


　福岡県立図書館では、子どもの読書活動の充実をめざし、昭和

53年度より毎年、市町村の図書館職員、子どもの読書に関わる方々

を対象に、「子どもと読書」研究会を実施して参りました。平成

16年度からは、この講座が県内図書館の児童サービス研修の場

として定着している点を重視して、「子どもと読書」研修会と名

称を改め、研修内容も体系化し、さらなる充実を図りつつ実施し

ているところです。本年度は、児童図書館入門講座、中級講座１、

2（レファレンス･絵本研究）、研究講座と、四つの講座を実施し

ました。 

　研究講座では、平成18年度より3年間かけて「ことばの本」を

テーマに、子どもたちに薦めたい本のリストを作成しました。 

　3年とはいえ、時間や回数の制約の中での作業であり、十分と

はいえませんが、このリストが、子どもと本をつなぐ一助となれ

ば幸いです。 

　なお、今回のリストを作成するにあたり、各出版社他関係各位

に多大の御協力を賜りましたことを、末尾ではございますが、厚

く御礼申し上げます。 

 

 

 平成２１年３月 
 福岡県立図書館長　毛　屋　　　信 
 



●「ことば」をテーマにしたと考えられる子どもの本について、おす

すめの本をジャンル別に選んでいます。（物語の本は対象として

いません） 

　同じジャンルの中は、対象年齢の低いものから並べています。 

 

●ここで言う「子どもの本」の対象は、乳幼児から小学６年生

ぐらいまでです。 

　子どもの成長等個人差がありますので、対象はあくまで目安です。 

　なお、特に注意書きがなければ、乳児は０～２歳、幼児は３～

　５歳、小学校低学年は１～２年、小学校中学年は３～４年、小

　学校高学年は５～６年とします。 

 

●２００８年３月までに出版されたものから選んでいます。 

●出版年は、単行本として刊行された初版年です。

●絶版等で出版社違いの版があるものについては、旧版の出版社

名・出版年を（　）内に示しています。 

●２００９年２月現在、品切れ・絶版等のため書店等で購入できない

ものには、★印を付けています。お近くの図書館等でおたずね

ください。 
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『あいうえおえほん』 

とだこうしろう／企画・構成・絵 
戸田デザイン研究室　１９８２年 

１冊　２４×２４ｃｍ 
幼児～ 

　ひらがな一文字につき、見開き

の右ページに文字、左ページには

絵という構成になっています。他に、

書き順やその文字を使ったことば

や短い文も書かれています。これ

から文字を学ぶ幼児に、ひらがな

の基本をわかりやすく伝える絵本

です。 

　同じ著者で、『カタカナえほん』『よ

みかた絵本』もあります。 

『ことばじてん絵本』 

とだこうしろう／作・絵 
戸田デザイン研究室　２００３年 

３６ｐ　３０×２７ｃｍ 
幼児～ 

　この本の中に６００のことばと、そ

れを表す絵が描かれています。前

半は五十音順でことばを集め、後

半は色や乗り物など、子どもたち

の身近なテーマでことばを集めて

います。簡潔に表された絵を見な

がらことばを覚えていくことがで

きます。 



『言葉図鑑 －ことばがいっぱい』 
全１０巻 

五味太郎／監修・制作 
偕成社　１９８５年～１９８８年 

３６ｐ　３１ｃｍ 
幼児～ 

　うごきのことば、ようすのことば、

かざることば等、１０のテーマに分

けて、１テーマにつき１冊で構成さ

れた、ことばがいっぱい詰まった絵

本です。生活のいろいろな場面を

切り取り、そこにあることばをユー

モラスな絵で表現しています。 

『思いつき大百科辞典』 

１００％ＯＲＡＮＧＥ／編 
学習研究社　２００５年 

８８ｐ　２９ｃｍ 
幼児～ 

　前書きに「頭に浮かんできた言

葉を思いつくままに順番にかいて

いった百科辞典です。」とあるとお

り、1ページに一文字ずつ「あ」か

ら「ん」、撥音や濁音まで、その音

で始まるさまざまな言葉と、そのこ

とばを表す絵が描かれています。

言葉に親しむきっかけとなる、楽し

んで読める百科辞典です。 



『あいうえおの本』 

安野光雅／作 
福音館書店　１９７６年 

１０４ｐ　２２ｃｍ 
幼児～ 

　組み木風に描かれたひらがなと、

その文字で始まることばの絵が描

かれています。よく見ると、文字を

囲んだ縁飾りの中にも絵がたくさ

ん隠れています。隠れている絵の

手引きが巻末にあります。 

『もじあそび』 

安野光雅／ぶん・え 
福音館書店　１９９３年 
２７ｐ　２２×２０ｃｍ 
小学校高学年 

　ひらながの文字を組み合わせて、

いろんなことばを作って楽しむ絵

本です。絵を見ながら、クロスワー

ドパズルを完成させて遊ぶことも

できます。 



Book on Word
About the Word『世界のなかの日本語』　 

全6巻 

町田和彦・風間伸次郎・井上史雄／監修 
小峰書店　２００６年 

２９ｃｍ　 
小学校高学年～ 

 

日本語を世界のさまざまな外国語

と比べて、その特徴を明らかにす

るシリーズです。世界の中での日

本語、文字、変化、発音や意味、文法、

方言などをテーマにしています。

各巻の巻末に索引があり、第１巻に

は全巻索引があります。普段使っ

ている日本語を意識することで、

日本語を知り、その歴史や背景に

ある日本文化についても考えるきっ

かけとなる本です。 



『どうぶつことわざえほん』 

きたやまようこ／作 
のら書店　１９９９年 
９１ｐ　１６ｃｍ 
小学校中学年～ 

　「あたまかくして　しりかくさず」

「いそがばまわれ」「うそもほうべん」

などのことわざを、右のページで

五十音順に紹介しています。左の

ページでは、そのことわざをいろ

んな動物たちが、たのしく表現し

ています。ハードカバーで、子ども

の手にちょうどよい小さめの本です。

愉快なイラストでことわざのもつ

意味を楽しみながら学べます。 

『ことわざのえほん』 

西本鶏介／編・文　高部晴市／絵 
鈴木出版　２００３年 

２９ｐ 
小学校中学年～ 

 

　ひとつのことわざが見開き２ペー

ジに、わかりやすい解説とユニーク

な絵で紹介されています。それぞ

れのことわざに、子どもの日常生

活での具体的な使用例がついてい

ます。どれも日頃よく耳にすること

わざばかりです。 

　『続 ことわざのえほん』もあり

ます。 

 



『いろはのかるた奉行』 

長谷川義史／作・絵 
講談社　２００５年 
４８ｐ　２７ｃｍ 
小学校中学年～ 

　４８文字の「いろはかるた」（江

戸かるた）と、「いろはかるた奉行」

が考えたユーモラスなかるたの

絵と解説が並んで載っています。

「いろはかるた」から江戸時代の

生活の知恵を知ることもでき、ま

た自分で新しいかるたを考える楽

しみ方もできる一冊です。 

『ことわざ絵本』 

五味太郎／著 
岩崎書店　１９８６年 
２１１ｐ　２１ｃｍ　 
小学校中学年～ 

 

　１００個のことわざが選ばれてい

ます。右のページには、そのことわ

ざの説明が、左のページには著者

が考え、工夫して、作り直し、技をか

けた「ことわざ」が書かれています。 

　五十音順の索引もついていて、

楽しく便利に使うことができます。 

　『ことわざ絵本　Ｐａｒｔ２』にも、

１００個のことわざが入っています。 

 



