
分  類 書           名

Ｅ　タカ あしたがきらいなうさぎ 高橋　久美子　作 高山　裕子　絵

Ｅ　リヒ 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 トム　リヒテンヘルド　さく

Ｅ　テズ あわてみみちゃん 手塚　治虫　絵・文

Ｅ　ボロ あわてんぼうウサギ 中川　素子　再話 バーサンスレン　ボロルマー　絵

Ｅ　コバ 一日だけうさぎ 原　知子　ぶん こば　ようこ　え　

Ｅ　マツ いつつごうさぎのきっさてん まつお　りかこ　作・絵

Ｅ　イモ 👤 いなばのしろうさぎ いもと　ようこ　文・絵

Ｅ　イワ 👤 岩をたたくウサギ よねやま　ひろこ　再話

Ｅ　スキ うさぎがいっぱい リチャード　スキャリー　さく

Ｅ　モロ 👶 うさぎさんのえ もろはら　じろう　作・絵

Ｅ　ワイ うさぎたちとふしぎなこうじょう アダム・グリーン　さく レナード・ワイスガード　え

Ｅ　セナ うさぎちゃん せな　けいこ　作・絵

Ｅ　サコ うさぎでうれしい うさぎはうさぎ さこ　ももみ　作

Ｅ　オク うさぎになったゆめがみたいの おくはら　ゆめ　作

Ｅ　カワ うさぎのおいしゃさんバーニーせんせい 河相　美恵子　作

Ｅ　ウィ うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン　ぶん ガース・ウィリアムズ　え

Ｅ　ホベ うさぎのおるすばん イ  ホベク　作

Ｅ　トレ うさぎのくに デニーズ・トレッツ　さく アラン・トレッツ　え

Ｅ　ミナ うさぎのくれたバレエシューズ 安房  直子　文 南塚　直子　絵

Ｅ　アイ うさぎのさとうくん 相野谷　由起　さく・え

Ｅ　オク 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 ヘレン　オクセンバリー　絵

Ｅ　サン うさぎのダンスタイム、はじまるよ! エリー　サンドル　作

Ｅ　スキ うさぎのニコラス リチャード　スキャリー　え オーレ　リソム　さく

Ｅ　ヤマ うさぎのにんじん なかがわ  りえこ　ぶん やまわき　ゆりこ　え

Ｅ　ミナ うさぎのバレエだん 石井　睦美　ぶん 南塚　直子　え

Ｅ　セナ うさぎのまじっく せな　けいこ　作・絵

Ｅ　ニュ うさぎのマシュマロ クレア・ターレー・ニューベリー　作

Ｅ　ボロ うさぎのみみしばり 浜田　広介　作 バーサンスレン　ボロルマー　絵

Ｅ　キタ 👤 うさぎのみみはなぜながい 北川　民次　ぶんとえ

Ｅ　ヤマ うさぎのユック 絵門  ゆう子　作 山中　翔之郎　絵

Ｅ　ゴミ うさぎはやっぱり　卯 五味　太郎　作

Ｅ　ノハ うさぎマンション のはな　はるか　作

Ｅ　レオ うさぎを　つくろう レオ＝レオニ　作

Ｅ　アジ うさぎ座の夜 安房  直子　作 味戸　ケイコ　絵

Ｅ　コッ うさぎ小学校 アルベルト・ジクストゥス　文 フリッツ・コッホ＝ゴータ　絵

Ｅ　ハイ うさぎ小学校のえんそく ルト・ジクストゥス　文 リヒャルト・ハインリヒ　絵

Ｅ　ブレ オオカミだー！ ステファニー・ブレイク　作／絵

Ｅ　ルツ 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

Ｅ　トネ おおきなおおきなにんじん 刀根　里衣　絵・文

Ｅ　イマ おりとライオン 楾　大樹　作 今井　ヨージ　絵

Ｅ　ファ おれ、うさぎのラビィ マーティン・ワッデル　ぶん バーバラ・ファース　え

～　お月見の季節ですね ☽ うさぎさんが出てくるおはなしがいっぱい！ 🐇　～

作           者

  ぴょん、ぴょん、ぴょん。



Ｅ　アプ かぞえてかぞえてたんじょうび! ヤーク・ドレーセン　文 スートキン・アプス　絵

