
　
＜詩＞

No. 書　　　　　　名 著　　者 出　版　者 出版年 請求番号 場所区分

1 子どもと読む詩30選    1 渡辺 増治／編 桐書房 2000.8 37585/1/1 一般開架

2 子どもと読む詩30選    3 渡辺 増治／編 桐書房 2000.8 37585/1/3 一般開架

3 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 91136/232/9 一般開架

4 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 一般開架

5 愛する歌  詩集  第2集 やなせ たかし／著 サンリオ山梨シルクセン
ター出版部 1967 91156/Y562 書庫ＣＬ

6 あのひとが来て    谷川 俊太郎／詩 マガジンハウス 2005.9 91156/ﾀｼ34 一般開架

7 すてきなひとりぼっち    谷川 俊太郎／詩 童話屋 2008.7 91156/ﾀｼ40 一般開架

8 ひとりひとりすっくと立って  谷川俊太郎・校歌詞集  谷川 俊太郎／著 澪標 2008.1 91156/ﾀｼ41 一般開架

9 掌の詩集  西原大輔詩集  西原 大輔／著 七月堂 2014.8 91156/ﾆﾀ1 一般開架

10 八木重吉のことば  こころよ、では行っておいで  八木 重吉／[著] 理論社 2013.8 91156/ﾔｼ12 一般開架

11 やなせたかし全詩集    やなせ たかし／著 北溟社 2007.1 91156/ﾔﾀ5 一般書庫

12 金子みすゞの世界    詩と詩論研究会／編 勉誠出版 2002.7 91158/43 一般開架

13 金子みすゞ花と海と空の詩    詩と詩論研究会／編 勉誠出版 2003.2 91158/48 一般開架

14 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 一般開架

15 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 一般開架

16 琅玕集  童謡・小曲  上 金子 みすゞ／編 JULA出版局 2005.1 91158/59/1 一般開架

17 琅玕集  童謡・小曲  下 金子 みすゞ／編 JULA出版局 2005.1 91158/59/2 一般開架

18 金子みすゞ心の風景    金子 みすゞ／詩 美術年鑑社 2010.7 91158/75 一般開架

19 さみしい王女  矢崎節夫と読む  金子 みすゞ／著 JULA出版局 2012.4 91158/80 一般開架

20 イギリスの詩を読んでみよう  ナーサリー・ライム、シェ
イクスピアからワーズワース、そしてエミリー・ブロンテまで

小林 章夫／著 日本放送出版協会 2007.7 931/17 一般開架

21 夢糸紡ぎ  ゆきやなぎれい詩集  ゆきやなぎ れい／詩 サンリオ 1981.11 K9/A 2458 協力保存

　千葉県立東部図書館 　資料紹介コーナー

　　　　　子どもの詩と読書
展示期間：平成2７年４月１８日～６月１８日



 ＜絵本＞
No. 書　　　　　　名 著　　者 出　版　者 出版年 請求番号 場所区分

22 日本・中国・韓国の昔話集    2 出版文化産業振興財団／編集
国立オリンピック記念青
少年総合センター 2004.1 3882/2/2 一般開架

23 日本・中国・韓国の昔話集    3 出版文化産業振興財団／編集
国立オリンピック記念青
少年総合センター 2004.1 3882/2/3 一般開架

24 妖精図鑑  森と大地の精  ピエール・デュボア／著 文渓堂 2000.4 3883/5 一般開架

25 妖精図鑑  海と草原の精  ピエール・デュボア／著 文渓堂 2000.9 3883/5/2 一般開架

26 妖精図鑑  空と風の精  ピエール・デュボア／著 文渓堂 2001.12 3883/5/3 一般開架

27 金魚の恋    坂崎 千春／著 新潮社 1999.4 7266/12 一般開架

28 いわさき・ちひろ こども百態画集    いわさき ちひろ／著 岩崎書店 1983.1 7267/1 一般書庫

29 いわさき・ちひろ 愛と平和の画集    いわさき ちひろ／著 岩崎書店 1983.12 7267/2 一般書庫

30 いわさきちひろ作品集    4 いわさき ちひろ／絵 岩崎書店 1980 7267/3/4 一般書庫

31 あかちゃん画集    いわさき ちひろ／著 岩崎書店 1983.9 7267/6 一般書庫

32 ふくしまの子どもたちが描くあのとき、きょう、みらい。    蟹江 杏／編 徳間書店 2011.1 7267/8 一般開架

33 藤城清治光と影の奇蹟  画業60年、影絵第一人者
の藤城清治の創造のプロセスを一挙紹介!!!

