
書名 著者名 出版者 請求記号

1 うたのすきなねこララとルル 松田 奈那子∥絵  構成 風濤社      E       /ﾏ             

2 なんびきのねこたちおどる? キャロライン  スタットソン∥文 犀の工房      E       /ｸ             

3 ねこ・こども 佐々木 マキ∥さく 福音館書店      E       /ｻ             

4 ねこガム きむら よしお∥作 福音館書店      E       /ｷ             

5 ねこのごんごん 大道 あや∥さく え 福音館書店      E       /ﾀﾞ            

6 まいごのねこ ダグ  カンツ∥ぶん 岩崎書店      E       /ｺ             

7 ねこのたくはいびん 奥野 涼子∥作 講談社      E       /ｵ             

8 ねことこねこね 林 木林∥文 BL出版      E       /ﾔ             

9 トラネコとクロネコ 宮西 達也∥作絵 鈴木出版      E       /ﾐ             

10 ぼくはなにいろのネコ? ロジャー  デュボアザン∥さく 子ども文庫の会      E       /ﾃﾞ            

11 ねこのオーランドーよるのおでかけ キャスリーン　ヘイル∥さく 好学社      E       /ﾍ             

12 ひげなしねこ 季巳 明代∥作 フレーベル館      E       /ﾀ             

13 14ひきのねこのおかいもの たかぎ あけみ∥著 新風舎      E       /ﾀ             

14 ニャンニャンシティマラソン 谷川 晃一∥作 教育画劇      E       /ﾀ             

15 ねこやのみいちゃん 竹下 文子∥作 アリス館      E       /ﾀ             

16 あきねこ かんの ゆうこ∥文 講談社      E       /ﾀ             

17 まねきねこだ!! 高畠 那生∥[作] 好学社      E       /ﾀ             

18 にゃんきっちゃん 岩合 日出子∥ぶん 福音館書店      E       /ｲ             

19 こねこをひろったけどそだててみたら… 新井 洋行∥作 BL出版      E       /ｱ             

20 わたしのこねこ 澤口 たまみ∥文 福音館書店      E       /ｱ             

21 ねこがおおきくなりすぎた ハンス　トラクスラー∥作　絵 徳間書店      E       /ﾄ             

22 こねこのプーフー アン　ハレンスレーベン∥作 小学館      E       /ﾊ             

23 とってもなまえのおおいネコ ケイティ　ハーネット∥作 評論社      E       /ﾊ             

24 みんなくるくる、よってくる おの りえん∥ぶん フレーベル館      E       /ﾊ             

25 くろねこトミイ 神沢 利子∥作 復刊ドットコム      E       /ﾊ             

26 ピッケとポッケ とりごえ まり∥著 佼成出版社      E       /ﾄ             

27 ネコのラジオ局 南部 和也∥さく 教育画劇      E       /ﾄ             

28 ねこはちときんとっと 寺島 ゆか∥作 文溪堂      E       /ﾃ             

29 うみべのこねこ 宇野 克彦∥作 ひさかたチャイルド      E       /ﾆ             

30 ねんねんねこねこ ながの ひでこ∥さく　え アリス館      E       /ﾅ             

31 ねこってこんなふう? ブレンダン　ウェンツェル∥さく 講談社      E       /ｳ             

32 つきがいちばんちかづくよる 竹下 文子∥作 岩崎書店      E       /ｳ             

33 ねこはまいにちいそがしい ジョー　ウィリアムソン∥作　絵 徳間書店      E       /ｳ             

34 こねこのチョコレート B.K.ウィルソン∥作 こぐま社      E       /ｵ             

35 あのねこは 石津 ちひろ∥文 フレーベル館      E       /ｳ             

36 こねこがいっぱいにゃんにゃんにゃん! スーザン　メイヤーズ∥ぶん 岩崎書店      E       /ｳ             

37 ニャッピーのがまんできなかったひ あきひろ∥作 鈴木出版      E       /ﾓ             

38 くろねこさんしろねこさん 得田 之久∥ぶん 童心社      E       /ﾜ             

39 うきわねこ 蜂飼 耳∥ぶん ブロンズ新社      E       /ﾏ             

40 子ネコのスワン ホリー　ホビー∥作 BL出版      E       /ﾎ             

41 ピムとポム しんぶんにのりたい ミース　バウハウス∥作 金の星社      E       /ﾍﾞ            

42 ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃん 二宮 由紀子∥作 岩崎書店      E       /ﾏ             

43 30かいだての30ぴき やすい すえこ∥作 フレーベル館      E       /ｽ             

44 しりたがりやのこねこのポコ 安藤 美紀夫∥文 復刊ドットコム      E       /ｽ             

45 やまねこせんせいのはまべでキャンプ 末崎 茂樹∥さく　え PHP研究所      E       /ｽ             

46 ゆめねこ 真珠 まりこ∥さく　え 金の星社      E       /ｼ             

47 おおきなスイカ 庄野 ナホコ∥作 講談社      E       /ｼ             

48 100万回生きたねこ 佐野 洋子∥作　絵 講談社      E       /ｻ             

49 どろんこどろにゃあ ささき みお∥作 アリス館      E       /ｻ             

50 ちきばんにゃー きくち ちき∥[作] 学研教育出版      E       /ｷ             

にゃんにゃんにゃん ねこの本
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51 ねこのそら きくち ちき∥作 講談社      E       /ｷ             