『ことわざ絵事典』 

ことばと遊ぶ会／編　すがわらけいこ／絵 
あすなろ書房　２００７年 

８０ｐ　２２ｃｍ 
小学校中学年～ 

　五十音順に並べられたことわざ

それぞれの意味と使い方が載って

います。絵事典とあるとおり、絵で

も表されています。ことわざによっ

ては、由来や語句の説明を補足し

た「参考」の項や、同義語・反対語

にあたることわざも記載されてい

ます。それらも含めた五十音順の

索引が巻末につけられています。

　シリーズに慣用句を集めた『か

らだことば絵事典』もあります。 

『お江戸決まり文句』 

杉山　亮／文　藤枝リュウジ／絵 
カワイ出版　１９９８年 

３２ｐ　２２cm 
小学校低学年～ 

　昔から伝わる決まり文句と、江戸

時代の雰囲気を大事にしながら創

作された新しい決まり文句の本です。

解説もあり、どんな時に使えばい

いかもわかります。江戸時代の雰

囲気も味わえ、江戸ことばに親し

むきっかけともなります。 

　同じシリーズで『お江戸はやくち

ことば』『お江戸なぞなぞあそび』

があります。 



『おもしろからだことば 頭編』 

石津ちひろ／文　石井聖岳／絵 
草土文化　２００３年 
７９ｐ　１６ｃｍ 
小学校高学年～ 

　「頭がかたい」「顔から火が出る」

など、身体に関わることばを部位ご

とに集めた本です。見開きの右ペ

ージがことばと説明、左ページには

ユーモアのある絵が描かれていま

す。思わず使いたくなってしまう慣

用句が紹介されています。 

　姉妹編に、別の画家による「体編」

があります。 

Book on Word

Byword
Proverb

Idiom



『ポプラディア情報館 方言』 

佐藤亮一／監修 
ポプラ社　２００７年 
１９９ｐ　２９ｃｍ 
小学校高学年～ 

　方言とは何かということから、地

域の違い、文法、発音など、内容は

多岐に渡り、調べ学習にも対応で

きます。同じ遊びやことばが、地域

によって異なる表現や意味である

ことがわかります。また、４７パター

ンの「桃太郎」を見比べて、方言の

不思議を体験できます。付録のＣＤ

にはこの「桃太郎」の音声が収録

されています。 

『数え方と単位の本』 全6巻 

飯田朝子／監修 
学習研究社　２００６年 
４８ｐ　２９ｃｍ　 
小学校高学年～ 

 

　ものの数え方はさまざまです。時、

場所によって変化することもあり

ます。あらゆるものにつく単位や

数え方を、生活・文化などで６巻に

分け、それぞれ絵入りで紹介して

います。靴下のように左右あわせ

て「一足・一組」片方だけの場合は

「一枚」など、場合によって変わる

ものもあります。各巻にはそれぞ

れ索引があり、（総索引がないのが

残念ですが）実際に数えて、使って

みたくなる本です。 



　この「ことばの本のリスト」を作る際にいちばん悩んだのが、

「ことば」をテーマにするとしたら、どこまでをその範囲とす

るか、ということでした。最初に参加者の皆さんに「ことば」

をテーマにした本だと思うものを、各自出していただきました。

　すると、「ことば」という概念がそれぞれ違って、広く深い

ものだということがわかりました。 

 さてリストに入れる範囲を決めることになりました。ことば

そのものや、ことばあそびについては、すぐに決まったのです

が、そのほかのテーマについてはひとつひとつを検討していき

ました。 

　方言は？　数え方は？　記号は？　手紙は？　落語は？　な

どなど… 

　普段何気なく使っていることばについて、大いに考えた３年

間でした。 

 

 



『ぴよ  ぴよ  ぴよ』 

平野剛／さく 
福音館書店　１９８７年 

１冊　１８ｃｍ 
乳児～ 

　ことばは、ほとんど「ぴよぴよ」

しか出てきませんが、ひよこ１羽１

羽の鳴き声が聞こえてくるようです。

ひよこは黒猫にねらわれています。

ところが、ひよこたちの行き先には、

ちゃんとめんどりの姿が……。 

　音の楽しみもさることながら、ス

トーリーも、赤ちゃんから十分楽し

める絵本です。 

 

『わんわん  わんわん』 

高畠純／ 作 
理論社　１９９３年 
２７ｐ　１９ｃｍ 

乳児～ 

　「わんわん」「ニャーゴ」「ぶひっ」

犬、猫、ぶた…動物たちの鳴き声だ

けで構成されています。だんだん

動物が増えていくので、どんどん

にぎやかな様子になっていきます。

まるで動物たちがおしゃべりして

いるような絵本です。 



『じゃあじゃあ  びりびり』 
 

まついのりこ／作 
偕成社　１９８３年 
２２ｐ　１４ｃｍ 

乳児～ 

　「じどうしゃ ぶーぶーぶーぶー」

「いぬ わんわんわんわん」など、

日常生活の中で聞いたことがある

身近な音が集められています。簡

素化された絵は赤ちゃんの目を引

くのにも効果的です。語りかけな

がら、親子で楽しむことができる絵

本です。 

『ごぶごぶ  ごぼごぼ』 

駒形克己／さく 
福音館書店　１９９９年 

２０ｐ　２０ｃｍ 
乳児～ 

　カラフルな地に、大小さまざま

な丸が描かれ、あちらこちらに穴も

開いています。ことばのリズムや、

響きを思い思い楽しむだけでなく、

さわっても楽しい絵本です。 



『もこ  もこもこ』 

たにかわしゅんたろう／さく　 
もとながさだまさ／え 
文研出版　１９７７年 
３１ｐ　２９ｃｍ 
乳児（２歳）～ 

　擬態語と擬音語だけで構成され

ていますが、的確な表現で、リズム

があり、ストーリーもあります。擬

態語・擬音語は、単純だからこそ読

み手や聞き手の自由な想像力をか

きたてます。 

『もけら  もけら』 

山下洋輔／ぶん　元永定正／え   
中辻悦子／構成 

福音館書店　１９９０年 
３２ｐ　２５ｃｍ 
乳児（２歳）～ 

　「もけら　もけら」「じょわらん

じょわらん」この聞いたこともない

ような擬音語は、声に出すと不思

議な響きとなり、不思議な絵と相

まって、自由に楽しむことができます。 



『ぽたぽた  とぷん』 
（ことばあそびえほん） 

 谷川俊太郎／文　今井弓子／絵　 
さ・え・ら書房　１９７９年 
３８ｐ　２１×２３ｃｍ 

幼児～ 

　水道の音や雨の音など「水」に

関する擬音語・擬態語で構成され

た絵本です。日本語の豊富な表現

を知ることができ、言葉の響きを

楽しむこともできます。 

　「ことばあそびえほん」のシリー

ズは、他にも『あいうえおっとせい』

『きっときってかってきて』『とと 

と　おっとっと』『くろいは　かげさ』

があります。 

 

