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【うし】

Ｅ　イド うし 井戸田　修　作

Ｅ　タカ うし 内田　麟太郎　詩 高畠　純　絵

Ｅ　ミル うしがそらをとぶ デービッド・ミルグリム　作・絵

Ｅ　フル ウシくんにのって 古内　ヨシ　作・絵

Ｅ　フク しかけうしちゃんえんそくわくわく きむら　ゆういち　作 ふくざわ　ゆみこ　絵

Ｅ　ハン うしとトッケビ イ　サン　文 ハン　ビョンホ　絵

Ｅ　ホン 昔話 牛になった寝太郎 ホン　ソンチャン　作・画

Ｅ　ニシ うしのもーさん 風木　一人　作 西村　敏雄　絵

Ｅ　スス ウシバス スズキ　コージ　作

Ｅ　アン うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン　作 ケネス・アンダーソン　絵

Ｅ　ボン 牛をかぶったカメラマン レベッカ・ボンド　作

Ｅ　ダバ おはようのプレゼント アンドレ・ダーハン　さく

Ｅ　ベズ おりこうなアニカ エルサ　ベスコフ　さく・え

Ｅ　ヨシ 希望の牧場 森　絵都　作 吉田　尚令　絵

Ｅ　ゴミ 仔牛の春 五味　太郎　作

Ｅ　アカ 子ウシをすくった母ウシ 谷　真介　文 赤坂　三好　絵

Ｅ　ハセ こたつうし かわまた　ねね　作 長谷川　義史　絵

Ｅ　マツ こまったうしのガイコツまおう 松山　円香　作

Ｅ　ヒル さわってあそぶコロちゃんののうじょう エリック・ヒル　作

Ｅ ＢＭ じゅうにしものがたり 瀬川　康男　作

Ｅ　ハル 白い牛をおいかけて トレイス・シーモア　文 ウェンディ・アンダスン・ハルバリン　絵

Ｅ　ロソ はなのすきなうし マンロー・リーフ　作 ロバート・ローソン　絵

Ｅ　イワ ふうとはなとうし いわむら　かずお　さく

Ｅ　アキ まめうし あきやま　ただし　作・絵

Ｅ　アキ まめうしのまんまるいふゆ あきやま　ただし　作・絵

Ｅ　トル みんなのうし ビジョー・ル・トール　作・絵

Ｅ　ゴミ モーイイヨ　丑 五味　太郎　作

Ｅ　エツ モーモーまきばのおきゃくさま マリー・ホール・エッツ　文 やまのうち　きよこ　やく

Ｅ　トヨ ももんちゃんのっしのっし とよた　かずひこ　さく・え

Ｅ　ヒユ ＢＭ ゆうかんなうしクランシー ラチー・ヒューム　作 長友　恵子　訳

Ｅ　マル ゆうなとスティービー 堀米　薫　さく 丸山　ゆき　え

Ｅ　エガ 夢は牛のお医者さん 時田　美昭　作 江頭　路子　絵

Ｅ　ゴル わらのうし 内田　莉莎子　文 ワレンチン・ゴルディチュークル　絵

【お正月】　

Ｅ　ナカ 10ぴきのかえるのおしょうがつ 間所　ひさこ　さく 仲川　道子　え

Ｅ　イワ 14ひきのもちつき いわむら　かずお　さく

Ｅ　ムラ あけましておめでとう 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵.

Ｅ　アオ あけましてのごあいさつ すとう　あさえ　ぶん 青山　友美　え

Ｅ　ハセ いろはのかるた奉行 長谷川　義史　作・絵

Ｅ　アオ えんぎもん 青山　友美　作

Ｅ　クニ お正月 桂　文我　ぶん 国松　エリカ　え
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Ｅ　タチ おしょうがつおめでとうはじまりの日 ますだ　ゆうこ　作 たかもと　みちこ

Ｅ　アキ おしょうがつがやってくる 秋山　とも子　作・絵

Ｅ　ムラ お正月さまござった 西本　鶏介　作 村上　豊　絵

Ｅ　オオ 👶 おしょうがつさん 谷川　俊太郎　文 大橋　歩　え

Ｅ　ナガ おしょうがつさん　どんどこどん 長野　ヒデ子　作・絵

Ｅ　ヤマ お正月さんありがとう 内田　麟太郎　作 山本　孝　絵

Ｅ　フク おしょうがつセブン もとした　いづみ　作 ふくだ　いわお　絵

Ｅ　オク おしょうがつのかみさま おくはら　ゆめ　作

Ｅ　フジ おしょうがつバス 藤本　ともひこ　作・絵

Ｅ　ミズ １シリ おせち 深山　さくら　ぶん 水野　ぷりん　え

Ｅ　ワタ おせちいっかのおしょうがつ わたなべ　あや　作

Ｅ　ヨシ おせちのおしょうがつ ねぎし　れいこ　作 吉田　朋子　絵

Ｅ　ハル おぞうにくらべ 宮野　聡子　作

Ｅ　ミナ おとしだまをいっぱいもらうコツ きむら　ゆういち　作　 南　千里　絵

Ｅ　ノム おばあちゃんのおせち 野村　たかあき　作・絵

Ｅ　キタ おみくじ きた　あいり　作

Ｅ　ムラ おもち 石津　ちひろ　文 村上　康成　絵

Ｅ　カガ おもちのきもち かがくい　ひろし　作・絵

Ｅ　タカ くまのこのとしこし 高橋　和枝　作

Ｅ　サゲ 子どもばやしのお正月 さげさか　のりこ　作

Ｅ　サワ ししにゃいとおしょうがつ 澤野　秋文　さく

Ｅ　ナカ しちふくじん 立川　志の輔　作 中川　学　絵

Ｅ　カワ 十二支のお節料理 川端　誠　作

Ｅ　ハヤ 十二支のおもちつき すとう　あさえ　さく 早川　純子　　え

Ｅ　タカ 十二支のおやこえほん 高畠　純　作

Ｅ　タカ 十二支のことわざえほん 高畠　純　作

Ｅ　タカ 十二支のしりとりえほん 高畠　純　作

Ｅ　ヤナ 十二支のしんねんかい みき　つみき　文 柳原　良平　画

Ｅ　ヒロ 十二支のどうぶつゴールをめざせ！！ 広瀬　克也　作・絵

Ｅ　カワ 十二支のどうぶつ小噺 川端　誠　作

Ｅ　アラ 十二支のはじまり 新井　良二　絵 やまち　かずひろ　文

Ｅ　イモ 十二支のはじまり いもと　ようこ　文・絵

Ｅ　サワ しょうがつがくると 川崎　洋　作 沢田　としき　絵

Ｅ　アオ たこあげ 青山　友美　作

Ｅ　ソ どうして十二支にネコ年はないの？ ドリス・オーゲル　文 メイロ・ソー　絵

Ｅ　リコ パンダのたぷたぷと十二支のはじまり 深山　さくら　文 Ｒｉｃｏ　絵

Ｅ　カキ ママのもちつき 長崎　源之助　文 柿本　幸造　絵

Ｅ　ニシ もうすぐおしょうがつ 西村　繁男　さく

Ｅ　イモ しかけもちつきぺたん きむら　ゆういち　作 いもと　ようこ　絵

Ｅ　ワタ もみのき山のお正月 渡辺　有一　作

Ｅ　タカ ようかいむらのたのしいおしょうがつ たかい　よしかず　作・絵

〇シリ ： シリーズ絵本　　👶 ： 赤ちゃん絵本
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