52 ノンタンテッテケむしむし キヨノ サチコ∥作　絵 偕成社      E       /ｷ             

53 ねこぼうとふらわあちゃん きたやま ようこ∥著 講談社      E       /ｷ             

54 へんしんねこパレオ 村上 しいこ∥作 WAVE出版      E       /ｶ             

55 はたけのにゃーこ 織茂 恭子∥作 童心社      E       /ｵ             

56 ブルンミのねこ マレーク  ベロニカ∥文と絵 風濤社      E       /ﾏ             

57 しおちゃんとこしょうちゃん ルース　エインズワース∥さく 福音館書店      E       /ｺ             

58 いやいやにゃんこ ひがし くんぺい∥え  ぶん 復刊ドットコム      E       /ﾋ             

59 ねこのうたたね どい かや∥作 絵 教育画劇      E       /ﾄﾞ            

60 ねこがおうちにやってきた! 山本 宗伸∥監修 学研プラス K    645   /ﾈ             

61 ネコの大常識 服部 幸∥監修 ポプラ社 K    645   /ﾈ             

62 猫のたま駅長 西松 宏∥作 ハート出版 K    645   /ﾆ             

63 すてねこたちに未来を 菅 聖子∥著 汐文社 K    645   /ｽ             

64 図書館ねこデューイ ヴィッキー　マイロン∥作 アスキー・メディアワークスK    645   /ﾏ             

65 さくら猫と生きる 今西 乃子∥著 ポプラ社 K    645   /ｲ             

66 初恋まねき猫 小手鞠 るい∥著 講談社 K    913   /ｺ             

67 ねこまつりのしょうたいじょう いとう みく∥作 金の星社 K    913   /ｲ             

68 目の見えない子ねこ、どろっぷ 沢田 俊子∥文 講談社 K    913   /ｻ             

69 ぼくのネコがロボットになった 佐藤 まどか∥作 講談社 K    913   /ｻ             

70 ねこの町の本屋さん 小手鞠 るい∥作 講談社 K    913   /ｺ             

71 はじめまして人間たち きむら ゆういち∥作　絵 角川学芸出版 K    913   /ｷ             

72 わたしといろんなねこ おくはら ゆめ∥作絵 あかね書房 K    913   /ｵ             

73 くろねこのどん 岡野 かおる子∥作 理論社 K    913   /ｵ             

74 落語ねこ 赤羽 じゅんこ∥作 文溪堂 K    913   /ｱ             

75 ともだちまねきねこ 松本 聰美∥作 国土社 K    913   /ﾏ             

76 ほんやのねこ ヒグチ ユウコ∥絵と文 白泉社 K    913   /ﾋ             

77 ヤマネコとウミネコ 野中 柊∥作 理論社 K    913   /ﾉ             

78 ルビとしっぽの秘密 野中 柊∥作 理論社 K    913   /ﾉ             

79 本屋さんのルビねこ 野中 柊∥作 理論社 K    913   /ﾉ             

80 ネコのドクター小麦島の冒険 南部 和也∥さく 福音館書店 K    913   /ﾅ             

81 ネコのタクシーアフリカへ行く 南部 和也∥さく 福音館書店 K    913   /ﾅ             

82 こねこのモモちゃん美容室 なりゆき わかこ∥作 ポプラ社 K    913   /ﾅ             

83 まねき猫はまぬけ猫? わしお としこ∥作 リーブル K    913   /ﾜ             

84 やまねこのこんにちは はせがわ さとみ∥作 あかね書房 K    913   /ﾊ             

85 まんげつの夜、どかんねこのあしがいっぽん 朽木 祥∥作 小学館 K    913   /ｸ             

86 花びら姫とねこ魔女 朽木 祥∥作 小学館 K    913   /ｸ             

87 名なしのこねこ とりごえ まり∥著 アリス館 K    913   /ﾄ             

88 ねこの学校 キム ジンギョン∥作 岩崎書店 K    929   /ｷ  /1       

89 ねことテルと王女さま クライド　ロバート　ブラ∥さく 長崎出版 K    933   /ﾌﾞ            

90 コクルおばあさんとねこ フィリパ　ピアス∥作 徳間書店 K    933   /ﾋﾟ            

91 嵐をしずめたネコの歌 アントニア　バーバー∥作 徳間書店 K    933   /ﾊﾞ            

92 ネコのアリストテレス ディック  キング=スミス∥作 評論社 K    933   /ｷ             

93 ゆうかんな猫ミランダ エレナー　エスティス∥作 岩波書店 K    933   /ｴ             

94 パイとねこと秘密のレシピ サラ　ウィークス∥著 岩崎書店 K    933   /ｳ             

95 ブーツをはいたキティのおはなし ビアトリクス　ポター∥さく 静山社 K    933   /ﾎﾟ            

96 ヒミツの子ねこ スー　ベントレー∥作 ポプラ社 K    933   /ﾍﾞ/1       

97 子ネコききいっぱつ ルーシー　ダニエルズ∥作 ほるぷ出版 K    933   /ﾀﾞ            

98 キャットと王立劇場のダイヤモンド ジュリア　ゴールディング∥作 静山社 K    933   /ｺﾞ            

99 子ねこの妖精(フェアリー)ケイティ デイジー　メドウズ∥作 ゴマブックス K    933   /ﾒ             

100 お人形屋さんに来たネコ ヨナ　ゼルディス　マクドノー∥作 徳間書店 K    933   /ﾏ             


