
調べ学習用テーマ別図書リスト
詩　1

2019年 5月28日作成／神栖市立図書館
[28]

書名タイトル 各巻内容 出版者 資料番号 備考

1 あらどこだ しのえほん 国土社 820179182
2 いち しのえほん 国土社 820179166
3 いとまきのうた しのえほん 国土社 820179190
4 うし アリス館 820177210
5 うち知ってんねん 絵本かがやけ詩 あかね書房 820177061
6 うみのにじ しのえほん 国土社 820179174

7 うんこ ディスカヴァー・ト
ゥエンティワン

820177053

8 おさかな みすゞこれくしょん 金の星社 820178705
9 おさるがふねをかきました しのえほん 国土社 820179117
10 おつかい しのえほん 国土社 820179208
11 かさぶたってどんなぶた 絵本かがやけ詩 あかね書房 820177046
12 かんがえるのっておもしろい 絵本かがやけ詩 あかね書房 820177020
13 かん字のうた 詩の絵本 岩崎書店 820179067
14 きりんきりん 詩のえほん リーブル 820177186
15 きんのストロー しのえほん 国土社 820179216
16 くまさん こぐま社 820177236
17 ことり まど・みちお詩のえほん 小峰書店 820177004
18 さとやまさん アリス館 820177202
19 たべちゃうぞ 詩のえほん リーブル 820183275
20 たんぽぽヘリコプター まど・みちお詩のえほん 小峰書店 820182541
21 だいち 詩の絵本 岩崎書店 820179109
22 ちきゅうはメリーゴーラウンド まど・みちお詩のえほん 小峰書店 820182533
23 てのひらをたいように しのえほん 国土社 820179125
24 どっさりのぼく 絵本かがやけ詩 あかね書房 820182525
25 なまえをつけて 講談社の創作絵本 講談社 820177194
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26 ふしぎ みすゞこれくしょん 金の星社 820178697
27 らんどせるのうた しのえほん 国土社 820179133
28 わかれのことば 詩の絵本 岩崎書店 820179075
29 わたしと小鳥とすずと みすゞこれくしょん 金の星社 820178663
30 わたしのいるところ 詩のえほん リーブル 820182434

31 キャロライン・ケネディが選ぶ「心に咲く
名詩１１５」

早川書房 820182590

32 キリンさん まど・みちお詩のえほん 小峰書店 820182582
33 クローとわたし 詩のえほん リーブル 820182442
34 パンツはきかえのうた しのえほん 国土社 820179158