藤城 清治／著 美術出版社 2006.11 7268/3 一般開架

34 光の祈り  藤城清治作品集  藤城 清治／著 白泉社 2013.1 7268/6 一般開架

35 ちょうちょう    でき やよい／著 リトル・モア 2000.9 7231/167 一般書庫

36 スヌーピーの50年  世界中が愛したコミック『ピーナッツ』 チャールズ・M.シュルツ／著 朝日新聞社 2001.1 72610/32 一般書庫

37 未発掘の玉手箱手塚治虫  Works 1946-1989  手塚 治虫／著 立風書房 1998.8 72610/8 一般書庫

38 横山裕一カラー画集    横山 裕一／[画] ブルーマーク 2006.7 7265/106 一般書庫

39 Paradise    藤掛 正邦／著
ART BOXインターナ
ショナル

1997.1 7265/20 一般書庫

40 トールキンの世界  ファンタジー画集  J・R・R・トールキン／著 原書房 1998.2 7265/33 一般書庫

41 Unknown Tsucci    土屋 孝元／著
ART BOXインターナ
ショナル

1998.9 7265/38 一般書庫

42 絵本シェイクスピア劇場    安野 光雅／画 講談社 1998.11 7265/45 一般書庫

43 レイモン・ペイネ画集  恋人たちの詩  レイモン・ペイネ／著 小池書院 1999.4 7265/48 一般書庫

44 季節の中で  安藤勇寿作品集  安藤 勇寿／著 春陽堂書店 1999.4 7265/52 一般書庫

45 少年の日  安藤勇寿画集  安藤 勇寿／著 にじゅうに 2000.7 7265/65 一般書庫

46 Kids in books
 不思議の国の子どもたちと130人のイラストレーター

荒井 良二／ほか著 自由国民社 2000.8 7265/66 一般書庫

47 ひな菊の人生    奈良 美智／著 ロッキング・オン 2000.11 7265/67 一般書庫

48 茂田井武    茂田井 武／著 河出書房新社 2001.2 7265/71 一般書庫

49 武井武雄    武井 武雄／著 河出書房新社 2001.5 7265/73 一般書庫

50 岡本帰一    岡本 帰一／著 河出書房新社 2001.8 7265/76 一般書庫

51 『指輪物語』の世界  ファンタジー画集  ジョン・ハウ／著 原書房 2002.12 7265/89 一般書庫

52 夢の力  エムナマエの華麗度スコープ万華鏡  エムナマエ／絵・文 愛育社 2002.12 7265/90 一般開架

53 リアル・ラヴ  ショーンのために描いた絵  ジョン・レノン／絵 徳間書店 2000.5 7266/17 一般書庫



No. 書　　　　　　名 著　　者 出　版　者 出版年 請求番号 場所区分

54 白バラはどこに    ガラーツ／[著] みすず書房 2000.9 7266/18 一般書庫

55 おやすみ、おやすみ    シルヴィア・プラス／[著] みすず書房 2000.1 7266/20 一般書庫

56 本なんてだいきらい！ リタ・マーシャル／文 西村書店 2000.1 7266/22 一般開架

57 絵本ファウスト    [ゲーテ／原著] 集英社 2000.1 7266/23 一般書庫

58 アイスクリームの国    アンソニー・バージェス／[著] みすず書房 2000.11 7266/24 一般書庫

59 夜風魚の夜    朝倉 知子／作・絵 BL出版 2000.12 7266/29 一般書庫

60 この街の夜    上田 英津子／作・絵 BL出版 1999.12 7266/30 一般書庫

61 ぼくもできたよ！  松浦 信子／作 BL出版 1999.12 7266/31 一般書庫

62 Goodnight moon    by Margaret Wise Brown
HarperCollins
Publishers

1975 7266/33 一般書庫

63 不幸な子供    エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 2001.9 7266/35 一般開架

64 昔の子どもたち    安野 光雅／著 日本放送出版協会 2002.4 7266/40 一般書庫

65 あるばむ  人には尽きない話がある  南川 博／絵 アニカ 2003.7 7266/44 一般開架

66 見えない花    オノ ヨーコ／著
CHIMERA LIBRARY／
CHIMERA MUSIC K.K.

