
　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

　　　　    　未来を担う子どもたちへ     

<本のみちしるべ>
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

1 君に伝えたい本屋さんの思い出    日販マーケティング本部／編 主婦と生活社 2011.2 02404/4 東部

2 なつかしい本の記憶  岩波少年文庫の50年  岩波書店編集部／編 岩波書店 2000.6 908/26 東部

3 子どもの本の森へ    河合 隼雄／著 岩波書店 1998.2 90904/2 東部

4 子どもの本との出会い    鳥越 信／著 ミネルヴァ書房 1999.1 90904/3 東部

5 英米児童文学の宇宙  子どもの本への道しるべ  本多 英明／編著 ミネルヴァ書房 2002.4 9093/11 東部

6 お母さん童話の世界へ  徳永寿美子の足跡  渡辺 玲子／著 文芸社 2003.1 9093/14 東部

<詩歌のススメ>
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

7 子ども心を友として  童謡詩集  斎藤 信夫／著 成東町教育委員会 1996 C9158/ｻﾉ1 東部

8 子どもと読む詩30選    1 渡辺 増治／編 桐書房 2000.8 37585/1/1 東部

9 子どもと読む詩30選    2 渡辺 増治／編 桐書房 2000.8 37585/1/2 東部

10 子どもと読む詩30選    3 渡辺 増治／編 桐書房 2000.8 37585/1/3 東部

11 児童詩のすすめ  子どもの詩が面白い  大前 忍／著 本の泉社 2006.2 37586/11 東部

12 日本童謡ものがたり    北原 白秋／著 河出書房新社 2003.6 38891/20 東部

13 安野光雅きりえ百首  俵万智と読む恋の歌より  安野 光雅／著 日本放送出版協会 1997.1 7269/7 東部

14 詩ってなんだろう    谷川 俊太郎／[編]著 筑摩書房 2001.1 9081/18 東部

15 17音の青春  五七五で綴る高校生のメッセージ  2009 神奈川大学広報委員会／編 日本放送出版協会 2009.3 91136/232/09 東部

16 子どもを詠う    西村 和子／著 NHK出版 2011.11 91136/505 東部

17 銀色夏生  その瞳の奥にある自由  銀色 夏生／責任編集 河出書房新社 2010.11 91152/ｷﾅ1 東部

18 サトウハチローのこころ    長田 暁二／[ほか]著 佼成出版社 2002.1 91152/ｻﾊ2 東部

19 すべての時間(とき)を花束にして  まどさんが語るまどさん  まど みちお／著 佼成出版社 2002.8 91152/ﾏﾐ5 東部

20 まど・みちおのこころ    中村 桂子／[ほか]著 佼成出版社 2002.9 91152/ﾏﾐ6 東部

21 おひさまのかけら  「こどもの詩」20年の精選集  川崎 洋／編 中央公論新社 2003.2 91156/38 東部

22 憶えていてください  奥尻島・地震と津波の記憶  麻生 直子／編 梧桐書院 2008.7 91156/64 東部

23 お手本なしの人生  『1リットルの涙』亜也の詩  木藤 亜也／著 小学館 2006.12 91156/ｷｱ2 東部

                                                                          展示期間:平成2８年４月 １６日～６月１６日

所蔵館が「中央」「西部」でも展示期間中は東部に取寄せてあります
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