『にゅーっ  するするする』 

長新太／作 
福音館書店　１９８９年 
２４ｐ　２２×２１ｃｍ 

幼児～ 

　何もない所から、突然手が「にゅ

ーっ」とのびてきて「するするする」

と車や飛行機をはじめ、お母さん

やお父さんまでもどこかへ引き込

んでしまいます。さてさてどこへ

行ったのやら。繰り返しを楽しんで

ください。 



『ばいばい』 

まついのりこ／さく　 
偕成社　１９８３年 
１冊 １４ｃｍ 
乳児～ 

　正面を向いた動物が「こんにち

は」。ページをめくると「ばいばい」。

絵本を読みながら、あいさつごっこ

も楽しめる絵本となっています。 

単純な絵で描かれていてわかりや

すく、０歳から楽しめます。 

 

『おでかけ  ばいばい』 

はせがわせつこ／ぶん　  
やぎゅうげんいちろう／え 
福音館書店　２００６年 
２４ｐ　１８×１９ｃｍ 

乳児～ 

　「おでかけ　おでかけ」とやって

くる動物たち。ページをめくると「い

ってらっしゃーい　ばいばーい」と

背を向けて出かけていきます。「ピ

タコン　ピタコン」や「ねっこ　た

っこ」など、動物たちがそれぞれに

独特な擬音語で登場します。それ

ぞれの持ち物や服装もみどころの

ひとつです。 



『こんにちは』 
 

わたなべしげお／文　おおともやすお／え　 
福音館書店　１９８０年 
２４ｐ　２２ｃｍ×２１ｃｍ 

幼児～ 

　くまの子が「こんにちは」とみん

なにあいさつをしていきます。お

花にも、すずめにも、お母さんにも、

お父さんにも。「こんにちは」だけ

なのですが、それだけできちんと

お話になっています。 

『ごあいさつ』 
（ねずみくんミニえほん３） 

 なかえよしを／ぶん　上野紀子／え 
ポプラ社　２０００年 

１冊 １５ｃｍ 
幼児～ 

　ねずみくんのとある一日です。「お

はようございます」とお日さまへの

あいさつに始まり、「おやすみなさい」

とお月さまへのあいさつで終わり

ます。ねずみくんと一緒に楽しみ

ながら、一日のあいさつに親しむ

絵本です。 



『おやすみなさい』★ 

イヴ・ライス／作　かたやまれいこ／訳　 
ほるぷ出版　１９９５年 

１冊 ２６ｃｍ 
幼児～ 

　「おやすみなさい」ということばは、

町の中で、家の中で、あいさつとし

て使われます。でもそれだけでは

ありません。それは、眠りを誘うな

にものかであり、ゆっくりとおりて

きて町を包み込み、そしてみな眠

りにつくのです。 

『ことばのべんきょう（３）』 
くまちゃんのごあいさつ 

かこさとし／ぶんとえ 
福音館書店　１９７２年 

４７ｐ　１５ｃｍ 
幼児～ 

　家の中、電車の中、花屋さん、公

園などでのあいさつを、くまちゃん

家族の一日を追いかけながら紹介

しています。普段のあいさつから、

およばれした時のあいさつなど、

いろいろな場面でのあいさつを、

楽しみながら知ることができます。 



『いただきまーす○ごちそうさま』 
 

五味太郎／作・絵　 
岩崎書店　１９８０年 
２０ｐ　２２ｃｍ 

幼児～ 

　「いただきまーす」と男の子が

おやつを食べて、「ごちそうさま」

と出て行きました。その後、鳥やワ

ニがやってきて、「いただきまーす」

「ごちそうさま」…… 

　言葉は主にあいさつだけですが、

少しずつ減ってゆくおやつにドラ

マがあります。絵で描かれた物語

の中で、あいさつが楽しめる絵本

です。 

 

『挨拶絵本』★ 
 

五味太郎／作 
ブロンズ新社　１９９１年 
３２ｐ　２５×２５ｃｍ 
小学校中学年～ 

　あいさつは、人間関係の基本です。

この絵本では、基本として押さえ

ておきたいあいさつと、そのあい

さつを練習するための１７の場面

が用意されています。こうしてあ

いさつを日頃から考えておけば、

すっきりとした人間関係を作り出

せるかもしれません。 



『世界のあいさつ』 

長新太／さく　野村雅一 ／監修　 
福音館書店　１９８９年 
３１ｐ　２４×２４ｃｍ 
小学校中学年～ 

　日本ではあいさつをする時に、

よくお辞儀をします。では、世界の

人たちはどんなあいさつをしてい

るのだろう、とおじさんとネコが調

べに行きます。 

　泣いたり、笑ったり、相手につば

を吐きかけたりと、世界を見渡せ

ば国や民族によって、さまざまなあ

いさつがあることがわかります。解

説を読むと、あいさつとは何かを、

より深く理解することができます。 

 

Book on Greeting

Good Morning
HeIIo!

How are you?
Nice to see you.
Goog Bye.



『ととけっこう  よがあけた』 
（わらべうたえほん） 

こばやしえみこ／案　ましませつこ／絵 
こぐま社　２００５年 
２４p　２０×２１ｃｍ 

乳児～ 

　もとのわらべうたを、あそびや

おはなしの中でアレンジして楽し

む絵本です。通して読むと、おはな

しにもなっています。この「わらべ

うたえほん」シリーズでは、同じよ

うに、遊びとして楽しくことばが加

えられた『ちびすけどっこい』『せ

んべせんべやけた』、わらべうただ

けで構成されている『まてまてまて』

があります。 

『あがりめ  さがりめ』 
（おかあさんと子どものあそびうた） 

ましませつこ／ 絵 
こぐま社　１９９４年 
３２ｐ　２４ｃｍ 

乳児～ 

　ページをめくると、見開きにひと

つずつ、わらべうたが紹介されて

います。あそび方も絵で描かれて

いて、大人向けのあそび方の解説

が入っているうたもあります。うた

を知らない人も、別添の楽譜を見て、

歌って楽しむことができます。 

　「おかあさんと子どものあそび

うた」のシリーズに『あんたがたど

こさ』、同じ著者の描いたわらべう

た絵本としては、『うめぼしさんの

うた』『わらべうた』（福音館書店刊）

があります。 



『いろいろおせわになりました』 
 

やぎゅうげんいちろう／さく 
福音館書店　２００８年 

２４ｐ　２２ｃｍ 
幼児～ 

　わらべうたのことばはそのままで、

絵でおはなしが語られていきます。

うたのことばの繰り返しですが、相

手はどんどん変わっていきます。

楽譜もついているので、ぜひ歌い

ながら読んでほしい絵本です。 

『みんなであそぶ  わらべうた』 

近藤信子／編・遊び方指導 
梶山俊夫／絵 

福音館書店　１９９７年 
４０ｐ　２５ｃｍ 

幼児～ 

　わらべうたと、昔の子どもたち

の遊んでいる風景が描かれたペー

ジに続いて、今の子どもたちが遊

んでいる絵と、あそびかたと楽譜

が載っています。みんなでいっしょ

に遊べる楽しいうたばかりです。 



『さよなら  さんかく』 

安野光雅／著 
講談社　１９８１年 
３０p　２６ｃｍ 

幼児～ 

　昔から全国各地で子どもたちに

唱えられてきたわらべうたです。

最後のページまで読んで、さかさ

まにすると、さらに続けることがで

きます。絵も、どちらからでも見ら

れるように描かれています。あと

がきには他の地域の伝承も載って

います。 

『わらべうた』★ 
 

赤羽末吉／ 作 
偕成社　１９７７年 
６１ｐ　２６ｃｍ 

幼児～ 

　２万余の伝承わらべ歌の中から

「唄のすぐれているもの、楽しいもの、

わかりやすいもの、そのうえ絵にな

るもの、内容や視覚的なバラエ

ティー」を考えて選ばれた３０編です。

楽譜はありませんが、声に出して読

むと、日本語の響きをゆったりと楽

しむことができます。 



『はいいろひめさま  かぞえうた』 

ささきまき／さく 
（福音館書店　１９８９年） 

絵本館　１９９３年 
２４p　２２ｃｍ 

幼児～ 

　一面灰色の中で、数を表すもの

だけに、鮮やかな色がついています。

かぞえうたでありながら、物語にも

なっています。 

　普通のかぞえうたとはちょっと

違い、１０で終わらないところも、ま

た楽しい絵本です。 

 

