
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115792160 あたらしいおともだち 森　はるな／文 東京：講談社 書庫

0117841072 アヒルかも!ウサギかも! エイミー・クラウス・ローゼンタール／著 東京：光文社 絵本 カ   

0116196361 アヒルだってば!ウサギでしょ! エイミー・クローズ・ローゼンタール／さく 東京：サンマーク出版 絵本 サ   

0117566893 アブラ・カダブラ・カタクリコ きたむら　さとし／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0117813873 あべ弘士のシートン動物記　2 E.T.シートン／原作 東京：学研プラス 絵本 カ   

0116601345 あわてんぼうさちゃん ティモシー・ナップマン／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0116235110 イソポカムイ 藤村　久和／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0117151134 一日だけうさぎ 原　知子／ぶん 東京：くもん出版 絵本 カ   

0117880872 いつつごうさぎとうみのほうせき まつお　りかこ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117691923 いつつごうさぎのきっさてん まつお　りかこ／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0115872509 いつつごちゃんのはるのいちにち かさい　まり／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0115871568 いつもいっしょに こんの　ひとみ／作 東京：金の星社 書庫

0115874141 いなばの白ウサギ 谷　真介／文 東京：佼成出版社 書庫

0117042366 イリスのたんじょうび がりーど ちえこ／作 東京：文芸社 絵本 ハ   

0115832685 うさぎ 今泉　忠明／監修 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0117187401 うさぎをカメ! のむら　としや／さく・え [東京]：東京図書出版 絵本 タ   

0117703397 うさぎがいっぱい リチャード・スキャリー／さく 東京：好学社 絵本 サ   

0116248998 うさぎがそらをなめました あまん　きみこ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0116008699 うさぎこわーい 松橋　利光／写真・文 東京：アリス館 書庫

0115721243 うさぎ小学校 アルベルト・ジクストゥス／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115778656 うさぎ小学校のえんそく アルベルト・ジクストゥス／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115380214 うさぎってすごい! 今泉　忠明／監修 東京：世界文化社 絵本 サ   

0117362442 うさぎでうれしい うさぎはうさぎ さこ　ももみ／作 東京：講談社 絵本 カ   

0116171216 ウサギとカメ [イソップ／原作] 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117711028 うさぎになったゆめがみたいの おくはら　ゆめ／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0116223579 うさぎのうさぼうときょーふのママだいおう ケイト・クリス／文 東京：主婦の友社 絵本 サ   

特集名：長野１月児童テーマ「うさぎ」
特集期間：2022/12/28/～2023/01/26



0111583381 うさぎのえるなちゃん ひみつのおうち こばやし　ゆうじ／さく・え 東京：福武書店 書庫

0116070475 うさぎのおいしゃさんバーニーせんせい 河相　美恵子／作 東京：国土社 書庫

0115052136 うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0116533548 うさぎのおくりもの ビーゲン セン／作 東京：汐文社 絵本 タ   

0117238592 うさぎのがくそうや 道野　真菜／文 東京：文芸社 絵本 ハ   

0114905565 うさぎのくにへ ジビュレ・フォン・オルファース／作 東京：平凡社 書庫

0116275447 うさぎのさとうくん 相野谷　由起／さく・え 東京：小学館 書庫

0116851866 うさぎのさとうくんこうちゃのうみ 相野谷　由起／さく・え 東京：小学館 絵本 サ   

0115936171 うさぎのさとうくんつきよ 相野谷　由起／さく・え 東京：小学館 書庫

0115258634 うさぎの島 イエルク・シュタイナー／ぶん 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0115542524 うさぎのしるし ひだ　きょうこ／作 東京：あかね書房 書庫

0117279943 ウサギのすあなにいるのはだあれ? ジュリア・ドナルドソン／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0113788236 うさぎのだいじなみつけもの シャーロット・ゾロトウ／さく 東京：ほるぷ出版 絵本 ハ   

0117217901 うさぎのダンスタイム、はじまるよ! エリー・サンドル／作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115240939 うさぎのチッチ ケス・グレイ／作 神戸：BL出版 書庫

