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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 2014.1 386 ﾏｽﾀ 児童

しめかざり　 森須磨子／文・絵 福音館書店 2010.12 386 ﾓﾘ 児童

ラギーラグ　 アーネスト・トンプソン・シートン／作・絵 福音館書店 2003.6 480 ｼﾄﾝ-2 児童

シートンどうぶつ記　９ アーネスト・トムソン・シートン／〔原作〕 あすなろ書房 199701 480 ｼﾄﾝ-9 児童

ウサギ　 小宮輝之／監修 集英社 2007.2 489 ｳｻｷ 児童

トラ　 スージー・エスターハス／著 さ・え・ら書房 2014.4 489 ｴｽﾀ 児童

どうぶつのおやこ　４ 岩崎書店 2011.9 489 ﾄｳﾌ-4 児童

けんた・うさぎ　 中川李枝子／さく のら書店 198611 913 ﾅｶｶ 児童

ウォーターシップ・ダウンのウサギたち　上 リチャード・アダムズ／著 評論社 2006.9 933 ｱﾀﾑ-1 児童

ウォーターシップ・ダウンのウサギたち　下 リチャード・アダムズ／著 評論社 2006.9 933 ｱﾀﾑ-2 児童

グレイ・ラビットのおはなし　 アリソン・アトリー／作 岩波書店 2000.6 933 ｱﾄﾘ 児童

不思議の国のアリス　 ルイス・キャロル／作 岩波書店 2000.6 933 ｷﾔﾛ 児童

とらとおじいさん　 アルビン・トレセルト／ぶん 大日本図書 2011.2 933 ﾄﾚﾂ 児童

かしこいうさぎのローズバッド　 ルドウィッヒ・ベーメルマンス／ぶん・え 大日本図書 2020.9 933 ﾍﾒﾙ 児童

ウサギが丘のきびしい冬　 ロバート・ローソン／作 あすなろ書房 2006.12 933 ﾛｿﾝ 児童

大きなウサギを送るには　 ブルクハルト・シュピネン／作 徳間書店 2007.1 943 ｼﾕﾋ 児童

こうさぎのぼうけん　 ヴィル・ハンセン／さく 学習研究社 198012 949 ﾊﾝｾ 児童

のうさぎのフルー　 リダ／文 福音館書店 197710 953 ﾘﾀ 児童

グレー・ラビットとヘアとスキレルスケートにいく　 アリスン・アトリー／さく 童話館出版 2003.3 E ｱﾄﾘ 児童

むぎばたけ　 アリスン・アトリー／作 福音館書店 198907 E ｱﾄﾘ 児童

大うさぎのヘアーかいものにゆく　 アリスン・アトリー／さく 評論社 198105 E ｱﾄﾘ 児童

ピッキーとポッキー　 あらしやまこうざぶろう／ぶん 福音館書店 199303 E ｱﾗｼ 児童
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うさぎのおるすばん　 イ・ホベク／作 平凡社 2003.9 E 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

しろいうさぎとくろいうさぎ　 ガース・ウィリアムズ／ぶん・え 福音館書店 198302 E ｳｲﾘ 児童

お正月さん　 奥田継夫／作 ポプラ社 2003.12 E ｵｸﾀ 児童

うさぎのくにへ　 ジビュレ・フォン・オルファース／作 平凡社 2003.4 E ｵﾙﾌ 児童

おちゃのじかんにきたとら　 ジュディス・カー／作 童話館 199409 E ｶ 児童

だるまちゃんととらのこちゃん　 加古里子／さく・え 福音館書店 198701 E ｶｺ 児童

このゆきだるまだーれ？　 岸田衿子／文 福音館書店 199711 E ｷｼﾀ 児童

おおきなありがとう　 きたむらえり／さく 福音館書店 201604 E ｷﾀﾑ 児童

そば　 熊谷元一／さく 福音館書店 201504 E ｸﾏｶ 児童

なっちゃんのゆきうさぎ　 こいでやすこ／さく 福音館書店 201801 E ｺｲﾃ 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 2015.11 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

スザンナのお人形　ビロードうさぎ　 石井桃子／訳 岩波書店 198709 E ｽｻﾝ 児童

うさぎさんてつだってほしいの　 シャーロット・ゾロトウ／ぶん 冨山房 196304 E ｿﾛﾄ 児童

のうさぎ　 高橋喜平／ぶん 福音館書店 199602 E ﾀｶﾊ 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

ウェン王子とトラ　 チェン・ジャンホン／作・絵 徳間書店 2007.6 E ﾁﾝ 児童

ノウサギとハリネズミ　 Ｗ．デ・ラ・メア／再話 福音館書店 2013.3 E ﾃﾗﾒ 児童

トラのナガシッポ　 富安陽子／作 福音館書店 2013.4 E ﾄﾐﾔ 児童

とらとほしがき　 パク・ジェヒョン／再話・絵 光村教育図書 2006.11 E ﾄﾗﾄ 児童

うさぎのくに　 デニーズ・トレッツ／さく ペンギン社 1981 E ﾄﾚﾂ 児童

ぐりとぐらの１ねんかん　 中川李枝子／作 福音館書店 199710 E ﾅｶｶ 児童

たからさがし　 なかがわりえこ／〔著〕 福音館書店 199403 E ﾅｶｶ 児童

とらたとおおゆき　 中川李枝子／ぶん 福音館書店 198910 E ﾅｶｶ 児童
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とらたとトラック　 なかがわりえこ／ぶん 福音館書店 198112 E ﾅｶｶ 児童

