくじんとおしょうがつ 山末  やすえ　作

 -E     -ｶﾜ 十二支のお節料理 川端  誠　作

 -E     -ﾔﾏ 十二支のおはなし 内田　麟太郎　文 山本　孝　絵

 -E     -ﾊﾔ 十二支のおもちつき すとう　あさえ さく 早川　純子　え

 -E     -ﾀｶ 十二支のおやこえほん 高畠　純　作

 -E     -ｻｲ 十二支のかぞえうた さいとう　しのぶ　著

 -E     -ｶﾜ 十二支の子どものあそびいろはがるた 川端　誠　作

 -E     -ﾀｶ 十二支のことわざえほん 高畠  純　作

 -E     -ﾀｶ 十二支のしりとりえほん 高畠  純　作

 -E     -ﾔﾅ 十二支のしんねんかい みき　つきみ　文 柳原　良平　画

 -E     -ｶﾜ 十二支のどうぶつ小噺 川端　誠　作

 -E     -ｱﾗ 十二支のはじまり 荒井　良二　絵 やまち　かずひろ　文

 -E     -ｲﾓ 十二支のはじまり いもと　ようこ　文・絵

 -E     -ﾀｶ 十二支のはやくちことばえほん 高畠  純　作

 -E     -ﾍﾝ しょんぼりしないで、ねずみくん! ジェド　ヘンリー　作 なかがわ　ちひろ　訳

 -E     -ｸﾞﾚ たんていネズミハーメリン ミニ　グレイ　さく 灰島　かり　やく

 -E     -ｳｴ ちっちゃなねずみくん なかえ　よしを　作 上野　紀子　絵

 -E     -ﾀﾞﾊ ディディ アンドレ・ダーハン　作 きたやま　ようこ　訳

 -E     -ｱﾙ でておいで、ねずみくん ロバート・クラウス　ぶん ホセ　アルエゴ　え

 -E     -ﾌｧ デパートねずみルーシーのいそがしいいちにち タイース　ファンデルヘイデン　作 よこやま　かずこ　訳

 -E     -ｿ 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

 -E     -ｶｸ としょかんねずみ　１～５ ダニエル・カーク　さく わたなべ　てつた　やく

 -E     -ﾀｺﾞ
なにわのでっちこまめどん 　　　　　　　　　　 　　　　
　　　ねずみこわいでちゅうの巻 村上  しいこ　作 たごもり　のりこ　作
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 -E     -ｼｭ ニコとねずみのすてきなせかい マンフレート・マイ　作 ヨッヘン　シュトゥーアマン　絵

 -E     -ｻｯ 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 エミリー　サットン　絵

 -E     -ｻｯ 人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル　ボンド　文 エミリー　サットン　絵

 -E     -ｲﾓ ねことねずみ いもと　ようこ　文・絵

 -E     -ｳｴ ねずみくんといたずらビムくん なかえ　よしを　作 上野　紀子　絵

 -E     -ｳｴ ねずみくんといっしょはははは なかえ　よしを 上野　紀子　絵

 -E     -ｳｴ ねずみくんとおばけ なかえ　よしを　作 上野　紀子　絵

 -E     -ｳｴ ねずみくんのうんどうかい なかえ　よしを　作 上野　紀子　絵

 -E     -ｲﾓ ねずみくんのだいすきなもの 左近　蘭子　作 いもと　ようこ　絵

 -E     -ﾀﾀﾞ ねずみさんのおかいもの 多田　ヒロシ　作

 -E     -ﾀﾀﾞ ねずみさんのくらべっこ 多田　ヒロシ　作

 -E     -ｼﾓ 語り ねずみじょうど 長谷川　摂子　文 下田　昌克　絵

 -E     -ﾄﾞｲ ねずみちゃんとりすちゃん　おしゃべりの巻 どい  かや　作

 -E     -ﾄﾞｲ ねずみちゃんとりすちゃん  なかよしの巻 どい  かや　作

 -E     -ｴｯ ねずみにぴったりののりもの マリー　ホール　エッツ　さく こみや　ゆう　やく

 -E     -ﾌﾘ 👶 ねーずみねーずみどーこいきゃ? こが　ようこ　構成・文 降矢　なな　絵

 -E     -ﾔﾏ ねずみのおいしゃさま なかがわ　まさふみ　さく やまわき　ゆりこ　え

 -E     -ﾅｶﾞ ねずみのおなか 長崎  源之助　作 長野　ヒデ子　絵

 -E     -ﾌﾗ ねずみのちょびちょびサーカスのスターになる フランソワーズ　さく・え ないとう　りえこ　やく

 -E     -ﾚｵ ねずみのつきめくり レオ　レオニ　画 谷川　俊太郎　詩

 -E     -ﾌﾞﾗ ねずみのへやもありません カイル・ミューバーン　ぶん フレヤ　ブラックウッド　え

 -E     -ﾛﾋﾟ 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 ビオレタ・ロピス　え

 -E     -ｼｭ ねずみのマウリッツ イングリット・シューベルト　作 ディーター・シューベルト　作

 -E     -ﾃﾞｭ ネズミのゆうびんやさん マリアンヌ・デュブク　さく ふしみ　みさを　やく

 -E     -ﾃﾞｭ 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 ふしみ　みさを　やく

 -E     -ｱｶ 語り ネズミのよめいり 谷　真介　文 赤坂　三好　絵

 -E     -ﾌｸ のねずみチッチ ふくざわ　ゆみこ　さく

 -E     -ﾌｸ のねずみチッチとほしのみずうみ ふくざわ　ゆみこ　さく

 -E     -ﾐﾝ はいいろねずみのフレイシェ アンケ・デ・フリース　作 ウィレミーン・ミン　絵

 -E     -ｱﾝ
ピッキーとポッキーのはいくえほん　　　　　　　　
　　　　　　　　　  　 　　おしょうがつのまき

あらしやま　こうざぶろう　ぶん あんざい　みずまる　え

 -E     -ﾊｾ 102ひきのねずみ はせがわ　かこ　作・絵

 -E     -ﾀｼ まちのじどうしゃレース たしろ　ちさと　さく

 -E  -ﾏﾝ　-2
まんが日本昔ばなし　2 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　十二支のゆらい･かぐやひめ 川内　彩友美　編

 -E     -ﾆｼ もうすぐおしょうがつ 西村　繁男　さく

 -E     -ﾜﾀ もみのき山のお正月 渡辺  有一　作

 -E     -ﾌﾘ 門ばんネズミのノーマン ドン・フリーマン　作 やました　はるお　訳

 -E     -ﾀｶ ようかいむらのたのしいおしょうがつ たかい　よしかず　作・絵

 -E     -ﾋﾟﾝ 語り ライオンとねずみ イソップ　原作 ジェリー　ピンクニー　作

 -E     -ｸﾙ リンドバーグ トーベン　クールマン　作 金原　瑞人　訳

 -382   -ｺﾄﾞ こどもにほんのでんとう絵じてん 生活史研究所　監修

 -385   -ﾆﾎ にほんのマナーえほん さくら　みゆき　絵

 -386  -ﾆﾎ-1 日本の年中行事百科　１　正月

 -386   -ｷｾ きせつのぎょうじえほん 山本　祐司　絵

🚌：あおぞら号（ＢＭ） ／　👶：赤ちゃん絵本  ／  〇シリ：シリーズ絵本  ／  語り：読み聞かせと昔話のコーナー

下松市立図書館　2019年12月 