2011.8 7266/46 一般開架

67 ディック・ブルーナのすべて    講談社 1999.2 72660/10 一般書庫

68 ターシャ・テューダーの世界  自然とともに生きる絵本作家  ブック・グローブ社 [2000] 72660/14 一般書庫

69 The art of the Princess Mononoke  もののけ姫  スタジオジブリ／責任編集
徳間書店／スタジオジ
ブリ・カンパニー

1997.8 77877/4 一般開架

70 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 一般開架

71 美しい町  矢崎節夫と読む  金子 みすゞ／著 JULA出版局 2010.2 91158/78 一般開架

72 霧野仙子    やなせ たかし／[著] かまくら春秋社 2011.7 9136/ﾔﾀ16 一般開架

73 想像の翼にのって  村岡花子エッセイ集  村岡 花子／著 河出書房新社 2014.7 9146/ﾑﾊ6 一般開架

74 不思議の国のアリスへの旅    SORTIE編集室／文 河出書房新社 2002.6 93026/ｷﾙ6 一般書庫

75 キュウリに求婚    クリス・モズデル／文 マガジンハウス 1997.1 931/ﾓｸ1 一般書庫

76 スナーク狩り    ルイス・キャロル／作 集英社 2014.1 9316/ｷﾙ2 一般開架

77 ローラの世界  大草原の小さな家  キャロリン・ストーム・コリンズ／著 求竜堂 2000.4 9337/ｺｷ1 一般書庫

78 星の王子さま  新訳  サンテグジュペリ／著 中央公論新社 2005.6 9537/ｻｱ5 一般書庫

79 かあさんかあさん    三越 左千夫／詩 国土社 2003.1 C9156/ﾐｻ3 郷土開架



  ＜童謡・歌＞
No. 書　　　　　　名 著　　者 出　版　者 出版年 請求番号 場所区分

80 英語の歌&アクティビティ集  教室で大活躍！ アルクキッズ英語編集部／編 アルク 2005.12 37589/28 一般開架

81 50 English songs  小学校英語活動  松川 禮子／監修 文溪堂 2001.11 37589/32 一般開架

82 子どもたちに伝えたい日本の童謡    神奈川 池田 小百合／著 有楽出版社 2003.6 91158/51 一般開架

83 子どもたちに伝えたい日本の童謡    東京 池田 小百合／著 有楽出版社 2003.1 91158/51/2 一般開架

84 図説マザーグース    藤野 紀男／著 河出書房新社 2007.3 931/15 一般開架

85 マザーグースイラストレーション事典    夏目 康子／編著 柊風舎 2008.5 931/18 一般開架

86 和紙はり絵で綴る日本の抒情80景  ふるさとの四季と童謡・唱歌  船水 善昭／著 日貿出版社 2006.4 7269/20 一般開架

87 The cat in the hat    by Dr. Seuss
HarperCollins
Children's Books

1997 7266/34 一般書庫

88 The cat in the hat　 〔cassette〕  by Dr. Seuss
HarperCollins
Children's Books

1997 7266/34/ ﾌ 一般書庫

89 世界の音楽と人々    アンドレーア・ベルガミーニ／著
ヤマハミュージックメ
ディア

1999.3 762/14 一般書庫

 ＜その他＞
No. 書　　　　　　名 著　　者 出　版　者 出版年 請求番号 場所区分

90 THE保育  101の提言  vol.1 無藤 隆／編著 フレーベル館 2007.12 3761/66/1 一般開架

91 「おもちゃの作り方」大図鑑    石川 球人／著
デジタルハリウッド株
式会社出版局

1998.12 759/27 一般書庫

92 レゴの世界  レゴの世界を探検しよう  レゴジャパン株式会社／監修 東京書籍 2000.4 759/34/ 一般書庫

93 シルクロードの子どもたち    長倉 洋海／著 毎日新聞社 2009.9 748/645 一般開架

    

    

    

    

    

    

    


