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ね，うし，とら……十二支のはなし　 ドロシー・ヴァン・ウォアコム／文ほるぷ出版 197812 148 ｳｱﾝ 児童

しめかざり　 森須磨子／文・絵 福音館書店 2010.1 386 ﾓﾘ 児童

もっと知りたい！十二支のひみつ　 大高成元／著 小学館 2006.1 388 ｵｵﾀ 児童

きれいですごい鳥　 赤木かん子／文 パイインターナショナル 2014.1 488 ｱｶｷ 児童

いのちにぎわうふゆみずたんぼ　 呉地正行／著 童心社 2010.1 488 ｸﾚﾁ 児童

日本の鳥の巣図鑑全２５９　 鈴木まもる／作・絵 偕成社 2011.5 488 ｽｽｷ 児童

ひよこ　 柿澤亮三／指導 フレーベル館 2008.1 488 ﾋﾖｺ 児童

みぢかなとり　 村田浩一／監修 金の星社 2015.3 488 ﾐｼｶ 児童

とりをよぼう！　 〔川又利彦〕／〔写真撮影〕 ひさかたチャイルド 2011.1 488 ﾄﾘｵ 児童

タンチョウのきずな　 久保敬親／写真と文 小学館 2015.7 488 ｸﾎ 児童

ニワトリとともに　 常見藤代／写真 農山漁村文化協会 2014.1 646 ﾆﾜﾄ 児童

ニワトリの絵本　 山上善久／へん 農山漁村文化協会 199904 646 ﾆﾜﾄ 児童

おいしい卵の本　 小山国明／著 カワイ出版 199403 648 ｺﾔﾏ 児童

三千と一羽がうたう卵の歌　 ジョイ・カウリー／著 さ・え・ら書房 2014.1 933 ｶｳﾘ 児童

すずめのくつした　 ジョージ・セルデン／ぶん 大日本図書 2010.2 933 ｾﾙﾃ 児童

ピッキーとポッキーのはいくえほん　 あらしやまこうざぶろう／ぶん 福音館書店 2013.1 E ｱﾗｼ 児童

韓国のお正月　 イ・サンヒ／作 岩崎書店 2010.1 E ｲ 児童

いぬとにわとり　 石井桃子／さく 福音館書店 1968.2 E ｲｼｲ 児童

十二支のはじまり　 岩崎京子／文 教育画劇 199711 E ｲﾜｻ 児童

ちいさなおんどり　 ウイルとニコラス／さく 童話館出版 2001.8 E ｳｲﾙ 児童

こすずめのぼうけん　 ルース・エインワース／作 福音館書店 197704 E ｴｲﾝ 児童

おやすみ、かけす　 マリー・ホール・エッツ／ぶん・え大日本図書 2008.1 E ｴﾂﾂ 児童

みぢかなとりのずかん　 大島英太郎／作 福音館書店 2012.3 E ｵｵｼ 児童

水鳥たちの楽園　 太田威／しゃしん・ぶん そうえん社 2010.3 E ｵｵﾀ 児童

お正月さん　 奥田継夫／作 ポプラ社 2003.1 E ｵｸﾀ 児童

しょうがつがくると　 川崎洋／さく 鈴木出版 2012.1 E ｶﾜｻ 児童
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十二支のお節料理　 川端誠／作 ＢＬ出版 199912 E ｶﾜﾊ 児童