『かっぱ・かぞえうた』★ 
 

せがわやすお／ 著 
福音館書店　１９９６年 

２４ｐ　２２ｃｍ 
幼児～ 

　「ひとつ　ひめゆり　ひょっこり

かっぱ」「ふたつ　ふしぐろ　ふた

ごのかっぱ」……と、頭韻を踏んだ

ことばのかぞえうたです。「ここの

つ」まで花がそれぞれ読み込まれ

ています。 



Book on Song
Count song

『かぞえうたのほん』 
 

岸田衿子／作　スズキコージ／絵 
福音館書店　１９９０年 

３２ｐ　２９ｃｍ 
幼児～ 

　タイプの違う６つのかぞえうた

が入っています。数字を探す、擬音

語、おばけ、疑問形、へんなひとが

出てくる、水族館の生き物が出て

くる……。絵も、うたにあわせて楽

しめます。ぜひ声にだして読んで

みてください。 

　同じ作者のかぞえうたの絵本に、

『てんきよほうかぞえうた』（柚木

沙弥郎 絵　福音館書店）もありま

す。 

 



『なにも  なくても  ことばあそび絵本』 
（かがくのとも傑作集）★ 
織田道代／作　長新太／絵 

福音館書店　１９９６年 
２８p　２６ｃｍ 

幼児～ 

　いつでも、どこでも、何もなくて

も始められるのがことばあそび。４

人の子どもが、いろいろなことばあ

そびをします。まねことば、ぬきこ

とば、ぶたのしっぽ、しりとり、なぞ

なぞなど……。 

　しりとりの反対で、頭の文字を

とってつないでいく「あたまとり」、

「てぶくろ」「ろくぶて」のように、

ことばを逆立ちさせて楽しむ「さ

かだちことば」など、ちょっと難し

いものもあり、みんなで遊ぶ楽しさ

が伝わってくる絵本です。 

『ここん  ぷいぷい  創作ことばあそび絵本』 
（かがくのとも傑作集）★ 

織田道代／ 作　木葉井悦子／絵 
福音館書店　１９９３年 

２８ｐ　２６ｃｍ 
幼児～ 

　かぞえうた、じゅもん、はやくち

ことば、はやしことばなど、昔から

のことばあそびを１５種類、２匹のキ

ツネが紹介していきます。『なにも

なくても』とあわせて楽しめる絵

本です。 



『絵本  ことばあそび』 
 

五味太郎 ／作　 
岩崎書店　１９８２年 
４８ｐ　２５ｃｍ 
小学校低学年～ 

　「あいうえお」で始まることばで

文章を作る「あいうえおあそびうた」、

「がいこくのがいこつ」「オランダ

のベランダ」のような「にたものこ

とばあそびうた」、回文やかぞえう

たなど、１２種類のことば遊びが紹

介されています。 

　絵とあわせて楽しんでください。 

 

『ことばのこばこ』 

和田誠／さく・え 
（すばる書房　１９８１年） 

瑞雲舎　１９９５年 
１冊　３１ｃｍ　 
小学校低学年～ 

　１８のことばあそびが１冊に詰まっ

た絵本です。しりとり、動物の名前

さがし、回文、いつまでたっても終

わらない文、同音異義語など……。

いろいろなことばあそびを楽しん

でください。 



『ことばあそびえほん   
さかさまはやくちならべかえ』 

 石津ちひろ／文　飯野和好／絵 
のら書店　２０００年 
６３p　１９ｃｍ 
小学校低学年～ 

　「だんごむしむごんだ」のような「さ

かさまことば」（回文）、「ひなまつ

り　ひまなつり」のような「ならべ

かえことば」、そして「はやくちこと

ば」の３種類のことばあそびが楽し

める本です。挿絵も一緒に楽しめ

ます。 

　この著者には、『ことばあそび玉

手箱』（小学館）など、たくさんの

ことばあそびの本があります。 

 

Book on Wordplay
What play is the wordplay?

 



『どうぶつしりとりえほん』★ 
 

薮内正幸／作 
岩崎書店　１９９６年 
２４p　２３ｃｍ 

幼児～ 

　動物の名前のしりとり絵本です。

ラッコから始まって、ダチョウなど

の鳥や、今は絶滅してしまった大昔

の動物なども出てきて、しりとりが

続きます。動物の親子の絵を見る

だけでも楽しい絵本です。 

『ぶたたぬききつねねこ』 
 

馬場のぼる／作 
こぐま社　１９７８年 
４０p　１８cm 

幼児～ 

　ほのぼのとした絵がユーモラスな、

楽しいしりとり絵本です。それぞれ

のことばが絵になり、しりとりが物

語として動き出し、最後はクリスマ

スでおしまいです。 

　続けて出た『ぶたたぬききつね

ねこ その２』では、十五夜を楽し

くしりとりで描いています。また、

同様の絵本に『こぶたたんぽぽぽ

けっととんぼ』もあります。 



『しりとりあいうえお』 
 

石津ちひろ／文　はたこうしろう／絵 
偕成社　２０００年 
４８p　２１cm 

幼児～ 

　文章の最後の文字でしりとりを

する、ちょっと変わったしりとりです。

「あついひ　あしかと　あそびた

い　いのしし　いつでも　いそが

しそう」……。文章は「あ」「い」……

と、五十音それぞれの文字で始ま

ることばで綴られています。 

　カタカナにもふりがながふられ

ているので、ひらがなが読めれば

楽しめるようになっています。絵も

楽しい絵本です。 

 