Ｅ　ナオ かわいいうさぎ 直見　芽以子　作・絵

Ｅ　ラッ きみにあいにきたよ ナタリー・ラッセル　作

Ｅ　セナ 9ひきのうさぎ せな　けいこ　作・絵

Ｅ　ミヤ こうさぎクーとおにんぎょう みやにし　たつや　作絵

Ｅ　ワッ こうさぎジャックぼくたちともだち バーナデット・ワッツ　作

Ｅ　カキ ごろりんごろんころろろろ 香山　美子　作 柿本　幸造　絵

Ｅ　サク こわがらないでうさぎくん シュテファン・ゲンメル　文 マリー・ジョゼ・サクレ　絵

Ｅ　レイ 3びきのうさぎ ゼルク・ゾルターン　作 レイク・カーロイ　絵

Ｅ　モト シマウマだけどウサギ 本信  公久　著

Ｅ　バテ しろいうさぎがやってきて エリック・バテュ　作

Ｅ　ウィ 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

Ｅ　クォ しろいはうさぎ クォン  ユンドク　文・絵

Ｅ　シモ せかいいちゆうかんなうさぎ　ラベンダー ポージー・シモンズ　作

Ｅ　レイ そのウサギはエミリー・ブラウンのっ！ クレシッダ・コーウェル　ぶん ニール　レイトン　え

Ｅ　カコ だるまちゃんとうさぎちゃん 加古  里子　さく/え

Ｅ　ワイ 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 レナード・ワイスガード　え

Ｅ　ハッ つきにいったうさぎのおはなし はっとり　みほ　え

Ｅ　イモ つきのうさぎ いもと　ようこ　文・絵

Ｅ　ラッ つきのよるのおやくそく ナタリー　ラッセル　作

Ｅ　ヤマ テムテムとなまえのないウサギ 坂本　のこ　作 山田　真奈未　絵

Ｅ　カキ どうぞのいす 香山　美子　作 柿本　幸造　絵

Ｅ　マイ 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 タチアナ・マイ＝ウィス　絵

Ｅ　キュ ドン・ウッサそらをとぶ キューライス　著

Ｅ　ジェ 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 アニタ　ジャラーム　え

Ｅ　イシ なだれうさぎ 久留島　武彦　作 いしい　つとむ　絵

Ｅ　ロマ はなうたウサギさん エリック・ローマン　作

Ｅ　アキ ぴあのうさぎ あきやま　ただし　作・絵

Ｅ　ヨシ 👤 ひにとびこんだうさぎ 西本　鶏介　文 よしざわ　けいこ　絵

Ｅ　サク ビロードのうさぎ マージェリィ・Ｗ．ビアンコ　原作 酒井　駒子　絵・抄訳

Ｅ　タカ ピンクいろのうさぎ たかお　ゆうこ　作

Ｅ　ミヤ 👶 ぶーらんぶーらん ミヤタ　タカシ　さく

Ｅ　ロウ ふたごのうさぎ ダフネ・ロウター　著

Ｅ　ヤハ ぼくのウサギ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ　作

Ｅ　フク ぼくはうさぎ 山下　哲　作 福田　利之　絵

Ｅ　ケイ マジック☆ラビット アネット・ルブラン・ケイト　作

Ｅ　イモ ましろのあさ いもと　ようこ　作・絵

Ｅ　ツカ まねっこたいそううさぎちゃん 塚本　やすし　さく

Ｅ　フナ まるかいてピョン 舟崎　克彦　さく・え

Ｅ　アキ ○×うさぎ あきやま　ただし　著

Ｅ　アダ 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

Ｅ　カン ミミちゃんのおたんじょうびケーキ かんべ　あやこ　作

Ｅ　カラ むしゃ！むしゃ！むしゃ！ カンダス・フレミング　文 G　ブライアン　カラス　絵

Ｅ　ナト わたしのうさぎハッピー みずしま　さくらこ　原案 なとり　ちづ　文・絵
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