24 二十億光年の孤独    谷川 俊太郎／著 サンリオ 1992.1 91156/ﾀｼ9 東部

25 うつむく青年  詩集  谷川 俊太郎／著 サンリオ 1989.1 91156/ﾀｼ10 東部

26 はるかな国からやってきた    谷川 俊太郎／詩 童話屋 2003.2 91156/ﾀｼ28 東部

27 子どもたちの遺言    谷川 俊太郎／詩 佼成出版社 2009.1 91156/ﾀｼ42 東部

28 絵本  谷川俊太郎写真詩集  谷川 俊太郎／著 澪標 2010.8 91156/ﾀｼ48 東部

29 ぼくはぼく    谷川 俊太郎／詩 童話屋 2013.1 91156/ﾀｼ54 東部

30 自選谷川俊太郎詩集    谷川 俊太郎／作 岩波書店 2013.1 91156/ﾀｼ55 東部

31 ミライノコドモ    谷川 俊太郎／著 岩波書店 2013.6 91156/ﾀｼ56 東部

32 いろはにそらしど  星野哲郎朗読詩集  星野 哲郎／[著] ユーズミュージック 2008.4 91156/ﾎﾃ1 東部

33 どうぶつたち  まど・みちお詩集  まど みちお／詩 すえもりブックス 1992.9 91156/ﾏﾐ2 東部

34 ふしぎなポケット  まど・みちお詩集  まど みちお／詩 すえもりブックス 1998.6 91156/ﾏﾐ11 東部

35 宮沢賢治詩集    宮沢 賢治／[著] 小沢書店 1996.12 91156/ﾐｹ1 東部

36 金子みすゞの世界    詩と詩論研究会／編 勉誠出版 2002.7 91158/43 東部

37 金子みすゞいのち見つめる旅    中川 真昭／著 本願寺出版社 2003.6 91158/52 東部

38 金子みすゞこの愛に生きる    詩と詩論研究会／編 勉誠出版 2003.11 91158/55 東部

39 琅玕集  童謡・小曲  上 金子 みすゞ／編 JULA出版局 2005.1 91158/59/1 東部

40 琅玕集  童謡・小曲  下 金子 みすゞ／編 JULA出版局 2005.1 91158/59/2 東部

41 金子みすゞの詩と仏教    酒井 大岳／著 大法輪閣 2006.1 91158/64 東部

42 金子みすゞふたたび    今野 勉／著 小学館 2007.1 91158/68 東部

43 金子みすゞこだまする家族愛    詩と詩論研究会／編 勉誠出版 2009.4 91158/71 東部

44 金子みすゞ母の心子の心    詩と詩論研究会／編 勉誠出版 2009.4 91158/72 東部

45 わたしの金子みすゞ    ちば てつや／著 メディアファクトリー 2002.9 91158/74 東部

46 金子みすゞ心の風景    金子 みすゞ／詩 美術年鑑社 2010.7 91158/75 東部

47 金子みすゞ永遠の抒情    詩と詩論研究会／編 勉誠出版 2010.9 91158/76 東部

48 谷川俊太郎歌の本    谷川 俊太郎／著 講談社 2006.11 91166/37 東部

　<日本の読み物① (小説・エッセイ）>
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

49 トモシビ  銚子電鉄の小さな奇蹟  吉野 翠／著 TOブックス 2015.3 C936/ﾖﾐ1 東部

50 翼を持つ少女  ＢＩＳビブリオバトル部   山本 弘／[著] 東京創元社 2014.12 J913/ ﾔﾋ 中央
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