『ままです  すきです  すてきです』 

谷川俊太郎／ぶん　タイガー立石／え 
福音館書店　１９９２年 

２４ｐ　２２cm 
小学校低学年～ 

　細かく描きこまれたユニークな

絵には、しりとりに出てくるもの以

外のものもたくさん描かれていて、

見ているだけでも楽しい絵本です。

ことばのしりとりは、いつしか文章

になって、最後は「みしみし　しく

しく」と擬音語にまで発展し、ふし

ぎな世界が広がります。 



『ころころラッコこラッコだっこ』 

石津ちひろ／文　藤枝リュウジ／絵 
（リブロポート  １９９３年）   

BL出版　２００３年 
３１ｐ　２７cm 

幼児～ 

　新しい早口ことばの絵本です。

長さや難易度もさまざまです。「あ

るひみるみるひるねするあひる」「ひ

なまつりのひにひまなつり」など、

上手に言えるようになるまで練習

したくなります。早口ことばに添え

られた絵もまたユーモラスです。

ことばと絵のバランスがよく、世代

を超えて楽しめる本です。 

『どうぶつ  はやくちあいうえお』 
 

きしだえりこ／作　かたやまけん／絵 
のら書店　１９９６年 
９１ｐ　１６cm 
小学校低学年～ 

　五十音順で動物が出てくる早口

ことばの本です。「きりんのきりぬ

ききりがない」「やぎのやきいもや

のやきたてのやきいも」など、言え

そうで言えないことばが並んでい

ます。てのひらサイズで、十二分に

楽しめる本です。 



Hayakuchi word
『お江戸はやくちことば』 

 
杉山亮／文　藤枝リュウジ／絵 

カワイ出版　１９９８年 
３２ｐ　２２cm 
小学校低学年～ 

　昔から伝わる早口ことばと、江戸

時代の雰囲気を大事にしながら創

作された新しい早口ことばの本です。

見開きの右側に早口ことば、左側

に解説があり、より深く楽しむこと

もできます。日頃なじみのない江

戸の雰囲気を味わい、江戸ことば

に親しむきっかけともなります。同

じシリーズで『お江戸決まり文句』『お

江戸なぞなぞあそび』があります。 

Book on Wordplay



『なぞなぞえほん  １のまき』 
 

中川李枝子／さく  山脇百合子／え 
福音館書店　１９８８年 
５６ｐ　１３×１３cm 

幼児～ 

　『ぐりとぐら』でおなじみの作者

２人によるなぞなぞの絵本です。

絵もとても親しみやすく、小さな子

どもでも楽しめます。見開きの右

側になぞなぞ、左側にヒントの挿絵、

ページをめくると右隅に答えが小

さく書いてあります。「２のまき」、「３

のまき」とシリーズは３冊あり、どれ

も子どもの手になじみやすい小さ

めサイズの本です。 

『なぞなぞなーに  はるのまき』★ 
 
 いまきみち／さく 

福音館書店　１９９５年 
２４ｐ　２２ｃｍ 

幼児～ 

　季節の暮らしを題材にしたなぞ

なぞの絵本です。おばあちゃんと

孫が出てきます。「はるのまき」「な

つのまき」「あきのまき」「ふゆの

まき」と、４冊続きます。どの本も、

なぞなぞのページが単色刷りで、

答えのページが多色刷りになって

います。難しいなぞなぞもありま

すが、絵をよく見れば解けるかもし

れません。答えの同音異義語が絵

で添えてあるところもあり、かけこ

とばも楽しめます。 



『なぞなぞのへや』 
（リドルブックシリーズ２） 

 石津ちひろ／なぞなぞ  高林麻里／絵 
フレーベル館　２０００年 

２４ｐ　２７cm 
幼児～ 

　左のページになぞなぞがあり、

その答えは右のページの絵の中に

あります。ことばでの答えは、巻末

にまとめてあります。絵は、庭や部

屋での一場面を丁寧に描いたもの

で、眺めるだけでも楽しくなります。

なぞなぞは全部で１００個あります。

　シリーズに『なぞなぞのたび』（荒

井良二 絵）があります。 

『なぞなぞあそびうた』 

角野栄子／さく　スズキコージ／え 
のら書店　１９８９年 
７９ｐ　２０ｃｍ 
小学校低学年～ 

　なぞなぞの本ですが、なぞなぞ

が詩のようにリズミカルです。絵に

ヒントがかくされています。なぞな

ぞの答えは巻末にまとめて書いて

あります。小さめで手に取りやす

い本です。 

　『なぞなぞあそびうたⅡ』もあり

ます。 



『なぞなぞの本』 
 

福音館書店編集部／編　 
福音館書店　１９８２年 

２０８ｐ　１９cm 
小学校高学年～ 

　世界中のなぞなぞが５００以上も

集められた本です。古いものから

新しいもの、詩やバラッドのなぞな

ぞ、昔話のなぞなぞも入っています。

なぞなぞには番号が振ってあり、答

えは近くのページに書いてあります。

答えの索引の他にも、国・民族別索

引があります。自分で読んで楽し

むのは小学校高学年からですが、

読んであげるならもっと小さい子

でも楽しめます。 

Book on Wordplay
Play riddles



『さる・るるる』 

五味太郎／作 
絵本館　１９７９年 
２４ｐ　１９ｃｍ 

幼児～ 

　一匹のさるがやってきて、りんご

の木からりんごを落とし、それを売

ったりなどして竹馬を手に入れて

…というお話が、全て「さる・○○」

と、その動作にふさわしい二文字

の動詞で語られます。「さる・とる」

「さる・うる」「さる・のる」など……。 

　シリーズに『さる・るるる　Ｏｎｅ

ｍｏｒｅ』『さる・るるる　Ｓｐｅｃｉａｌ』

があります。 

 

『いっぽんばしわたる』 
 

五味太郎／作 
絵本館　１９７９年 
２４ｐ　１３×２２ｃｍ 

幼児～ 

　動物たちが一本橋を渡ります。「ぴ

ょんぴょんわたる」のはうさぎ、「な

らんでわたる」のはにわとりの親子、

「からんでわたる」のはヘビ、「は

らはらわたる」のはライオン、とい

う具合に、それぞれみんな違います。 

　シリーズに『いっぽんばしわた

るＯｎｅ　more』もあります。 

 



『かえるがみえる』 
 

まつおかきょうこ／さく　馬場のぼる／え 
こぐま社　１９７５年 
４０ｐ　１８×１８ｃｍ 

幼児～ 

　「かえる」が「みえる」「はえる」「あ

える」など、一字変わるだけで違う

意味になることばで、かえるの物

語が進んでいきます。黒と緑の二

色使いのシンプルな絵本ですが、

何度も繰り返して楽しめます。 

『がらすこつこつ  からすのこ』 

石津ちひろ／文　藤枝リュウジ／絵 
文化出版局　１９９６年 

３２ｐ　２０ｃｍ 
幼児～ 

　「かっこう」と「がっこう」、「へそ」

と「べそ」など、濁点がついただけ

で違うことばになってしまうことば

がたくさんあります。それを組み

合わせたことばあそびです。「こん

なかっこうでがっこうへ」「へそを

とられてべそをかく」など、ことば

だけでも楽しいですが、シンプル

でユーモラスな絵でさらに楽しい

本になっています。 



『まさかさかさま  動物回文集』 

石津ちひろ／文　長新太／絵 
河出書房新社　１９８９年 

６２ｐ　１９ｃｍ 
小学校中学年～ 

　回文は、上から読んでも下から

読んでも同じになることばあそび

です。「まくらからくま（枕からク

マ）」、「さいさんてうたうたうてん

さいさ（サイさんて、歌うたう天才

さ）」など、どの回文にも動物が登

場します。少し難しいことばもあり

ますが、ことばの世界が見事に表

現された絵と、同じページに漢字

で書かれた文章もあるので納得で

きます。 

 