バーバちゃんのおきゃくさま　 神沢利子／さく 偕成社 198001 E ｶﾝｻ 児童

バーバちゃんのおみまい　 神沢利子／さく 偕成社 197511 E ｶﾝｻ 児童

あひるのバーバちゃん　 神沢利子／作 偕成社 197410 E ｶﾝｻ 児童

みんなでもちつき　 菊池日出夫／さく 福音館書店 2008.4 E ｷｸﾁ 児童

そば　 熊谷元一／さく 福音館書店 201504 E ｸﾏｶ 児童

たこたこあがれ　 熊谷元一／さく 福音館書店 198911 E ｸﾏｶ 児童

子どもばやしのお正月　 さげさかのりこ／作 福音館書店 2015.1 E ｻｹｻ 児童

ばばばあちゃんのおもちつき　 さとうわきこ／作 福音館書店 199809 E ｻﾄｳ 児童

あひるのたまご　 さとうわきこ／さく・え 福音館書店 199708 E ｻﾄｳ 児童

とき　 佐藤春雄／ぶん 福音館書店 198405 E ｻﾄｳ 児童

がちょうのたまごのぼうけん　 エバ・ザレンビーナ／作 福音館書店 198907 E ｻﾚﾝ 児童

十二支のはなし　 ポプラ社 2013.1 E ｼﾕｳ 児童Ｈ

スーパーのレジぶくろでつくるほねなしカイト　蒲倉一郎／発明・指導 福音館書店 2002.3 E ｽﾊﾉ 児童

じゅうにしものがたり　 瀬川康男／作 グランまま社 2006.1 E ｾｶﾜ 児童

じゅうにしものがたり　 瀬川康男／作 グランまま社 199111 E ｾｶﾜ 児童

よいちとトンビ　 田島征三／さく 福音館書店 2012.4 E ﾀｼﾏ 児童

おしょうがつさん　 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 199011 E ﾀﾆｶ 児童

おおはくちょうのそら　 手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 2015.1 E ﾃｼﾏ 児童

コアホウドリはかぜとともだち　 戸塚学／写真・文 ポプラ社 2002.9 E ﾄｽｶ 児童

トロールのばけものどり　 イングリ・ドーレア／作 福音館書店 2000.6 E ﾄﾚｱ 児童

ひよこのかずはかぞえるな　 イングリ・ドーレア／さく 福音館書店 197802 E ﾄﾚｱ 児童

みかん　 中島睦子／作 福音館書店 200401 E ﾅｶｼ 児童

おしょうがつさんどんどこどん　 長野ヒデ子／作・絵 世界文化社 2011.1 E ﾅｶﾉ 児童

ホネホネさんのおしょうがつ　 にしむらあつこ／さく・え 福音館書店 2014.1 E ﾆｼﾑ 児童

もうすぐおしょうがつ　 西村繁男／再話 福音館書店 2005.4 E ﾆｼﾑ 児童

もうすぐおしょうがつ　 西村繁男／さく 福音館書店 198912 E ﾆｼﾑ 児童

かあさんふくろう　 イーディス・サッチャー・ハード／作偕成社 2012.7 E ﾊﾄ 児童
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くちばしどれが一番りっぱ？　 ビアンキ／ぶん 福音館書店 2006.3 E ﾋｱﾝ 児童

せかいをみにいったアヒル　 マーガレット・ワイズ・ブラウン／文徳間書店 2009.2 E ﾌﾗｳ 児童

あひるのピンのぼうけん　 マージョリー・フラック／ぶん 瑞雲舎 199411 E ﾌﾗﾂ 児童

アンガスとあひる　 マージョリー・フラック／さく・え福音館書店 1974.7 E ﾌﾗﾂ 児童

ターちゃんとペリカン　 ドン・フリーマン／さく ほるぷ出版 198212 E ﾌﾘﾏ 児童

わたしのかわいいめんどり　 アリス・プロベンセン／さく ほるぷ出版 2005.8 E ﾌﾛﾍ 児童

ソルビム　男の子編 ペ・ヒョンジュ／絵と文 セーラー出版 2007.1 E ﾍ 児童

ソルビム　 ペ・ヒョンジュ／絵と文 セーラー出版 2007.1 E ﾍ 児童

ニワトリが道にとびだしたら　 デビッド・マコーレイ／文・絵 岩波書店 198811 E ﾏｺﾚ 児童

おしょうがつおめでとうはじまりの日！　 ますだゆうこ／作 文溪堂 2014.1 E ﾏｽﾀ 児童

せかいいちのおんどり　 松野正子／さく 福音館書店 199501 E ﾏﾂﾉ 児童

おしょうがつ　 松野正子／作 教育画劇 199211 E ﾏﾂﾉ 児童

十二支のしんねんかい　 みきつきみ／文 こぐま社 2012.1 E ﾐｷ 児童

どんぶらどんぶら七福神　 みきつきみ／文 こぐま社 2011.1 E ﾐｷ 児童

十二支のはじまり　 荒井良二／絵 小学館 2006.1 E ﾔﾏﾁ 児童Ｈ

チュンチエ　 ユイ・リーチョン／文 光村教育図書 2011.1 E ﾕｲ 児童

ウィンクルさんとかもめ　 エリザベス・ローズ／文 岩波書店 2006.6 E ﾛｽ 児童

そでふりすずめ　 わたりむつこ／さく 福音館書店 2008.4 E ﾜﾀﾘ 児童

いばりんぼうのカラス　 バーナディット・ワッツ／文・絵 岩波書店 198805 E ﾜﾂﾂ 児童
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