51 おとぎの国の郵便切手    安野 光雅／著 岩崎書店 2000.5 9136/ｱﾐ3 東部

52 代筆屋    辻 仁成／著 海竜社 2004.1 9136/ﾂﾋ23 東部

53 ブラバン    津原 泰水／著 バジリコ 2006.1 9136/ﾂﾔ19 東部

54 沼地のある森を抜けて    梨木 香歩／著 新潮社 2005.8 9136/ﾅｶ24 東部

55 ぼくは落ち着きがない    長嶋 有／著 光文社 2008.6 9136/ﾅﾕ12 東部

56 屋上のウィンドノーツ 額賀　澪／著 文藝春秋 2015.6 9136/ﾇﾐ1 東部

57 退出ゲーム    初野 晴／著 角川書店 2008.1 9136/ﾊｾ23 東部

58 空想オルガン    初野 晴／著 角川書店 2010.8 9136/ﾊｾ24 東部

59 初恋ソムリエ    初野 晴／著 角川書店 2009.9 9136/ﾊｾ25 東部

60 ほしのはじまり  決定版星新一ショートショート  星 新一／著 角川書店 2007.11 9136/ﾎｼ3 東部

61 鹿男あをによし    万城目 学／著 幻冬舎 2007.4 9136/ﾏﾏ6 東部

62 セロ弾きのゴーシュ  Gorsch the cellist  宮沢 賢治／著 講談社インターナショナル 2001.7 9136/ﾐｹ3 東部

63 黒葡萄    宮沢 賢治／作 未知谷 2003.5 9136/ﾐｹ7 東部

64 祭の晩    宮沢 賢治／作 未知谷 2004.4 9136/ﾐｹ8 東部

65 名作童話・宮沢賢治20選    宮沢 賢治／著 春陽堂書店 2008.11 9136/ﾐｹ24 東部

66 風の又三郎    宮沢 賢治／著 新潮社 1981 9136/MI89 東部

67 銀河鉄道の夜    宮沢 賢治／〔著〕 角川書店 1984.8 9136/MI89 東部

68 神去なあなあ日常    三浦 しをん／著 徳間書店 2009.5 9136/ﾐｼ26 東部

69 さよなら、アルマ  戦場に送られた犬の物語  水野 宗徳／著 サンクチュアリ出版 2010.8 9136/ﾐﾑ2 東部

70 ラン    森 絵都／作 理論社 2008.6 9136/ﾓｴ11 東部

71 足みじかおじさんの旅    やなせ たかし／著 新日本出版社 2009.4 9136/ﾔﾀ13 東部

72 坂道の向こうにある海    椰月 美智子／著 講談社 2009.11 9136/ﾔﾐ19 東部

73 ものがたりのお菓子箱  日本の作家15人による  谷崎 潤一郎／[ほか]文 飛鳥新社 2008.11 91368/173 東部

74 日本の童話名作選    明治・大正篇 講談社文芸文庫／編 講談社 2005.5 91368/122/1 東部

75 日本の童話名作選    昭和篇 講談社文芸文庫／編 講談社 2005.7 91368/122/2 東部

76 日本の童話名作選    戦後篇 講談社文芸文庫／編 講談社 2007.2 91368/122/3 東部

77 日本の童話名作選    現代篇 講談社文芸文庫／編 講談社 2007.12 91368/122/4 東部

78 こどものころにみた夢    角田 光代／著 講談社 2008.6 91368/165 東部
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

79 らんぷと水鉄砲    安野 光雅／著 新潮社 1981.12 9146/A49 東部

80 十五歳の残像    江国 香織／著 新潮社 1998.1 9146/ｴｶ1 東部

81 絵のまよい道    安野 光雅／著 朝日新聞社 1998.7 9146/ｱﾐ2 東部

82 落葉の坂道    日本文芸家協会／編 光村図書出版 2002.6 91468/2/02 東部

83 江戸川乱歩全集    1 江戸川 乱歩／[著] 講談社 1978 91868/ｴﾗ1 東部

84 江戸川乱歩全集    2 江戸川 乱歩／著 講談社 1979.3 91868/ｴﾗ2 東部

85 江戸川乱歩全集    3 江戸川 乱歩／[著] 講談社 1978 91868/ｴﾗ3 東部

　<日本の読み物② (作家・作品論など）>
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

86 ヨーロッパの街から村へ    安野 光雅／著 朝日新聞社 1999.9 7231/135 東部

87 歌とおはなし    安野 光雅／絵 岩崎美術社 2000.5 7231/154 東部

88 安野光雅の「ファーブル紀行」  画文集  安野 光雅／著 日本放送出版協会 1988.9 7231/A49 東部

89 黄金街道    安野 光雅／著 講談社 1986.4 7231/A49 東部

90 サザエさんの東京物語    長谷川 洋子／著 朝日出版社 2008.4 72610/78 東部

91 赤塚不二夫  総特集  河出書房新社 2008.8 72610/83 東部

92 手塚治虫クラシック音楽館    手塚 治虫／著 平凡社 2008.11 72610/89 東部

93 「トキワ荘」無頼派 漫画家・森安なおや伝    伊吹 隼人／著 社会評論社 2010.1 72610/116 東部

94 岡崎京子論  少女マンガ・都市・メディア  杉本 章吾／著 新曜社 2012.1 72610/128 東部

95 安西水丸  いつまでも愛されるイラストレーター  河出書房新社 2014.9 72650/36 東部

96 手塚治虫絵コンテ大全    1 手塚 治虫／著 河出書房新社 1999.7 77877/16/1 東部

97 ヤマムラアニメーション図鑑  山村浩二ワークスブック  山村 浩二／[作] 演劇ぶっく社 2003.5 77877/36 東部

98 アニメが「ANIME」になるまで  鉄腕アトム、アメリカを行く  フレッド・ラッド／著 NTT出版 2010.3 77877/58 東部

99 ジブリの哲学  変わるものと変わらないもの  鈴木 敏夫／著 岩波書店 2011.8 77877/64 東部

100 世界の子供たちに夢を  タツノコプロ創始者天才・吉田竜夫の軌跡  但馬 オサム／著 メディアックス 2013.1 77877/69 東部

101 母と子への贈物  ジブリ宮崎駿作品にこめられた思い  光元 和憲／著 かもがわ出版 2013.12 77877/75 東部

102 宮沢賢治 愛の宇宙    牧野 立雄／著 小学館 1991.1 91026/ﾐｹ34 東部

103 宮沢賢治花の図誌    松田 司郎／著 平凡社 1991.5 91026/ﾐｹ58 東部

104 銀河鉄道と星の王子  二つのファンタジーの、接点  高波 秋／著 ジャン・ジャック書房 2006.12 9136/ﾐｹ23 東部
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　<外国の読み物>
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