『わにがわになる』 
 

多田ヒロシ／作 
こぐま社　１９７７年 
４０ｐ　１８×１８ｃｍ 

幼児～ 

　同じ音でも違うことば、最初だけ

同じで違うことばなどを組み合わ

せて作られた文がたくさん入って

います。「こうもりのこもり」「かさ

がかさなる」「ばったとばったりあ

った」など、リズムが心地よく、飽き

のこない内容です。読むだけでも

楽しめますが、ふしをつけたり、リ

ズムをとると、さらに面白さが増し、

ことばの音の世界を堪能できます。 



『それ  ほんとう？』★ 

松岡享子／さく　長新太／え 
福音館書店　１９７３年 

１２８ｐ　２０ｃｍ 
小学校低学年～ 

　「あ」から「わ」までの五十音を

使った４４の短いお話が詰まってい

ます。「あ」では、「あ」で始まるこ

とばで、「あめりかうまれの　あり

の　ありすさんが……」と続き、「い」

では「いっこくもののいかが……」

と続きます。声に出すと、詩のよう

でもあり、早口ことばのようでもあ

ります。「それ　ほんとう？」と思わ

ず聞きたくなるような楽しいナン

センス話です。 

『あいうえおっとせい』 
（ことばあそびえほん） 

 谷川俊太郎／文　白根美代子／絵 
さ・え・ら書房　１９７８年 
３８ｐ　２１×２３ｃｍ 

幼児～ 

　五十音を「あいうえお」から順に

文章に織り込んで詩が生まれました。

英語ではアクロスティックというそ

うです。作者のことばに対する感

性と、日本語への思いを感じます。

　この「ことばあそびえほん」シ

リーズには他にも、『きっときって

かってきて』、『とと　と　おっとっ

と』、『ぽたぽた　とぷん』、『くろ

いは　かげさ』があります。 



『あるひあひるがあるいていると』 
（あいうえおパラダイス） 

二宮由紀子／作　高畠純／絵 
理論社　２００７年 
７８ｐ　２１ｃｍ 
小学校中学年～ 

　この「あいうえおパラダイス」シリー

ズは、「あ」から「わ」までの五十音

を使った物語です。「あ」は「ある

日　あひるが　歩いていると……」

と、「あ」で始まることばで物語が

進みます。リズムが心地よく、何度

も口にしたくなります。全９巻４６

文字、４６個の物語を楽しんでくだ

さい。各巻で挿絵画家がそれぞれ

違うのも楽しみです。 

It starts by “aiueo”.
Book on Wordplay



『これはのみのぴこ』 

谷川俊太郎／作　和田誠／絵 
サンリード　１９７９年 

１冊　２９ｃｍ 
幼児～ 

 

　前の文につぎつぎと次の文章が

つながって、どんどん長くなってい

く「積み重ね話」の絵本です。 

　右に絵、左に文章があり、ページ

を繰るごとに、積み重なっていく様

子が視覚的にもよくわかります。 

　積み重ね話の絵本には他にも、

同じ作者の『これはあっこちゃん』

（ビリケン出版）『これはおひさま』

（（福音館書店）ブッキング）など

があります。 

 

『あいうえおうた』 
 

谷川俊太郎／ぶん　降矢なな／え 
福音館書店　１９９９年 

２４ｐ　２２cm 
幼児～ 

　「あいうえお」にはじまる五十音

を使ったことばあそびの詩の本です。

「あいうえおきろ　おえういあさだ

　おおきなあくび　あいうえお」と

いうふうに、「あいうえお」とそれに

始まる言葉、「あいうえお」をさか

さまにした「おえういあ」とそれに

続く言葉が、７、７、７、５のリズムで続

いていきます。どの場面にも現れ

る三匹の猫を探しても楽しい絵本

です。最後はやっぱり「ん」でおし

まいとなります。 



『ことばあそびうた』 
 

谷川俊太郎／詩  瀬川康男／絵 
福音館書店　１９７３年 

３６ｐ　２２cm 
小学校低学年～ 

　楽しいことばあそびの詩が１５編

紹介されています。声に出して読

むと、それぞれにリズムがあって楽

しさが倍増します。和紙を思わせ

る紙質、手書き風の文字、独特の装

飾を施された絵が、詩の魅力をい

っそう引き出している本です。 

　続編に『ことばあそびうた　また』

があります。 

『まどさんとさかたさん 
　　     のことばあそび』 

まど・みちお  阪田寛夫／文　かみやしん／絵 
小峰書店　１９９２年 
５５ｐ　２５cm 
小学校高学年～ 

　まど・みちおと阪田寛夫、二人の

ことばの達人によることばあそび

の詩の本です。思いがけないもの

たちの自己紹介や、呼び方アンケー

トなど、愉快なことばあそびが２４篇

紹介されています。読んであげる

なら低学年から楽しめると思います。

　その他、シリーズで『だじゃれは

だれじゃ』『ひまへまごろあわせ』『あ

んパンのしょうめい』があります。 



『おひさまがいっぱい』 

よだじゅんいち／詩　ほりうちせいいち／画 
童心社　１９７５年 
２８ｐ　２０×２１ｃｍ 

幼児～ 

　ねずみのチーチーとこねこのシ

ューシューとこいぬのクンクン。夜

起きている彼らは、昼間は寝てい

ます。「どこもここもおひさまのひ

かりがいっぱいなのに。」やわらか

いことばで、詩と意識しなくても、

詩を楽しむことができる絵本です。

鮮やかな色合いの絵を見ながら、

幼児にも詩の楽しさが十分に味わ

えます。 

『やさいたちのうた』 
 

藤富保男／詩　谷口広樹／絵 
福音館書店　１９９１年 

２４ｐ　２２ｃｍ 
幼児～ 

　たまねぎ、にんじん、れんこんなど、

子どもにも身近な１１種類の野菜を

詩のテ－マにしています。「ぽっく

り　いくつも　へんなあな／ぽこ

ぽこ　いくつも　おとしあな（れん

こん）」というようにリズミカルで

楽しいことばと、シンプルでユ－モ

アあふれる絵が合っていて、幼児

にもわかりやすい詩の絵本です。

詩の楽しさを知るきっかけになる

本です。 



『木いちごつみ』 
 

きしだえりこ／詩　やまわきゆりこ／絵 
福音館書店　１９８３年 
３２ｐ　２２×２５ｃｍ 

幼児～ 

　「子どものための詩と絵の本」

と副題にあるとおり、子どものため

の１５篇の詩がおさめられています。

ことばもやさしく、絵も親しみやすく、

何度も繰り返して読みたい絵本です。 

『あさの絵本』 

谷川俊太郎／文　吉村和敏／写真 
アリス館　２００６年 
３６ｐ　２９ｃｍ 
小学校低学年～ 

　「あさ」ということばの持つイメー

ジと、プリンス・エドワード島などカ

ナダの風景を写した写真がピッタ

リと合い印象的です。光にあふれ

た写真を背景に、清々しい朝の空

気が伝わってきます。写真という

表現方法を取ることで、一瞬一瞬

をことばと共に感じることができる、

奥深い絵本です。この絵本の元になっ

た『あさ／朝』（アリス館  ２００４年）

もあります。 



『夕日がせなかをおしてくる』 
（しのえほん ４） 

阪田寛夫／詩　高畠純／絵 
国土社　１９８３年 
２４ｐ　２６ｃｍ 
小学校低学年～ 

　童謡「サッちゃん」で知られる著

者の詩が１２篇集められています。

もちろん「サッちゃん」も入ってい

ます。詩集ですが、ページを開くと

それぞれの詩に絵があり、絵本とし

ても楽しめます。 

　この「しのえほん」シリーズは全

１１巻あり、谷川俊太郎など１０人の

詩人の詩集となっています。 

 

『いちねんせい』 
 

谷川俊太郎／詩　和田誠／絵 
小学館　１９８８年 
４８ｐ　２７ｃｍ 
小学校低学年～ 

　２３篇の詩が見開きにひとつずつ

載っています。題名に『いちねんせ

い』とあるように、一年生になって

学校へ行き始めた子には、「せん

せい」や「なまえ」など、身近に感

じられるテーマの詩がたくさん入

っています。ことばあそびのような

詩もあり、ぜひ声に出して楽しんで

欲しい詩集です。 

　同じコンビによる『がいこつ』（教

育画劇）もあります。 

 