とらたとまるた　 なかがわりえこ／ぶん 福音館書店 2006.4 E ﾅｶｶ 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 2011.12 E ﾅｶﾉ 児童

わたしのワンピース　 にしまきかやこ／えとぶん こぐま社 198611 E ﾆｼﾏ 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／さく 福音館書店 198912 E ﾆｼﾑ 児童

つきにいったうさぎのおはなし　 服部美法／え 学研教育出版 2015.9 E ﾊﾂﾄ 児童

もりのようふくや　 オクターフ・パンク・ヤシ／ぶん 福音館書店 197711 E ﾊﾝｸ 児童

おもち　 彦坂　有紀／さく 福音館書店 2021.11 E ﾋｺｻ 児童

ひらく　 平野恵理子／さく 福音館書店 201904 E ﾋﾗﾉ 児童

しんせつなともだち　 方軼羣／作 福音館書店 198701 E ﾌｱﾝ 児童

野うさぎのフルー　 リダ・フォシェ／文 童話館出版 2002.12 E ﾌｵｼ 児童

日本の神話　第４巻 赤羽末吉／絵 あかね書房 199510 E ﾌﾅｻ-4 児童

うさぎのおうち　 マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん ほるぷ出版 2004.2 E ﾌﾗｳ 児童

ぼくにげちゃうよ　 マーガレット・ブラウン／文 ほるぷ出版 197710 E ﾌﾗｳ 児童

ぼくのせかいをひとまわり　 マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 評論社 2001.1 E ﾌﾗｳ 児童

もりのともだち　 マーシャ・ブラウン／作 冨山房 199210 E ﾌﾗｳ 児童

ちいさなうさこちゃん　 ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 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

ソルビム　男の子編 ペ・ヒョンジュ／絵と文 セーラー出版 2007.11 E ﾍ 児童

７ひきのこうさぎ　 ジョン・ベッカー／ぶん 好学社 2022.3 E ﾍﾂｶ 児童

ベンジャミンバニーのおはなし　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 2002.1 E ﾎﾀ-2 児童

フロプシーのこどもたち　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 2019.11 E ﾎﾀ-3 児童

こわいわるいうさぎのおはなし　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 2002.1 E ﾎﾀ-6 児童

トラといっしょに　 ダイアン・ホフマイアー／文 徳間書店 2020.8 E ﾎﾌﾏ 児童
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ナキウサギの山　 本田　哲也／作 偕成社 2021.6 E ﾎﾝﾀ 児童

こいぬをつれたかりうど　 牧野夏子／再話 福音館書店 2021.11 E ﾏｷﾉ 児童

こうさぎけんたのたからさがし　 松野正子／文 童心社 2002.6 E ﾏﾂﾉ 児童

トラーのあさごはん　 Ａ．Ａ．ミルン／ぶん 岩波書店 198209 E ﾐﾙﾝ-10 児童

トラー木にのぼる　 Ａ．Ａ．ミルン／ぶん 岩波書店 198302 E ﾐﾙﾝ-11 児童

おたんじょうびのおくりもの　 むらやま　けいこ／さく 教育画劇 2019.1 E ﾑﾗﾔ 児童

もちっこやいて　 やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 2013.1 E ﾔｷﾕ 児童

こうさぎピピンのたんじょうび　 山田詩子／ぶんとえ 偕成社 2003.1 E ﾔﾏﾀ 児童

うさぎとかめ　 ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ／ぶん らくだ出版 199203 E ﾗﾌｵ 児童

１０にんのきこり　 Ａ．ラマチャンドラン／さく 講談社 2007.1 E ﾗﾏﾁ 児童

おかえりなさいスポッティ　 マーグレット・Ｅ．レイ／文 文化出版局 198409 E ﾚｲ 児童

うさぎたちのにわ　 レオ・レオニ／作 好学社 198702 E ﾚｵﾆ 児童

うさぎをつくろう　 レオ・レオニ／作 好学社 198207 E ﾚｵﾆ 児童

トラのじゅうたんになりたかったトラ　 ジェラルド・ローズ／文・絵 岩波書店 2011.1 E ﾛｽ 児童

こよみともだち　 わたりむつこ／さく 福音館書店 2006.12 E ﾜﾀﾘ 児童

ふくねずみ　すごろくばなし　 わたりむつこ／さく 福音館書店 199904 E ﾜﾀﾘ 児童

ハネスうさぎのクリスマス　 バーナデット・ワッツ／作 講談社 2000.9 E ﾜﾂﾂ 児童

うさぎのいえ　 内田莉莎子／再話 福音館書店 199803 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ
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