
※ＥＫは科学絵本、ＥＭは昔話絵本です。

区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 EK やぶ のうさぎ 高橋　喜平　ぶん 薮内　正幸　え 福音館書店 1973

2 EM あか いなばの白ウサギ 谷　真介　文 赤坂　三好　絵 佼成出版社 2006

3 EM きた うさぎのみみはなぜながい 北川　民次　作 福音館書店 1962

4 E かこ だるまちゃんとうさぎちゃん 加古　里子　さく・え 福音館書店 1983

5 E さか 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 ブロンズ新社 2007

6 E せな うさぎちゃんスキーへいく せな　けいこ　作・絵 金の星社 2002

7 E でく もりのおとぶくろ わたり　むつこ　作 でくね　いく　絵 のら書店 2010

8 E はた ノウサギとハリネズミ Ｗ・デ・ラ・メア　再話 はた　こうしろう　絵 脇　明子　訳 福音館書店 2013

9 E やま ぐりとぐらとくるりくら なかがわ　りえこ　さく やまわき　ゆりこ　え 福音館書店 2012

10 E ウイ 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 まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 1965

11 E ウオ 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 吉上　恭太　訳 徳間書店 2004

12 E カー ３びきのうさぎ ゼルク・ゾルターン　作 レイク・カーロイ　絵 マンディ・ハシモト・レナ　訳 文溪堂 2011

13 E グロ はがぬけたときこうさぎは‥‥ ルーシー・ベイト　ぶん ディアン・ド・グロート　え 河津　千代　やく リブリオ出版 2002

14 E コツ 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 はたさわ　ゆうこ　訳 徳間書店 2007

15 E セン 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 モーリス・センダック　え こだま　ともこ　やく 冨山房 1974

16 E ハー ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン　ぶん クレメント・ハード　え いわた　みみ　やく ほるぷ出版 1976

17 E ポタ ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター　さく・え いしい　ももこ　やく 福音館書店 2019

18 E ミユ うさぎの島 イエルク・シュタイナー　ぶん イエルク・ミュラー　え おおしま　かおり　やく ほるぷ出版 1984

19 E ヤハ ぼくのウサギ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ　作 野坂　悦子　訳 講談社 2007

20 E レイ おかえりなさいスポッティ マーグレット・Ｅ・レイ　文 Ｈ・Ａ・レイ　絵 中川　健蔵　訳 文化出版局 1984

21 E ロジ 野うさぎのフルー リダ・フォシェ　文 フェードル・ロジャンコフスキー　絵 いしい　ももこ　訳編 童話館出版 2002

22 E ロン 大地のうさぎたち バージニア・グロスマン　作 シルビア・ロング　画 ぬくみ　ちほ　訳 パロル舎 1997

23 E ワツ 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　作角野　栄子　訳 小学館 2008

請求記号 　　　　著　　　　　　　　　　　　　者　　　　
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兎年にちなみ、ウサギに関する図書を展示しています。
５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３

展示している本プラスアルファ No.４０８（２０２３．１）

ウサギ、大集合



区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 　　　　著　　　　　　　　　　　　　者　　　　

24 480 そ ウサギ 佐藤　裕　撮影 内山　晟　撮影 小宮　輝之　撮影 集英社 2007

25 480 こ ウサギのかいかたそだてかた 小宮　輝之　文 大野　彰子　絵 大野　弘子　絵 岩崎書店 1999

26 480 か 庭にできたウサギの国 河合　雅雄　文 図子　光俊　絵 福音館書店 1992

27 482 し ラギーラグ アーネスト・Ｔ．シートン　作・絵 今泉　吉晴　訳 福音館書店 2003

28 482 に 日本の固有種　１ 汐文社 2020

29 489 ゆ うさぎじまのうさぎちゃん 福田　幸広　しゃしん ゆうき　えつこ　ぶん 小学館 2014

30 640 た ウサギの絵本 たけだ　るりこ　へん やまぐち　めぐみ　え 農山漁村文化協会 2010

31 913 あ だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子　作 ひがし　ちから　絵 偕成社 2015

32 913 お 月のうさぎのおかしやさん 岡野　薫子　作 若山　雪江　絵 ポプラ社 2002

33 913 さ アリスのうさぎ 斉藤　洋　作 森泉　岳土　絵 偕成社 2016

34 913 た 旅するウサギ 竹下　文子　作 大庭　賢哉　絵 小峰書店 2010

35 913 に うっかりウサギのう～んと長かった１日 二宮　由紀子　作 長　新太　絵 文渓堂 1994

36 913 ふ のうさぎミミオ 舟崎　克彦　作絵 あかね書房 2005

37 933 あ ウォーターシップ・ダウンのウザキたち　上・下 リチャード・アダムズ　著 神宮　輝夫　訳 評論社 2006

38 933 あ グレイ・ラビットのおはなし アリソン・アトリー　作 石井　桃子　訳 中川　李枝子　訳 岩波書店 2000

39 933 き ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル　作 生野　幸吉　訳 ジョン・テニエル　画 福音館書店 1971

40 933 き 野ウサギは魔法使い！ ディック・キング＝スミス　作 三村　美智子　訳 藤田　裕美　絵 講談社 1997

41 933 し はしれ！ショウガパンうさぎ Ｒ・ジャレル　作 長田　弘　訳 Ｇ・ウィリアムス　絵 岩波書店 1992

42 933 は うさぎがいっぱい ペギー・パリシュ　ぶん 光吉　夏弥　やく レオナード・ケスラー　え 大日本図書 2011

43 933 は ウサギどんキツネどん Ｊ．Ｃ．ハリス　作 八波　直則　訳 岩波書店 1953

44 933 へ かあさんうさぎと金のくつ デュボース・ヘイワード　作 マージョリー・フラック　絵 いしぞね　りえ　訳 徳間書店 2022

45 943 は ウサギのトトのたからもの ヘルメ・ハイネ　作・絵 はたさわ　ゆうこ　訳 徳間書店 2012

46 989 ほ 千びきのうさぎと牧童 ポラジンスカ　文 内田　莉莎子　訳 Ｍ・ブィリーナ　絵 岩波書店 1972
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展示期間 ： 令和５年１月５日（木）～１月２９日（日）

展示期間中の休館日 ： １／１０（火）、１/１６（月）、１／２３（月）


