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書名 巻次 著者名 出版者
椋鳩十動物童話集 第１５巻 椋／鳩十∥著 小峰書店

はなのすきなうし
マンロー・リーフ∥お
はなし

岩波書店

十二支の子どものあそびいろはがるた 川端／誠∥作 リブロポート
十二支のお正月 川端／誠∥作 リブロポート

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

おしょうがつ 松野／正子∥作 教育画劇
おしょうがつさん 谷川／俊太郎∥ぶん 福音館書店
赤牛モウサー 儀間／比呂志∥作・絵 岩崎書店
ウシバス スズキ／コージ∥ あかね書房
てんぱたんてんぱたん 梶山／俊夫∥再話・絵 福音館書店

モーモーまきばのおきゃくさま
マリー＝ホール＝エッ
ツ∥ぶん／え

偕成社

おりこうなアニカ
エルサ・ベスコフ∥さ
く・え

福音館書店

どうぶつ村のごちそうごよみ ふゆ たちばな／さきこ∥さ あかね書房

ちいさなちゃいろいうし
ビジョー・ル・トール
∥作

セーラー出版

なりたいな、料理の名人 7 服部／幸応∥監修・著 岩崎書店
酪農家族 立松／和平∥著 河出書房新社
ばばばあちゃんのおもちつき さとう／わきこ∥作 福音館書店

うしがそらをとぶ
デーヴィッド・ミルグ
リム∥作・絵

徳間書店

仔牛の春 五味／太郎∥作 偕成社
１０ぴきのかえるのおしょうがつ 間所／ひさこ∥さく ＰＨＰ研究所
牛になった寝太郎 ホン  ソンチャン／作 汐文社
十二支のお節料理 川端／誠∥作 ＢＬ出版
１月のこども図鑑 フレーベル館
おしょうがつ 松野／正子∥作 教育画劇
七ふくじんとおしょうがつ 山末／やすえ∥作 教育画劇
きょうとあしたのさかいめ 最上／一平∥作 教育画劇
発見！体験！日本の食事 3 次山／信男∥監修 ポプラ社
発見！体験！日本の食事 6 次山／信男∥監修 ポプラ社

このうしあのうしどんなうし
アントニオ・ヴェン
ツーラ∥さく

新世研

七ふくじんとおしょうがつ 山末／やすえ∥作 教育画劇
きょうとあしたのさかいめ 最上／一平∥作 教育画劇
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たのしい自然体験 1 竹井／史郎∥著 小峰書店
乳牛の絵本 みとも／もりゆき∥へ 農山漁村文化協会
もちの絵本 えがわ／かずのり∥へ 農山漁村文化協会
おもちの大研究 笠原／秀∥著 ＰＨＰ研究所

はなのすきなうし
マンロー・リーフ∥お
はなし

岩波書店

十二支のはじまり 長谷川／摂子∥文 岩波書店
ぼくじょうにきてね 星川／ひろ子∥写真・ ポプラ社
肉牛の絵本 うえだ／たかみち∥へ 農山漁村文化協会
もみのき山のお正月 渡辺／有一∥作 佼成出版社
おもちぶとん わたなべ／ゆういち∥ あかね書房
もちづきくん 中川／ひろたか∥作 ひさかたチャイルド
十二支のはじまり 谷／真介∥文 佼成出版社
はつゆめはひみつ 谷／真介∥文 佼成出版社
じゅうにしものがたり 瀬川／康男∥作 グランまま社
わらのうし 内田／莉莎子∥文 福音館書店

うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフ
スキー∥作

ポプラ社

くいしんぼうのはなこさん いしい／ももこ∥ぶん 福音館書店
おくむらあやおふるさとの伝承料理 2 奥村／彪生∥文 農山漁村文化協会
じゅうにしものがたり 瀬川／康男∥作 グランまま社
モーイイヨ 五味／太郎∥作 クレヨンハウス
かさじぞう 1 おざわ／としお∥ぶん くもん出版
おくむらあやおふるさとの伝承料理 11 奥村　彪生∥文 農山漁村文化協会
子ウシをすくった母ウシ 谷　真介∥文 佼成出版社
十二支のことわざえほん 高畠　純∥〔作〕 教育画劇
十二支動物のヒミツ 大高　成元∥著 小学館
かさじぞう 大川　悦生∥著 偕成社
ニューワと九とうの水牛 小野　かおる∥文　絵 福音館書店
はつゆめちょうじゃ こわせ　たまみ∥文 フレーベル館
おせちのおしょうがつ ねぎし  れいこ∥作 世界文化社
白い牛をおいかけて トレイス　シーモア∥ ゴブリン書房
３年２組は牛を飼います 木村　セツ子∥作 文研出版
十二支のはやくちことばえほん 高畠　純∥作 教育画劇
おばあちゃんのおせち 野村　たかあき∥作 佼成出版社
おせちいっかのおしょうがつ わたなべ　あや∥作 佼成出版社
こぞうのはつゆめ 長谷川　摂子∥文 岩波書店
着物のえほん 高野　紀子∥作 あすなろ書房
びんぼうがみとふくのかみ 富安　陽子∥文 小学館
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ちゅうごくの十二支のものがたり
おうよう　かりょう∥
甲骨もじ

ＪＵＬＡ出版局

ぎゅうにゅうだいへんしん！ ひさかたチャイルド
ふうとはなとうし いわむら　かずお∥さ 童心社
十二支のしりとりえほん 高畠　純∥作 教育画劇

すいすいたこたこ
とよた　かずひこ∥作
絵

鈴木出版

もうすぐおしょうがつ 西村　繁男∥さく 福音館書店
しめかざり 森　須磨子∥文　絵 福音館書店
どうして十二支にネコ年はないの？ ドリス　オーゲル∥文 徳間書店
お正月さんありがとう 内田　麟太郎∥作 岩崎書店
もちもちおもち 庄司　三智子∥著 岩崎書店
みらくるミルク 中西　敏夫∥文 福音館書店
おしょうがつさんどんどこどん 長野　ヒデ子∥作　絵 世界文化社
お父さん、牛になる 晴居彗星∥作 福音館書店
えんぎもん 青山　友美∥作 風涛社
坂本広子のつくろう！食べよう！行事食 1 坂本  広子∥著 少年写真新聞社

ピッキーとポッキーのはいくえほん
おしょうがつ
のまき

あらしやま  こうざぶ
ろう∥ぶん

福音館書店

十二支のおやこえほん 高畠  純∥作 教育画劇
おばあちゃんのななくさがゆ 野村  たかあき∥作  絵 佼成出版社
十二支のどうぶつ小噺 川端  誠∥作 ＢＬ出版
モーモー村のおくりもの 堀米  薫∥作 文研出版
おぞうにくらべ 宮野  聡子∥作 講談社
こまったうしのガイコツまおう 松山  円香∥作 小学館
うしのもーさん 風木  一人∥作 教育画劇
おもち！ 石津  ちひろ∥文 小峰書店
子どもばやしのお正月 さげさか  のりこ∥作 福音館書店
ママのもちつき 長崎  源之助∥文 学研プラス
びんぼうがみとふくのかみ 大川  悦生∥作 ポプラ社
やってみよう！むかしのあそび 4 ポプラ社
かぁかぁもうもう 丹治  匠∥さく こぐま社
おもちのかいすいよく 苅田  澄子∥作 学研プラス
十二支のおもちつき すとう  あさえ∥さく 童心社
うし 内田 麟太郎∥詩 アリス館
怪談オウマガドキ学園 5 常光 徹∥責任編集 童心社
お正月がやってくる 秋山 とも子∥作  絵 ポプラ社
お正月 桂 文我∥ぶん BL出版
たぬきのおもち せな けいこ∥作  絵 金の星社
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おもちさんがね…
とよた かずひこ∥さく
え

童心社

おしょうがつのかみさま おくはら ゆめ∥[作] 大日本図書
ししにゃいとおしょうがつ 澤野 秋文∥さく 世界文化社
たこあげ 青山 友美∥作 講談社
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