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書名 巻次 著者名 出版者 出版年
おんちょろちょろ 瀬田  貞二∥再話 福音館書店 2016.3
ねむいねむいねずみのうみのぼうけん ささき　まき∥さく ＰＨＰ研究所 1985.7
ねずみの王女 斎藤／君子∥文 ほるぷ出版 1992.3
ねーずみねーずみどーこいきゃ? こが ようこ∥構成  文 童心社 2018.9
ねずみのすもう 12 おざわ／としお∥ぶん くもん出版 2005.11

ねずみのウーくん
マリー　ホール　エッ
ツ∥作

富山房 1983.11

ねずみくんをつかまえて！ みき　すぐる∥作 教育画劇 2010.5
でるでるでるぞねこさらい 高谷  まちこ∥著 佼成出版社 2016.6

子ネズミチヨロの冒険
さくらい　ともか∥作
画

偕成社 2007.2

ニコラスどこにいってたの？ レオ　レオーニ∥作 あすなろ書房 2009.1

風の草原
いわむら／かずお∥
文・絵

理論社 1991.8

あと１０ぷんでねるじかん
ペギー  ラスマン∥作
絵

徳間書店 1999.9

ねずみのおなか 長崎／源之助∥作
にっけん教育出
版社

2005.8

ねずみくんといっしょはははは なかえ よしを∥構成 ポプラ社 2009.6
あらいぐまとねずみたち 大友／康夫∥さく・え 福音館書店 1978
ぼくとねずみうみにもぐる 佐々木／マキ∥作 福音館書店 1996.4

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 2016.5

ねずみのごちそう 杉田／豊∥絵・文 講談社 1998.3

アンジェリーナのバースデイ
キャサリン　ホラバー
ド∥文

講談社 2009.9

千年ぎつねの春夏コレクション 斉藤／洋∥作 佼成出版社 2001.5
おきゃく、おことわり？ ボニー　ベッカー∥ぶ 岩崎書店 2010.9
ツェねずみ 宮沢　賢治∥作 三起商行 2009.1
ねずみのよめいり おざわ　としお∥再話 くもん出版 2007.12
ねずみのおよめさん 小野  かおる∥再話  画 福音館書店 2016.3

アンジェリーナはスケーター
キャサリン　ホラバー
ド∥文

講談社 2008.11

かくれんぼ　かくれんぼ 五味／太郎∥作 偕成社 1987.3
ねむいねむいねずみとおつきさま ささき　まき∥さく ＰＨＰ研究所 1985.3
どんぐり エドワード  ギブス∥ 光村教育図書 2014.2

エマのたび
クレール  フロッサー
ル∥文  絵

福音館書店 2016.1
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イソップのライオンとねずみ イソップ∥〔原作〕 講談社 2001.4
フレデリック レオ  レオニ∥作 好学社 1980
動物飼育図鑑 5 マーク・エバンズ∥著 偕成社 1993

おはなし ばんざい
アーノルド  ローベル
∥作

文化出版局 1977

ねずみくんのチョッキ なかえ よしを∥作 ポプラ社 2000.2
すてきなぼうし あまん／きみこ∥作 あかね書房 2003.3

ねずみの　でんしゃ 山下／明生∥作
ひさかたチャイ
ルド

1982.1

くりちゃんとピーとナーとツー どい／かや∥さく ポプラ社 2005.4
ガシガシねずみくん 五味／太郎∥作 クレヨンハウス 2006.1
にぎりめしごろごろ 小林／輝子∥再話 福音館書店 1994.1

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 1992.5

ねずみのフィリップサーカスのゆめをみ
る

ハビー・ファン・エメ
リフ∥文・絵

西村書店 2000.12

ねずみのティモシー
マルチーヌ＝ブラン∥
作・絵

偕成社 1978

ねむいねむいねずみともりのおばけ ささき　まき∥さく ＰＨＰ研究所 1985.3
ねずみのとうさんアナトール イブ・タイタス∥文 童話館 1995.2

ねずみちゃんとりすちゃん
おしゃべりの
巻

どい／かや∥〔作〕 学研 2004.1

ハムスターのおうち 榎本／功∥写真 世界文化社 2005.3
のねずみくんのたねまき 武鹿　悦子∥作 フレーベル館 2006.7
くりちゃんとひまわりのたね どい／かや∥さく ポプラ社 2004.8
マックマウスさん レオ＝レオニ∥作 好学社 2010.1

ルビーとレナードのひ・み・つ
ジュディス　ロッセル
∥作　絵

ＰＨＰ研究所 2009.9

ねむいねむいねずみとなきむしぼうや 佐々木　マキ∥作　絵 ＰＨＰ研究所 1984.4

ねずみのおいしゃさま
なかがわ／まさふみ
∥・さく

福音館書店 1979

チャーリーとタイラー海辺のだいぼうけ
ん

ヘレン・クレイグ∥絵
と文

セーラー出版 1996.6

空をとんだＱネズミ 今村／葦子∥作 あかね書房 1997.5

でておいで、ねずみくん
ロバート・クラウス∥
ぶん

アリス館 2005.5

トリフのすてきなけっこんしき アンナ・カリー∥さく くもん出版 2002.1

ねずみのおいしゃさま
なかがわ／まさふみ
∥・さく

福音館書店 1979
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おみまい、おことわり？ ボニー　ベッカー∥ぶ 岩崎書店 2013.1
くりちゃんとおとなりのエーメさん どい／かや∥さく ポプラ社 2006.3
みどりのしっぽのねずみ レオ　レオニ∥作 好学社 1979
ねずみさんのくらべっこ 多田  ヒロシ∥作 こぐま社 2016.9
おたんじょうび、おことわり？ ボニー　ベッカー∥ぶ 岩崎書店 2012.11
おとまり、おことわり？ ボニー　ベッカー∥ぶ 岩崎書店 2011.9
アレクサンダとぜんまいねずみ レオ  レオニ∥作 好学社 1978
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