『のはらうた Ⅰ』 

工藤直子／作 
童話屋　１９８４年 
１６０ｐ　１６ｃｍ　 
小学校低学年～ 

　子どもの手になじむ小さな本には、

野原の生き物や自然を作者とした詩

がたくさん入っています。前書きには、

「のはらむらのみんながしゃべる」こ

とばを、代理人として著者が書き留

めたのがこの本だと書いてあります。

こねずみしゅん、へびいちのすけ、か

まきりりゅうじ、かぜみつる……それ

ぞれの個性が光る詩集となっています。 

　現在５巻めが出ています。子ども

たちが作った『子どもがつくるのは

らうた』や、版画のついた『版画のは

らうた』『のはらうたわっはっは』な

どもあります。 

『てんぷら  ぴりぴり』 

まど・みちお／著 
大日本図書　１９６８年 

５８ｐ　２２ｃｍ 
小学校中学年～ 

　まど・みちおの２９篇の詩が集め

られた詩集です。どれも身近な題

材を、おもしろさだけでなく、きち

んとした言葉で子どもたちに届け

る詩ばかりです。 

　おさえた色合いの絵と詩がうま

くあいまって、時代に左右されず、

いつまでも読み続けていきたい本

の１冊です。 

 



『おーいぽぽんた  
        声で読む日本の詩歌１６６』 

 茨木のり子・大岡信・川崎洋・岸田衿子・ 
谷川俊太郎 編　柚木沙弥郎 画 

福音館書店　２００１年 
１９６ｐ　２４ｃｍ 
小学校低学年～ 

 
　日本の詩、短歌、俳句１６６篇を難

易度順に３部に分けた選詩集です。

まえがきに「覚えて口ずさんでほ

しい詩を選んだ」とあります。別冊

の『俳句・短歌鑑賞』を読むことで、

もう一歩ふみこんで、俳句や短歌

の背景まで知ることができ、鑑賞

を深めることができます。 

『幼い子の詩集  パタポン１』 

田中和雄／編 
童話屋　２００２年 
１５９ｐ　１５ｃｍ　 
小学校低学年～ 

　幼い子どものための選詩集です。

日本の詩から外国の詩まで、楽し

い詩を幅広く集めています。「自

然界の不思議、美しさを満喫させ

てくれる詩的世界」を、子どもと一

緒に楽しんでください。子どもの

手にぴったりの大きさの本です。

第２集もあります。 



Book on Poem
The Poetry book is chosen.

『しゃべる詩  あそぶ詩 
  　　　　　 きこえる詩』 

はせみつこ／編　飯野和好／絵 
冨山房　１９９５年 
１５９ｐ　２３ｃｍ 
小学校低学年～ 

　谷川俊太郎から与謝野晶子まで、

３８人の詩人による５７編の詩が選ば

れています。あとがきの「この本の

おいしい食べ方についてのよけいな

ひとこと」には、読む人が好きに遊ん

でほしいと書いてあります。読んで、

聞いて、声に出して、自由にことばと

遊んでみて下さい。思わずクスリと

笑ってしまうような詩も多く、子ども

から大人まで楽しめます。 

　続編に『みえる詩　あそぶ詩　き

こえる詩』があります。 



『サキサキ』 
（めくってびっくり短歌絵本） 

穂村弘／編　高畠那生／絵 
岩崎書店　２００６年 

１冊　２２ｃｍ 
小学校高学年～ 

　『めくってびっくり短歌絵本』シリー

ズは、日常、オノマトペ、恋、動物、家族

の５つのテーマで、それぞれ１４首ずつ

短歌が選ばれています。ページを開くと、

右ページに短歌、左ページ下に作者の

紹介があります。さらに、左ページの折

込を開くと、短歌の解釈があります。 

　この『サキサキ』では、「さくさく」や「ぴ

たり」などの、音や状態を表すことば、

オノマトペの入った短歌を集めています。 

　ちょっとひねった解釈もまた楽しく、

短歌に親しむきっかけになる本です。 

 

『春の日や庭に雀の砂あひて』 

リチャード・ルイス／編　エズラ・ジャック・キーツ／絵　 
いぬいゆみこ／訳 
偕成社　１９９９年 
３２ｐ　２８ｃｍ 
小学校高学年～ 

　アメリカの絵本作家キーツが描

いた日本の俳句絵本です。一茶や

蕪村など有名な俳人からあまり聞

いたことのない俳人まで、いろい

ろな句が選ばれています。英訳の

俳句と、さらにそれを日本語に訳し

た文があり、イメージのひろがる絵

本となっています。 



『ポプラディア情報館 
　短歌・俳句  季語辞典』 
中村幸弘・藤井圀彦／監修 

ポプラ社　２００８年 
２２７ｐ　２９ｃｍ 
小学校高学年～ 

　短歌、俳句、季語辞典の大きく３章

に分かれています。 

　短歌、俳句は、古典から現代の作品

まで、有名な作品が多数収録されて

いて、それぞれに意味と解説がつけ

られています。 

　季語辞典は五十音順に５００の季語

が集められています。それぞれに解説、

写真、例句があり、読むだけでも楽しく、

学習のために調べるのも便利です。 

　日本の四季や昔の暮らしについて

の資料もあり、作者・事項・作品・季節

別季語からひくことができる索引も

あります。 

 

『百人一首大事典』 

吉海直人／監修 
あかね書房　２００６年 

１４３ｐ　３１ｃｍ 
小学校高学年～ 

　百人一首を、四季、恋、日々の思い

という内容で３つに分け、それぞれ意

味と鑑賞と解説が載っています。昔

の暮らしや風俗など、百人一首を解

釈する上で不可欠なことがらについ

ても解説があり、図版も豊富で、わか

りやすい事典となっています。百人

一首のなりたちや、かるたの歴史や

遊び方についても詳しく書かれてい

ます。索引も上の句、下の句、人名か

らも引くことができ、調べ学習にも十

分対応できる一冊です。 



　今回残念ながら、リストに入れられなかった本があります。 

　テーマで入れることのできなかった本もありました。 

　国語辞典には付録として、数え方や記号が載っているものもあり

ます。記号の本としては、『ジュニア記号の大事典』（太田幸夫監

修　くもん出版　２００５年）等が選ばれていたのですが、並べた時に、

「ことば」でくくってしまうには、少し違和感があるのではないか、と

いう意見もあって、今回はリストに入れるのを見送りました。 

　「落語」の本は？『じゅげむ』（川端誠　クレヨンハウス）など、お

もしろい落語絵本が出ているが？ 

　「手紙」の本は？　『てがみはすてきなおくりもの』（スギヤマ

カナヨ　講談社）は、いろんな手紙の発想があっておもしろいのだが？

　「詩」の本は膨大な量の本があるのだが、どうやってこのリストに

載せる本を決めたらいいのだろう？　他のテーマについては、ある

程度おすすめの本を寄せてきて、素案のリストを作成していきました。

詩についてはさらに絞り込み、各自の「ベスト３」選んでリストを作り、

それを素案としました。 

　他にもたくさんの「ことば」の本があります。ここに挙げた本

は、ほんの一例にすぎません。 

これを機会に子どもたちが「ことばのこばと」をつかまえて、新

しい世界に羽ばたく一助になればと思っています。 
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21 
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がらすこつこつ からすのこ 