35 ピカピカ名詩 こころをピカピカにする、親
子で読みたい美しいことば

パイインターナショ
ナル

820182491

36 レモン 絵本かがやけ詩 あかね書房 820182475
37 雨ニモマケズ ミキハウスの絵本 三起商行 820177244
38 最初の質問 講談社の創作絵本 講談社 820176980
39 星とたんぽぽ みすゞこれくしょん 金の星社 820178671
40 生きる 日本傑作絵本シリーズ 福音館書店 820177228
41 地球パラダイス 偕成社 820176899
42 竹とんぼ 詩の絵本 岩崎書店 820179083
43 朝の歌 詩の絵本 岩崎書店 820179091
44 明るいほうへ みすゞこれくしょん 金の星社 820178689
45 夕日がせなかをおしてくる しのえほん 国土社 820179141
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1 あいうえおのうた 子どものための詩の本 のら書店 820177103
2 おーいぽぽんた 声で読む日本の詩歌１６６ 福音館書店 820164432
3 おうちをつくろう クシュラにおくる詩集 のら書店 820182608
4 おめでとうがいっぱい 幼い子どものための詩の本 のら書店 820177129
5 おやすみなさいまたあした 幼い子どものための詩の本 のら書店 820177137
6 これこれおひさま 子どものための詩の本 のら書店 820177111
7 ぞうさん まど・みちお詩集 童話屋 820183507
8 たいようのおなら 子どもの詩集 のら書店 820176915
9 たけのこぐん！ 豊かなことば現代日本の詩 岩崎書店 820176907
10 なぞなぞあそびうた のら書店 820177160
11 なぞなぞあそびうた２ のら書店 820177178
12 のはらうた１ 童話屋 820178713
13 のはらうた２ 童話屋 820178721
14 のはらうた３ 童話屋 820178739
15 のはらうた４ 童話屋 820178747
16 のはらうた５ 童話屋 820178754
17 のはらうたわっはっは 童話屋 820176832
18 ぱぴぷぺぽっつん 詩はともだち のら書店 820176824
19 へんなかくれんぼ 子どもの季節とあそびのうた のら書店 820177152
20 みみずのたいそう 詩はともだち のら書店 820176758
21 みんなわたしの 幼い子どもにおくる詩集 のら書店 820177145
22 子どもへの詩の花束２０１６ 小学生のための詩の本 竹林館 820182574
23 支度 豊かなことば現代日本の詩 岩崎書店 820176964
24 素朴な琴 豊かなことば現代日本の詩 岩崎書店 820176931
25 日本語を味わう名詩入門１ 宮沢賢治 あすなろ書房 820178986
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26 日本語を味わう名詩入門２ 金子みすゞ あすなろ書房 820178994
27 日本語を味わう名詩入門３ 八木重吉 あすなろ書房 820179000
28 日本語を味わう名詩入門４ 山村暮鳥 あすなろ書房 820179018
29 日本語を味わう名詩入門５ 立原道造 あすなろ書房 820179026
30 日本語を味わう名詩入門６ 中原中也 あすなろ書房 820179034
31 日本語を味わう名詩入門７ 北原白秋 あすなろ書房 820179042
32 日本語を味わう名詩入門８ 高村光太郎 あすなろ書房 820179059
33 日本語を味わう名詩入門９ 萩原朔太郎 あすなろ書房 820178937
34 日本語を味わう名詩入門１０ 丸山薫 あすなろ書房 820178945
35 日本語を味わう名詩入門１１ サトウハチロー あすなろ書房 820178952
36 日本語を味わう名詩入門１２ 草野心平 あすなろ書房 820178960
37 日本語を味わう名詩入門１３ 高田敏子 あすなろ書房 820178978
38 日本語を味わう名詩入門１４ 山之口貘 あすなろ書房 820178861
39 日本語を味わう名詩入門１５ 石垣りん あすなろ書房 820178879
40 日本語を味わう名詩入門１６ 茨木のり子 あすなろ書房 820178887
41 日本語を味わう名詩入門１７ 新川和江 あすなろ書房 820178895
42 日本語を味わう名詩入門１８ 工藤直子 あすなろ書房 820178903
43 日本語を味わう名詩入門１９ 谷川俊太郎 あすなろ書房 820178911
44 日本語を味わう名詩入門２０ まど・みちお あすなろ書房 820178929
45 不思議 豊かなことば現代日本の詩 岩崎書店 820176774
46 名詩の絵本 ナツメ社 820176741
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1 あーちゃん 詩の風景 理論社 820177095
2 ありがとう私のいのち 星野富弘詩画集 学研プラス 820177087
3 いそっぷ詩 谷川俊太郎詩集 小学館 820177079
4 きらきらがいっぱい 詩の風景 理論社 820177012
5 しかられた神さま 詩の散歩道 理論社 820176972
6 しっぽとおっぽ 内田麟太郎詩集 岩崎書店 820176956
7 すき 詩の風景 理論社 820176949
8 てつがくのライオン 詩の散歩道 理論社 820176881
9 ともだち 詩の風景 理論社 820176857
10 ともだちいっぱい 田代しゅうじ詩集 四季の森社 820176840
11 どきん 詩の散歩道 理論社 820176873
12 どこかいいところ 詩の風景 理論社 820176865
13 ぼくは地球の船長だ 詩の風景 理論社 820182483
14 まめつぶうた 詩の散歩道 理論社 820176766
15 ガラガラヘビの味 岩波少年文庫 岩波書店 820177038
16 ゴミの日 詩の風景 理論社 820176998
17 パタポン１ 幼い子の詩集 童話屋 820182517
18 パタポン２ 幼い子の詩集 童話屋 820182509
19 茨木のり子 永遠の詩 小学館 820183259
20 宮沢賢治 永遠の詩 小学館 820183218
21 金子みすゞ 永遠の詩 小学館 820183242
22 空とぶことば 詩の風景 理論社 820176923
23 空とぶふうせん 子ども詩のポケット てらいんく 820182566
24 山之口貘 永遠の詩 小学館 820183192
25 子どもと読みたい子どもたちの詩 高文研 820182426
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26 石垣りん 永遠の詩 小学館 820183267
27 中原中也 永遠の詩 小学館 820183234
28 日本の詩１ あい 小峰書店 820178762
29 日本の詩２ あなたへ 小峰書店 820178770
30 日本の詩３ いきる 小峰書店 820178788
31 日本の詩４ いのち 小峰書店 820178796
32 日本の詩５ わたし 小峰書店 820178804
33 日本の詩６ おや・こ 小峰書店 820178812
34 日本の詩７ しぜん 小峰書店 820178820
35 日本の詩８ たび 小峰書店 820178838
36 日本の詩９ しごと 小峰書店 820178846
37 日本の詩１０ せんそう・へいわ 小峰書店 820178853
38 萩原朔太郎 永遠の詩 小学館 820183226
39 八木重吉 永遠の詩 小学館 820183200
40 版画のはらうた１ 童話屋 820176808
41 版画のはらうた２ 童話屋 820176816
42 版画のはらうた３ 童話屋 820182467
43 版画のはらうた４ 童話屋 820176790
44 版画のはらうた５ 童話屋 820176782
45 立たされた日の手紙 詩の風景 理論社 820182558
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