0117093716 うさぎのニコラス リチャード・スキャリー／え 東京：好学社 絵本 カ   

0115869059 うさぎのにんじん なかがわ　りえこ／ぶん 東京：ブッキング 書庫

0115651648 うさぎのはなたば 松居　スーザン／作 東京：ひさかたチャイルド 絵本 ハ   

0117700112 うさぎのバレエだん 石井　睦美／ぶん 東京：小学館 絵本 サ   

0117849794 うさぎのパンやさんのいちにち かこ　さとし／著 東京：復刊ドットコム 絵本 ハ   

0117619775 うさぎのまじっく せな　けいこ／作・絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0114882103 うさぎのみみはなぜながい 北川　民次／ぶんとえ 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115436602 うさぎのみみはなぜながい 北川　民次／ぶんとえ 東京：福音館書店 書庫

0114745110 うさぎのミミちゃん 麻布教育研究所／編 松本：郷土出版社 絵本 カ   

0115443723 うさぎのユック 絵門　ゆう子／作 東京：金の星社 書庫

0115389256 うさぎのルーピースー どい　かや／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115652885 ウサギのルビーとのろまなカメ ジョー・オキエール／さく 東京：長崎出版 絵本 ナ   

0117124933 うさぎマンション のはな　はるか／作 東京：くもん出版 絵本 カ   

0116287988 うさぎくんとはるちゃん おかだ　ちあき／さく・え 東京：岩崎書店 書庫

0117472316 うさぎくんとママ リチャード・スキャリー／さく 東京：好学社 絵本 カ   

0114702152 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 東京：冨山房 絵本 ハ   

0117931212 うさぎちゃんスキーへいく せな　けいこ／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   



0114810476 うさぎちゃんスキーへいく せな　けいこ／作・絵 東京：金の星社 書庫

0117907329 うさぎちゃんつきへいく せな　けいこ／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115560427 うさぎちゃんとおひさま あいはら　ひろゆき／文 東京：教育画劇 書庫

0115369084 うさぎちゃんとゆきだるま あいはら　ひろゆき／文 東京：教育画劇 絵本 カ   

0117507228 うさちゃんとうんち うしやま　さちよ／著 東京：新風舎 絵本 サ   

0115446783 うさんごろとへんなつき せな　けいこ／作・絵 東京：PHP研究所 絵本 ハ   

0116786567 うそうさぎ 谷川　晃一／さく 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115446973 うんちっち ステファニー・ブレイク／作・絵 東京：PHP研究所 書庫

0115824609 オオカミ エミリー・グラヴェット／作 東京：小峰書店 絵本 カ   

0115873119 オオカミだー! ステファニー・ブレイク／作　絵 東京：PHP研究所 書庫

0116353285 おおきいうさぎとちいさいうさぎ マリサビーナ・ルッソ／作 東京：童話屋 絵本 タ   

0117832410 おねぼうさんはだあれ? 片山　令子／文 東京：学研プラス 絵本 カ   

0116282856 おばあちゃんのたんじょうび くすのき　しげのり／原作 東京：佼成出版社 書庫

0115916827 おばけのめをみておとうとうさぎ! ヨンナ・ビョルンシェーナ／作 東京：クレヨンハウス 絵本 カ   

0115800237 おやすみおやすみぐっすりおやすみ マリサビーナ・ルッソ／作 東京：童話屋 絵本 タ   

0115452369 おれ、うさぎのラビィ マーティン・ワッデル／ぶん 東京：評論社 書庫

0115420580 おれさまのもり キクタ　ミネコ／作 東京：ソニー・マガジンズ 絵本 サ   

0116795683 かしこいウサギとはずかしがりやの大きな鳥 パスカル・マレ／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115310229 カロンとコロン どい　かや／著 東京：主婦と生活社 書庫

0117999326 かわいいうさぎ 直見　芽以子／作・絵 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0114433956 がんばれ!くるまいすのうさぎぴょんた 岩崎　京子／文 東京：教育画劇 書庫

0115591240 9ひきのうさぎ せな　けいこ／作・絵 東京：ポプラ社 書庫

0115130338 きんのたまごのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 長崎：童話館出版 書庫

0116732389 くいしんぼうさぎ せな　けいこ／作・絵 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0118017821 クッキーのぼうしやさん 安西　水丸／著 東京：クレヴィス 絵本 カ   

0115164949 くりのきむらのゆうびんやさん たまの　まさと／作 鎌倉：あづき 書庫

0117103887 こうさぎクーとおにんぎょう みやにし　たつや／作絵 東京：鈴木出版 絵本 サ   

0117009605 子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし バーナデット・ワッツ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0114986136 こうさぎピピンのたんじょうび やまだ　うたこ／ぶんとえ 東京：偕成社 書庫

