
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
青い兎－現代随想集－ 杉本秀太郎著 914 ｽｷﾞ
赤い兎－岡本太郎頌－ 村上善男著 723.1 ｵ
イナバノシロウサギの総合研究 石破洋著 913.2 ｲ
いまに語りつぐ日本民話集　〔第１集〕１
（大きな活字で読みやすい本）　動物たち
の知恵くらべ－動物葛藤－

野村純一監修　松谷みよ子監
修　小堀光夫編集　花部英雄
編集

D 388.1 ｲ 1-1

いまに語りつぐ日本民話集　〔第１集〕２
（大きな活字で読みやすい本）　動物たち
の助け合い－動物社会－

野村純一監修　松谷みよ子監
修　小堀光夫編集　花部英雄
編集

D 388.1 ｲ 1-2

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち　上
リチャード・アダムズ〔著〕　神
宮輝夫訳

933 ｱﾀﾞ 1

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち　下
リチャード・アダムズ〔著〕　神
宮輝夫訳

933 ｱﾀﾞ 2

〈うさぎ穴〉からの発信－子どもとファンタ
ジー－

河合隼雄著 JL 909 ｶ

兎追いし日々（〈光る話〉の花束　７） 加藤幸子編 908.3 ｳ
うさぎおいしーフランス人－村上かるた－ 村上春樹著　安西水丸絵 917 ﾑ
卯（うさぎ）を描く（水墨画塾） 山下秀樹著 724.1 ﾔ
兎を描く（秀作水墨画描法シリーズ　２２） 秀作アカデミー作家協会編 724.1 ｳ
兎が笑ってる 伊集院静著 914 ｲｼﾞ
うさぎクラブ（カラー・ガイド・ブック） 長坂拓也著　井川俊彦写真 645.9 ﾅ
うさぎ幻化行（創元クライム・クラブ） 北森鴻著 ｷﾀ
ウサギとカメ 宮川俊彦著 991.7 ﾐ
うさぎと暮らせば幸福になれる 田所静子著 645.9 ﾀ
うさぎと人魚姫－天と地の逆－ 中条友美著 TE ﾅｶ
うさぎの兎 増井光子編 489.4 ｳ
うさぎの聞き耳 青木奈緒著 914 ｱｵ
兎の秘密－昔むかしミステリー－ 佐野洋著 ｻﾉ
ウサギの不思議な生活（ワイルドライフ・
ブックス）

アン・マクブライド著　斎藤慎一
郎訳

489.4 ﾏ

うさぎのミミリー 庄野潤三著 ｼﾖ
兎の眼 灰谷健次郎著 ﾊｲ
ウサギ・ハムスター・リスたちの医・食・住
－モルモット・スナネズミ・マウス・チンチ
ラ・モモンガ・プレーリードッグ－

645 ｳ

うさぎパン（ダ・ヴィンチブックス） 滝羽麻子著 TE ﾀｷ
ウサギはなぜ嘘を許せないのか？－後ろ
指さされずに成功する新・ビジネス読本－

マリアン・Ｍ．ジェニングス著
山田真哉日本版監修　野津智

335.1 ｼﾞ

うさじい７０才 合田経郎著　ＴＹＯ著 TE 726.6 ｺﾞ
うたたねうさぎの見る夢は 永田萠著 914 ﾅｶﾞ
干支セトラ，ｅｔｃ．（岩波新書　新赤版　２５ 奥本大三郎著 S 914 ｵｸ
黄金のうさぎ 草薙渉著 ｸｻ
楽隊のうさぎ 中沢けい著 ﾅｶ
片耳うさぎ 大崎梢著 ｵｵ
黒いうさぎ 高際香里写真 TE 748 ﾀ
孤宿の人　上 宮部みゆき著 ﾐﾔ 1
孤宿の人　下 宮部みゆき著 ﾐﾔ 2
この薬はウサギかカメか－体内での薬の
動き・働き・スピード－（中公新書　１３７

沢田康文著 491.5 ｻ

こぶとり爺さん・かちかち山（岩波文庫　日
本の昔ばなし　１）

関敬吾編 388.1 ｺ

＊　＊　＊　エントランス展示（2011年1月）資料一覧　＊　＊　＊

展示テーマ：『兎－うさぎ－』



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
サンリオキャラクターのフェルトマスコット
＆こもの－初めてでもすぐに作れます！
作り方はわかりやすく解説－（レディブ

