
令和５年１月５日

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

ウサギ学 山田文雄／著 東京大学出版会 2017 1110711874

新うさぎの品種大図鑑 町田 修／著 誠文堂新光社 2014 1110398763

うさぎと仲よく暮らす本 大野 瑞絵／著 新星出版社 2013 1110306907

カラーアトラスエキゾチックアニマル
哺乳類編

霍野 晋吉／著 緑書房 2012 1110032263

よくわかるウサギの食事と栄養 大野 瑞絵／著 誠文堂新光社 2011 1108744630

うさぎの品種大図鑑 町田 修／著 誠文堂新光社 2010 1108658269

時を超えて生きる 浜田 太／著 小学館 1999 1101903266

ウサギの不思議な生活 アン・マクブライド／著 晶文社 1998 1101844080

小動物の上手な飼い方 永岡書店 1998 1101830618

うさぎクラブ 長坂 拓也／著 誠文堂新光社 1995 1106762766

子うさぎチャメの1年 富士元 寿彦／文と写真 大日本図書 1992 1200121877

アナウサギの生活 ロックレイ／[著] 思索社 1973 1101521878

日本動物記 今西 錦司／編 光文社 1958 1103463855

アイヌ民話集 更科源蔵／著 青土社 2021 1111280622

鳥取の民話 稲田和子／編 未來社 2016 1110703947

月の裏側 クロード・レヴィ=ストロース／著 中央公論新社 2014 1110384458

新しい日本の語り 日本民話の会／編 悠書館 2014 1108981109

雪国の女語り 花部 英雄／編著 三弥井書店 2014 1110194048

世界の太陽と月と星の民話 日本民話の会外国民話研究会／編訳 三弥井書店 2013 1110143961

韓国昔話集成① 崔 仁鶴／編著 悠書館 2013 1110347653

韓国昔話集成② 崔 仁鶴／編著 悠書館 2013 1110347661

対訳日本昔噺集 宮尾 與男／編 彩流社 2009 1108866680

タンザニアのむかし話 宮本正興／編訳 偕成社 1991 1200354601

ジャータカ全集 春秋社 1988 1101306809

カマキリと月 マーグリート・ポーランド／作 福音館書店 1988 1200220992

ジャータカ物語 辻直四郎,渡辺照宏／訳 岩波書店 1987 1200090007

はやあしうさぎ シートン／原作 チャイルド本社 1984 1200355228

仏教説話大系 すずき出版 1982 1101393955

貝の火 宮沢 賢治／原作 童心社 1977 1200391637

口をきくカポックの木 永田 逸郎／訳編 みすず書房 1976 1101307195

うさぎのみみはなぜながい 北川民次／作 福音館書店 1962 1200047718

🐇　うさぎと暮らす　🐇

🐇　うさぎと説話　🐇



タイトル 著作者 出版社 刊行年 資料コード

前世は兎 吉村萬壱／著 集英社 2018 1111006704

不思議の国のアリス ルイス・キャロル／作 論創社 2006 1108103811

お伽草紙・新釈諸国噺 太宰 治／作 岩波書店 2004 1108229129

イギリス7つのファンタジーをめぐる旅 さくま ゆみこ／著 メディアファクトリー 2000 1106112442

賢治童話 宮沢 賢治／著 翔泳社 1996 1100405107

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 評論社 1995 1200336087

15ひきのウサギ物語 F.ザルテン／作 金の星社 1992 1200352167

パウリのゆめりょこう エルビン・モーザー／作 ほるぷ出版 1991 1200353009

しあわせの白いうさぎ 那須田稔／作 ポプラ社 1989 1200208997

うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子／文 小峰書店 1989 1200342689

わたしのワンピース にしまきかやこ／著・絵 こぐま社 1981 1200223327

ウサギどんキツネどん J.C.ハリス／作 岩波書店 1979 1200147898

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち　上 リチャード・アダムス／[著] 評論社 1975 1100418522

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち　下 リチャード・アダムス／[著] 評論社 1975 1100418530

謎解き鳥獣戯画 芸術新潮編集部／編 新潮社 2021 1111211684

ディック・ブルーナ
　“ミッフィー”を生んだ絵本作家

ブルース・イングマン／著 河出書房新社 2020 1110728530

ディック・ブルーナ
　ミッフィーと歩いた６０年

森本俊司／著 文藝春秋 2019 1110982434

「ウサギとカメ」の読書文化史 府川源一郎／著 勉誠出版 2017 1110718374

ピーターラビットの世界へ 河野芳英／著 河出書房新社 2016 1110486303

ピーターラビットの生みの親
ビアトリクス・ポター物語

サラ・グリストウッド／著
スペースシャワーネット
ワーク

2016 1110482609

夢を描き続ける力 ディック・ブルーナ／[著] KADOKAWA 2015 1110453097

兎とかたちの日本文化 今橋 理子／著 東京大学出版会 2013 1110334347

ディック・ブルーナさんの絵本のつくりかた みづゑ編集部／編 美術出版社 2013 1110106422

ディック・ブルーナ　
　ぼくのこと、ミッフィーのこと

ディック・ブルーナ／[著] 講談社 2005 1108308493

ミッフィーのゆめ ディック=ブルーナ／え 講談社 1995 1200395935

ミッフィーのたのしいテント ディック・ブルーナ／さく 講談社 1995 1200341244

兎をめぐる十二の物語(フアンタジー) 唐 十郎／[ほか]著 新宿書房 1987 1100274636

十二支妖異譚 福井栄一／著 工作舎 2020 1111277297

十二支読本 稲田義行／著 創元社 2017 1110746417

神使になった動物たち 福田 博通／文・写真 新協出版社 2012 1110068754

十二支(えと)の動物たちの生き方事典 加藤 迪男／編 日本地域社会研究所 2012 1110074877

十二支の動物たち 石島 芳郎／著 東京農業大学出版会 2006 1108388263

十二支の民俗伝承 石上 七鞘／著 おうふう 2003 1108023274

十二支の民俗誌 佐藤 健一郎／著 八坂書房 2000 1105944324

干支の動物誌 阿部 禎／著 技報堂出版 1994 1106185232

十二支のお正月 川端誠／作 リブロポート 1985 1200333282

ね.うし.とら......十二支のはなし ドロシー・バン・ウォアコム／ぶん ほるぷ出版 1980 1200040861

🐇　うさぎのお話　🐇

🐇　身近なうさぎ　🐇

🐇　十二支のお話　🐇

背景の出典：国立国会図書館「NDLイメージバンク」(https://rnavi.ndl.go.jp/imagebank/index.html)より『うさぎのしんぱい』
及び『非水花鳥圖案集』を加工して作成。NDLイメージバンクは、著作権保護期間が満了した画像が掲載されています。規約
に従えば、無料で商用利用も可能です。

https://rnavi.ndl.go.jp/imagebank/index.html