0116117557 こそこそこそっ、かくれよう! カンダス・フレミング／ぶん 神戸：BL出版 書庫

0115595688 こぶしのいえのこもりうた ひろかわ　さえこ／さく・え 東京：あかね書房 書庫

0117592253 ゴリラさんだめです キューライス／さく・え 東京：イースト・プレス 絵本 ア   



0115841785 こわがりうさぎホッペル アンティエ・グメルス／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0115100588 しろいうさぎがやってきて エリック・バテュ／作 東京：フレーベル館 絵本 ハ   

0115040131 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ／ぶん,え 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115868796 しろいはうさぎ クォン　ユンドク／文・絵 東京：福音館書店 書庫

0111770293 白うさぎのおんがえし たかし　よいち／ぶん 東京：佼成出版社 書庫

0114758907 しんせつなともだち 方　軼羣／作 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115872921 すうちゃんのカッパ とづか　かよこ／作・絵 東京：偕成社 書庫

0116584517 だいすきぎゅっぎゅっ フィリス・ゲイシャイトー／ぶん 東京：岩崎書店 絵本 ア   

0117645150 対訳鳥獣戯画 辻　惟雄／監修 東京：博雅堂出版 絵本 ハ   

0116527672 たのしいピクニック いしい　むつみ／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115117194 たまごケーキやけたかな? おおい　じゅんこ／ぶんとえ 東京：ハッピーオウル社 書庫

0115447237 たんじょうびのごちそう 木村　裕一／作 東京：偕成社 書庫

0117195339 ちいさなうさぎのものがたり アルヴィン・トレッセルト／ぶん 東京：ロクリン社 絵本 ラ   

0116479585 ちっちゃなしろうさぎ ケビン・ヘンクス／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115591463 ちびうさいえで! ハリー・ホース／作 東京：光村教育図書 書庫

0115591513 ちびうさがっこうへ! ハリー・ホース／作 東京：光村教育図書 書庫

0115591521 ちびうさにいちゃん! ハリー・ホース／作 東京：光村教育図書 書庫

0115619629 ちびうさまいご! ハリー・ホース／作 東京：光村教育図書 書庫

0116988858 つきにいったうさぎのおはなし はっとり　みほ／え 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0116986308 つきのうさぎ いもと　ようこ／文・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0115689929 つきのうさぎ まつむら　まさこ／著 東京：瑞雲舎 絵本 サ   

0116601642 でもだいじょうぶ! ジェフ・マック／作・絵 東京：パイインターナショナル 絵本 ハ   

0117271866 としょかんへぴょん!ぴょん!ぴょん! アニー・シルヴェストロ／文 東京：絵本塾出版 絵本 ア   

0116549767 ともだちできたよ 内田　麟太郎／文 東京：文研出版 絵本 ハ   

0117875047 ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん! キューライス／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0117746123 ドン・ウッサ ダイエットだいさくせん! キューライス／著 東京：白泉社 絵本 ハ   

0118017847 とんとんとんのこもりうた いもと　ようこ／作・絵 東京：講談社 絵本 カ   

0113950109 とんとんとんのこもりうた いもと　ようこ／作・絵 東京：講談社 書庫

0115766909 どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0115773806 どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0116322611 なかなおり ヘルヤ・リウッコ=スンドストロム／文・陶板 東京：猫の言葉社 絵本 ナ   

0117983387 7ひきのこうさぎ ジョン・ベッカー／ぶん 東京：好学社 絵本 カ   



0115657256 なにがみえるの? ひろの　みずえ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド 書庫

0115761645 なんだろう? 柴野　民三／作 大阪：ひかりのくに 絵本 ハ   

0117979955 にんじんようちえん アンニョン・タル／作 東京：ポプラ社 絵本 ハ   

0116579244 ねえ、ほんよんで! レイン・マーロウ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115595712 のいちごはらのあさのうた ひろかわ　さえこ／さく・え 東京：あかね書房 書庫

0117570143 のうさぎ 高橋　喜平／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0115138752 のうさぎ 高橋　喜平／ぶん 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0116614892 ノウサギとハリネズミ W.デ・ラ・メア／再話 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0114834914 野うさぎのフルー リダ・フォシェ／文 長崎：童話館出版 書庫