LB 594.9 ｻ

幸せを呼ぶ中国干支占い－決定版－
セオドラ・ラウ著　ヘンリー・ドレ
ナン訳

148.8 ﾗ

シートン動物誌　１２　ウサギの足跡学 シートン〔著〕　今泉吉晴監訳 482.5 ｼ 12
十二支－易・五行と日本の民俗－ 吉野裕子著 148.4 ﾖ
十二支考　上（岩波文庫） 南方熊楠著 388 ﾐ 1
十二支考　下（岩波文庫） 南方熊楠著 388 ﾐ 2
十二歯考－歯が語る十二支の動物誌－ 大泰司紀之著 481.1 ｵ
十二支のかたち（同時代ライブラリー　２１ 柳宗玄著 704 ﾔ
十二支の動物たち（シリーズ・実学の森） 石島芳郎著 480.4 ｲ
十二支の民俗誌 佐藤健一郎著　田村善次郎著 382.1 ｻ
十二支の話題事典 加藤迪男編 031.8 ｼﾞ
ジョニー・ザ・ラビット 東山彰良著 ﾋｶﾞ
白い兎が逃げる－本格推理小説－（カッ
パ・ノベルス）

有栖川有栖著 S ｱﾘ

しろうさぎなまいにち－Ｕｓａｇｉ　ｃｏｍｉｃ－
（アランジブックス）

アランジ　アロンゾ著 TE 726.6 ｱ

図説不思議の国のアリス（ふくろうの本） 桑原茂夫著 930.2 ｷ
世界の野生動物　〔１２〕（Ｔｉｍｅ　ｌｉｆｅ　ｌｉｂｒ
ａｒｙ）　ウサギとかわいいほにゅう動物

482 ｾ 12

抱きしめたい！動物ぬいぐるみ（生活実
用シリーズ　簡単手づくり）

木村恵美著 LB 594.9 ｷ

たのしいうさぎの飼い方－うさぎの暮らし
をのぞいてみよう！－（医食住がよくわか

狩野晋著 645.9 ｶ

中国の十二支動物誌 鄭高詠著 388.2 ﾃ
月にまだうさぎがいたころ－みんな昔は
子どもだった－

たかいひろこ著 726.5 ﾀ

鍋島知津子の動物のぬいぐるみ 鍋島知津子〔著〕 LB 594.9 ﾅ
日本の昔話絵本の表現－「かちかち山」
のイメージの諸相－（てらいんくの評論）

神立幸子著 726.6 ｶ

野うさぎ（岩波現代選書　９７） Ｒ．バーコヴィチ著　邦高忠二 933 ﾊﾞｺ
のうさぎとさいちょう－ウガンダ、アチョリ
人の民話－

オコト・ビテック著　北村美都穂
訳

388.4 ｵ

はじめてのぬいぐるみ－うさぎ・ねこ・い
ぬ・くま－（Ｈｅａｒｔ　ｗａｒｍｉｎｇ　ｌｉｆｅ　ｓｅｒｉｅｓ
Ｓｔａｒｔ　ｓｅｒ

長谷川孝博著 LB 594.9 ﾊ

ピーターラビットからの手紙（求竜堂グラ
フィックス）

吉田新一著　塩野米松著 726.6 ﾎﾟ

ピーターラビットの生みの親ビアトリクス・
ポター（生き方の研究）

エリザベス・バトリック著　おび
かゆうこ訳

933 ﾊﾞﾄ

フィボナッチのうさぎ－数学探険旅行－
キース・ボール著　佐藤かおり
訳　佐藤宏樹訳

410.4 ﾎﾞ

フェルトＺＯＯ－原毛で作るちいさな動物
たち－

山崎左織著 LB 594.9 ﾔ

フェルトのマスコット－Ｃｕｔｅ　ａｎｄ　ｅａｓｙ
ｔｏ　ｍａｋｅ－

アランジ　アロンゾ著 TE 594.9 ｱ

不思議の国のアリス
ルイス・キャロル著　トーベ・ヤ
ンソン絵　村山由佳訳

933 ｷﾔ

ミス・ポターの夢をあきらめない人生－
“ピーターラビット”の生みの親－

伝農浩子著 726.6 ﾎﾟ

ミニウサギの医・食・住 桜井富士朗監修　大竹隆之監 645.9 ﾐ
ものいうウサギとヒキガエル－評伝ビアト
リクス・ポターとケニス・グレアム－

猪熊葉子著 930.2 ﾎﾟ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
羊毛フェルトのマスコットＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ
－かわいさ全開！　全国から作家９１人
の作品大集合！－

LB 594.9 ﾖ

ラビット・アングストローム－４部作－１
ジョン・アップダイク〔著〕　井上
謙治訳

933 ｱﾌﾟ 1

ラビット・アングストローム－４部作－２
ジョン・アップダイク〔著〕　井上
謙治訳

933 ｱﾌﾟ 2

ラビット病 山田詠美〔著〕 ﾔﾏ
六月のうさぎたち 草薙渉著 ｸｻ
私はウサギ－千野姉妹のルナティックな
毎日－

ひかわ玲子著 TE ﾋｶ

悪いうさぎ 若竹七海著 ﾜｶ
めぐりあい－ガラスのうさぎと私－ 高木敏子著 914 ﾀｶ
日本の神話　第４巻　いなばのしろうさぎ 赤羽末吉絵　舟崎克彦文 ﾑｶ E ｱｶ 4
該当件数：81
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