105 完訳マザーグース    W.S.ベアリングールド／解説と注 鳥影社 2003.11 931/5 東部

106 ピーターラビットの世界    吉田 新一／著 日本エディタースクール出版部 1994.1 7266/6 東部

107 ビアトリクス・ポター  描き、語り、田園をいつくしんだ人  ジュディ・テイラー／著 福音館書店 2001.1 72660/15 東部

108 アリス・イン・クラシックス    浅尾 典彦／著 青心社 2010.4 9336/ｷﾙ6 東部

109 アリスの国の鏡  ルイス・キャロルの残した謎  山本 容子／著 講談社 2011.6 9336/ｷﾙ8 東部

110 エドワード・ゴーリーの世界    浜中 利信／編 河出書房新社 2002.8 72660/21 東部

111 風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ／著 篠崎書林 1982.7 JE/B92 中央

112 新アラビア夜話    スティーヴンスン／著 光文社 2007.9 9336/ｽﾛ4 東部

113 宝島    スティーヴンスン／著 光文社 2008.2 9336/ｽﾛ5 東部

114 クローヴィス物語    サキ／著 白水社 2015.4 9337/ｻ3 東部

115 ユゴーの不思議な発明    ブライアン・セルズニック／著 アスペクト 2008.1 9337/ｾﾌ1 東部

116 ホビットの冒険    上 J.R.R.トールキン／[著] 岩波書店 1999.11 9337/ﾄｼ5 東部

117 ホビットの冒険    下 J.R.R.トールキン／[著] 岩波書店 1999.11 9337/ﾄｼ5 東部

118 ハーメルンの笛吹きを追え!    ビル・リチャードソン／著 白水社 2004.4 9337/ﾘﾋ1 東部

119 なつかしく謎めいて    アーシュラ・K.ル=グウィン／著 河出書房新社 2005.11 9337/ﾙｱ11 東部

120 ゲドを読む。  TALES FROM EARTHSEA  
ウォルト・ディズニー・ジャパン
株式会社ブエナビスタホームエン
ターテイメント

2007.6 9337/ﾙｱ13 東部

121 ゲド戦記    1 ル=グウィン／[著] 岩波書店 1999.1 9337/ﾙｱ5/1 東部

122 ゲド戦記    2 ル=グウィン／[著] 岩波書店 1999.1 9337/ﾙｱ5/2 東部

123 ゲド戦記    3 ル=グウィン／[著] 岩波書店 1999.12 9337/ﾙｱ5/3 東部

124 ゲド戦記    最後の書 ル=グウィン／[著] 岩波書店 1999.12 9337/ﾙｱ5/4 東部

125 ゲド戦記    5 ル=グウィン／[著] 岩波書店 2004.3 9337/ﾙｱ5/5 東部

126 ゲド戦記外伝    ル=グウィン／[著] 岩波書店 2006.2 9337/ﾙｱ5/6 東部

127 プラダを着た悪魔    ローレン・ワイズバーガー／著 早川書房 2003.12 9337/ﾜﾛ1 東部

128 大きな森の小さな家    ローラ・インガルス・ワイルダー／作 福音館書店 2002.6 J933/ﾜﾛ 中央

129 ドリトル先生の英国    南条 竹則／著 文藝春秋 2000.1 93027/ﾛﾋ1 東部

130 ローラからのおくりもの ワイルダー／著 岩波書店 1999.11 93027/ﾜﾛ2 東部

131 キャザー    石井 桃子／編 研究社出版 1980 93028/ｶｳ1 東部
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　<10代の哲学>
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 所蔵館

132 あきらめないで行こう  中学生・高校生の君たちへ  滝口 仲秋／著 本の泉社 2012.4 C96/ﾀﾅ1 東部

133 君たちはどう生きるか    吉野 源三郎／著 新潮社 1982 J159/ﾖｹ 中央

134 私と世界、世界の私 桐光学園中学校・高等学校／編 水曜社 2011.7 041/72 東部

135 ノーベル賞受賞者にきく子どものなぜ?なに?    ベッティーナ・シュティーケル／編 主婦の友社 2003.1 049/34 東部

136 哲学用語図鑑    田中 正人／著 プレジデント社 2015.3 130/8 中央

137 こどもたちへ　夜回り先生からのメッセージ 水谷　修／著 サンクチュアリ・パブリッシング 2005.9 1597/5 東部

138 大人になるって何?    鶴見俊輔と中学生たち／[著] 晶文社 2002.5 3763/5 東部

139 きまりって何?    鶴見俊輔と中学生たち／[著] 晶文社 2002.2 3763/6 東部

140 中学生から、あなたへの言葉。    少年の主張全国大会／編 サンマーク出版 2003.9 3763/9 東部

141 勉強のやり方がわかる。    朝日新聞社 2004.4 37715/11 東部

142 若き科学者への手紙  情熱こそ成功の鍵  エドワード・O.ウィルソン／著 創元社 2015.2 407/75 西部

143 川田龍平いのちを語る    川田 龍平／著 明石書店 2007.6 916/ｶﾘ3 東部
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