0115413379 はさみみうさぎ ママダ　ミネコ／著 東京：新風舎 書庫

0118383710 花のかみかざり いもと　ようこ／作・絵 東京：岩崎書店 書庫

0115509127 ハネスうさぎはゆうびんやさん バーナデット・ワッツ／作 東京：講談社 書庫

0116229618 バレリーナマノン つちだ　よしはる／さく 東京：佼成出版社 絵本 カ   

0117973339 火をぬすんだウサギ 宇野　和美／再話 町田：玉川大学出版部 絵本 タ   

0116339276 ぴあのうさぎ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0116454307 ぴあのうさぎとみみおばけ あきやま　ただし／作・絵 東京：金の星社 絵本 カ   

0117996058 ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター／作・絵 東京：早川書房 絵本 ハ   

0115141491 ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ クリス・ウォーメル／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115149353 ひなたむらのしんまいおまわりさん すとう　あさえ／作 東京：PHP研究所 書庫

0116117383 ビロードのうさぎ マージェリィ・W.ビアンコ／原作 東京：ブロンズ新社 書庫

0118050954 びんにいれてごらん デボラ・マルセロ／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0117422766 ふたごのうさぎ ダフネ・ロウター／著 東京：NHK出版 絵本 ア   

0118064872 ふゆのコートをつくりに 石井　睦美／文 東京：ブロンズ新社 絵本 ハ   

0116533498 フラニーとメラニー しあわせのスープ あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：講談社 絵本 カ   

0115840472 フラニーとメラニー もりのスープやさん あいはら　ひろゆき／ぶん 東京：講談社 絵本 カ   

0116702994 へっぽこまじょこニコとニキ　キャンプでおおさわぎのまき あいはら　ひろゆき／作 東京：小学館 絵本 サ   

0115178360 ベルベットうさぎのなみだ マージェリィ・ウィリアムズ／原作 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115563736 ペンペンのなやみごと オオサワ　チカ／作 東京：新風舎 絵本 サ   

0115708240 ぼくのウサギ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／作 東京：講談社 書庫

0116835927 ぼくはうさぎ 山下　哲／作 東京：あかね書房 絵本 ア   

0116096884 ぼくたちともだち 中川　ひろたか／さく 東京：アリス館 書庫

0115593816 ほしのはな 武鹿　悦子／文 東京：童心社 絵本 タ   



0116284787 マジック☆ラビット アネット・ルブラン・ケイト／作 神戸：BL出版 書庫

0115350415 マックスとたんじょうびケーキ ローズマリー・ウェルズ／作 東京：光村教育図書 絵本 マ   

0116795998 まねっこたいそううさぎちゃん 塚本　やすし／さく 東京：そうえん社 絵本 サ   

0115792178 ママだいすき! 森　はるな／文 東京：講談社 書庫

0117692020 みならいうさぎのイースターエッグ エイドリアン・アダムズ／作・絵 東京：徳間書店 絵本 タ   

0116211566 みみとみん いちごだいすき いりやま　さとし／作絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0116211558 みみとみん おとうさんおきて! いりやま　さとし／作絵 東京：学研教育出版 絵本 カ   

0115721250 ミミちゃんのねんねタオル アンバー・スチュアート／文 東京：徳間書店 絵本 タ   

0115447278 みんなおそろい 山脇　恭／作 東京：偕成社 書庫

0117954503 やぁだ! マルリョケ・ヘンリヒス／さく 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115533796 ゆうかんなミミと大きなクマさん アンジェラ・マカリスター／ぶん 東京：評論社 絵本 ハ   

0117151126 ゆきがふるまえに かじり　みな子／さく 東京：偕成社 絵本 カ   

0114896525 ゆきうさぎのちえ 手島　圭三郎／作・絵 東京：リブリオ出版 書庫

0117021733 ゆきだるまうさぎ 田中　てるみ／文 神戸：BL出版 絵本 ハ   

0115714404 ララちゃんのダンス 大和田　美鈴／ぶん・え 東京：大日本図書 絵本 タ   

0115875247 わたしからあなたへ アデル・ジェラス／さく 東京：草炎社 書庫

0116930140 わたしのうさぎハッピー みずしま　さくらこ／原案 東京：福音館書店 絵本 ハ   

0114685001 わたしのワンピース にしまき　かやこ／えとぶん 東京：こぐま社 絵本 カ   


