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Ｅ　ドレ 書庫 あいつはトラだ！ ガエタン・ドレムス：作 のざか　えつこ：訳

Ｅ　ワン 書庫 あかちゃんがやってくる！ ジュリー・サイクス：作 ティム・ワーンズ：絵

Ｅ　サイ あまのいわと saica：絵 孫　奈美：文

Ｅ　チェ ウェン王子とトラ チェン　ジャンホン：作・絵 平岡　敦：訳

Ｅ　ワイ おおきなトラとシカのはんぶんくん バーニス・フランケル：さく レナード　ワイスガード：え

Ｅ　カ おちゃのじかんにきたとら ジュディス　カー：作 晴海　耕平：訳

Ｅ　イシ かえうたかえうたこいのぼり 石井　聖岳：作

Ｅ　アベ かわうそ３きょうだい　とらのまき あべ　弘士：作

Ｅ　チョ 昔話 金剛山のトラ クォン　ジョンセン：再話 チョン　スンガク：絵

Ｅ　ワイ こわがらなくていいんだよ ゴールデン　マクドナルド：さく レナード　ワイスガード：え

Ｅ　ペク しろいまゆげのトラ イ　ジンスク：文 ペク　テスン：絵

Ｅ　タル 書庫 たいくつなトラ しまむら　ゆうこ：文 たるいし　まこ：絵

Ｅ　カコ だるまちゃんととらのこちゃん 加古　里子：さく・え

Ｅ　サン チュチュをきたトラ ファビ・サンティアゴ：作 tara：訳

Ｅ　ヤン 書庫 つきのひかりのとらとーら フィリス・ルート：文 エド・ヤング：絵

Ｅ　ロザ トラ シルヴィ・ジラルデ：作 クレール・メルロ＝ポンティ：作

Ｅ　ベリ 書庫 とらくんうみをわたる リチャード・アダムス：文 ニコラ・ベーリー：絵

Ｅ　フク しかけ とらくんおれさまさいこう きむら　ゆういち：作 ふくざわ　ゆみこ：絵

Ｅ　ブラ トラさん、あばれる ピーター　ブラウン：作 青山　南：訳

Ｅ　ビス 書庫 トラさん、トラさん、木のうえに！ アヌシュカ・ラヴィシャンカール：ぶん プラク・ビスワス：え

Ｅ　ナカ 👶 とらたとおおゆき なかがわ　りえこ：ぶん なかがわ　そうや：え

Ｅ　ホジ トラといっしょに ダイアン　フフマイアー：文 ジェシー・ホジスン：絵

Ｅ　カウ 書庫 トラと人間 ヘレン・カウチャー：作 まち　こうじ：訳

Ｅ 昔話 とらとほしがき パク　ジェヒョン：再話・絵 おおたけ　きよみ：訳

Ｅ　フジ 書庫 とらねこたっち と とらのこぴっぴ 藤島　青年：さく・え

Ｅ　アカ 昔話 トラのおんがえし 谷　真介：文 赤坂　三好：絵

Ｅ　シノ トラの子ウーちゃん 久留島　武彦：作 篠崎　三朗：絵

Ｅ　キク とらのことらこ きくち　ちき：作・絵

Ｅ　タイ 書庫 とらのゆめ タイガー立石：さく・え

Ｅ　シン とらはらパーティー シン　トングン：作・絵 ユン　ヘジョン：訳

Ｅ　ゴミ とらはえらい　寅 五味　太郎：作

Ｅ　ドイ トラリーヌとあおむしさん どい　かや：さく

Ｅ　ステ トルーシー・トルトルとトラ ヘレン　スティーヴンズ：作 ふしみ　みさを：訳

Ｅ　ネン ５シリ とらたとまるた　年少版・こどものとも34号 なかがわ　りえこ：ぶん なかがわ　そうや：え

Ｅ　ワン 書庫 ねむくないもん！ ジュリー・サイクス：作 ティム・ワーンズ：絵

Ｅ　ブラ パパとタイガのとびっきりキャンプ！ セバスチャン・ブラウン：さく 聞かせ屋。けいたろう：やく

Ｅ　キム パパトラ 平田　昌弘：文 きむら　ゆういち：絵

Ｅ　ヤノ 書庫 ぼくがおうちでまっていたのに ヤーノシュ：作・絵 石川　素子：訳

Ｅ　アイ 書庫 ぼくのじまんのトラおじさん ジェームズ・リオーダン：ぶん アレックス・アイリフ：え

Ｅ　ヘネ まよなかのとら ヒド　ファン　ヘネヒテン：作・絵 野坂　悦子：訳

Ｅ　オオ むかしむかしとらとねこは… 大島　英太郎：文・絵

Ｅ　ブル もしも、ぼくがトラになったら ディーター　マイヤー：文 フランツィスカ　ブルクハルト：絵

Ｅ　ベク リィーヤとトラ アンナ・フェドゥロヴァ：文 ダリヤ・ベクレメシェヴァ：絵
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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　イシ えとえとがっせん 石黒　亜矢子：作

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

Ｅ　アキ おしょうがつがやってくる 秋山　とも子：作・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　フジ おしょうがつバス 藤本　ともひこ：作・絵

Ｅ　ヤマ おしょうがつパーティーめでたいめでたい すとう　あさえ：ぶん 山田　花菜：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　ミヤ おせちさんはーい！ 宮本　えつよし：作・絵

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　カメ １シリ おもち 新見　絵美：ぶん 亀澤　裕也：え

Ｅ　ムラ おもち！ 石津　ちひろ：文 村上　康成：絵

Ｅ　ササ おもちおばけ ささき　ようこ：さく・え

Ｅ　カト おもちのかみさま かとう　まふみ：著

Ｅ　カガ おもちのきもち かがくい　ひろし：作・絵

Ｅ　ワタ おもちぶとん わたなべ　ゆういち：作

Ｅ　タカ 書庫 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　ナカ しちふくじん 立川　志の輔：作 中川　学：絵

Ｅ　スガ しちふくじんのかみかみレストラン すがの　やすのり：絵 柳沢　幸江：監修

Ｅ　オク じゅうにしどこいくの？ すとう　あさえ：ぶん おくはら　ゆめ：え

Ｅ　カワ 十二支のお節料理 川端　誠：作

Ｅ　カワ 十二支のお雑煮 川端　誠：作

Ｅ　アキ 十二支のおはなしと十二支がかけるほん あきやま　かぜさぶろう：え アキヤマ　ヒカル：ぶん

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　ヒロ 十二支のどうぶつゴールをめざせ!! 広瀬　克也：作・絵

Ｅ　スギ じゅうにしのはなし スギヤマ　カナヨ：作・絵

Ｅ　スギ じゅうにしのはなしのつづき スギヤマ　カナヨ：作・絵

Ｅ　イワ 14ひきのもちつき いわむら　かずお：さく

Ｅ　カジ 書庫 てんぱたんてんぱたん 梶山　俊夫：再話・絵

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　シバ はっけよい！おせちばしょ 奥原　弘美：文 柴田　ケイコ：絵

Ｅ ５シリ ばばばあちゃんのおもちつき さとう　わきこ：作

Ｅ　カキ ママのもちつき 長崎　源之助：文 柿本　幸造：絵

Ｅ　アオ たこあげ 青山　友美：作

Ｅ　セナ たぬきのおもち せな　けいこ：作・絵

Ｅ　ヤナ どんぶらどんぶら七福神 みき　つきみ：文 柳原　良平：画

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
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