からだことば絵事典 

木いちごつみ 

きっときってかってきて 

くろいは かげさ 

ごあいさつ 

声で読む日本の詩歌１６６ おーいぽぽんた 

ここん ぷいぷい 

ことばあそびうた 

ことばあそびうた また 

ことばあそびえほん 

ことばあそび玉手箱 

ことばじてん絵本 

言葉図鑑 

ことばのこばこ 

ことばのべんきょう（３） 

子どもがつくるのはらうた 

ことわざ絵事典 

ことわざ絵本 

ことわざ絵本 Ｐａｒｔ２ 

ことわざのえほん 

ことわざのえほん 続 

ごぶごぶ ごぼごぼ 

こぶたたんぽぽぽけっととんぼ 

これはあっこちゃん 

これはおひさま 

これはのみのぴこ 

ころころラッコ こラッコだっこ 

こんにちは 

サキサキ 

さよなら さんかく 

さる・るるる 

さる・るるる Ｏｎｅ ｍｏｒｅ 
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10 

46 

17，41 
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さる・るるる Ｓｐｅｃｉａｌ 

しのえほん 

じゃあじゃあ びりびり 

しゃべる詩 あそぶ詩 きこえる詩 

じゅげむ 

ジュニア記号の大事典 

しりとりあいうえお 

世界のあいさつ 

世界のなかの日本語 

せんべせんべやけた 

それ ほんとう？ 

だじゃれはだれじゃ 

短歌・俳句 季語辞典 

ちびすけどっこい 

てがみはすてきなおくりもの 

てんきよほうかぞえうた 

てんぷら ぴりぴり 

どうぶつことわざえほん 

どうぶつしりとりえほん 

どうぶつ はやくちあいうえお 

ととけっこう よがあけた 

とと と おっとっと 

なぞなぞあそびうた 

なぞなぞあそびうた Ⅱ 

なぞなぞえほん １のまき  

なぞなぞえほん ２のまき 

なぞなぞえほん ３のまき 

なぞなぞな～に あきのまき 

なぞなぞな～に なつのまき 

なぞなぞな～に はるのまき 

なぞなぞな～に ふゆのまき 

なぞなぞのたび 

なぞなぞのへや 
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41 
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なぞなぞの本 

なにも なくても  

にゅーっ するするする 

のはらうたⅠ 

のはらうたわっはっは 

はいいろひめさま かぞえうた 

ばいばい 

パタポン１ 幼い子の詩集　 

春の日や 庭に雀の砂あひて 

版画のはらうた 

ひまへまごろあわせ 

百人一首大事典 

ぴよ ぴよ ぴよ 

ぶたたぬききつねねこ 

ぶたたぬききつねねこ その２ 

方言（ポプラディア情報館） 

ぽたぽた とぷん 

ポプラディア情報館 方言　 

まさかさかさま 動物回文集 

まてまてまて 

まどさんとさかたさんのことばあそび 

ままです すきです すてきです 

みえる詩　あそぶ詩　きこえる詩 

みんなであそぶ わらべうた 

めくってびっくり短歌絵本 

もけら もけら 

もこ もこもこ 

もじあそび 

やさいたちのうた 

夕日がせなかをおしてくる 

わにがわになる 

わらべうた 

わんわん わんわん 
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赤羽　末吉 
荒井　良二 
安野　光雅 
飯田　朝子 
飯野　和好 
石井　聖岳 
石津　ちひろ 
いぬい　ゆみこ　 
井上　史雄 
茨木　のり子 
今井　弓子 
いまき　みち 
上野　紀子 
大岡　信 
太田　幸夫 
おおとも　やすお 
織田　道代 
かこ　さとし 
風間　伸次郎 
梶山　俊夫 
かたやま　けん（片山　健） 
かたやま　れいこ（片山　令子） 
角野　栄子 
かみや　しん 
川崎　洋 
川端　誠 
岸田　衿子 （きしだ　えりこ） 
きたやま　ようこ 
キーツ，エズラ・ジャック 
木葉井　悦子 
工藤　直子 
ことばと遊ぶ会 
こばやし　えみこ 
駒形　克己 
五味　太郎 
近藤　信子 
阪田　寛夫 
ささき　まき（佐々木　マキ） 
佐藤　亮一 
白根　美代子 
すがわら　けいこ 
スギヤマ　カナヨ 
杉山　亮 
スズキ　コージ 
瀬川　康男 
タイガー　立石 
高畠　純 
高畠　那生 
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25 
36 

6,25 
12 

30,50 
11 

11,30,32,33,36,39,40 
51 
7 

49 
17 
35 
19 
49 
53 
19 
28 
20 
7 

24 
33 
20 
36 
44 
49 
53 

　27,33,46,49 
8 

51 
28 
48 
10 
23 
15 

5,9,21,29,38 
24 

44,47 
26 
12 
41 
10 
53 

10,34 
27,36 
26,44 
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14,42,47 
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高林　麻里 
高部　晴市 
多田　ヒロシ 
田中　和雄 
谷川　俊太郎（たにかわ　しゅんたろう）　 
谷口　広樹 
長　新太 
とだ　こうしろう 
なかえ  よしを 
中川　李枝子 
中辻　悦子 
中村　幸弘 
西本　鶏介 
二宮　由紀子 
野村　雅一 
はせ　みつこ 
はせがわ　せつこ（長谷川　摂子） 
長谷川　義史 
はた　こうしろう 
馬場　のぼる 
１００％ｏｒａｎｇｅ 
平野　剛 
福音館書店編集部 
藤井　圀彦 
藤枝　リュウジ 
藤富　保男 
降矢　なな 
穂村　弘 
ほりうち　せいいち（堀内　誠一） 
ましま　せつこ 
町田　和彦 
まつい　のりこ 
松岡　享子（まつおか　きょうこ） 
まど・みちお 
元永　定正 
やぎゅう　げんいちろう（柳生 弦一郎） 
藪内　正幸 
山下　洋輔 
山脇　百合子（やまわき　ゆりこ） 
柚木　沙弥郎 
吉海　直人 
吉村　和敏 
よだ　じゅんいち（与田　準一） 
ライス，イブ 
ルイス，リチャード 
和田　誠 
わたなべ　しげお 
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千代田区西神田３－２－１ 

新宿区早稲田鶴巻町５５１－４ 

文京区目白台２－１４－１３ 

文京区水道１－９－２ 

杉並区荻窪５－１６－５－２０３ 

新宿区市谷砂土原町３－５ 

品川区西五反田２－１１－８ 

渋谷区代々木１－３６－４ 

渋谷区千駄ヶ谷２－３２－２ 

文京区音羽２－１２－２１ 

新宿区上落合１－１６－７ 

文京区関口１－４３－５ 

新宿区市谷台町４－１５ 

新宿区市谷砂土原町３－１ 

京都市南区唐橋川久保町８　レジッド７８７・１Ｆ 

千代田区一ツ橋２－３－１ 

港区高輪２－１７－１２－３０２ 

 

 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

 

 

03－3263－0641 

03－3203－3350 

03－5976－7011 

03－3812－5526 

03－3391－1531 

03－3266－8692 

03－6431－1001 

03－3374－7595 

03－3404－1201 

03－3945－1111 

03－5348－3710 

03－3202－9438 

03－3341－0608 

03－3268－4261 

075－682－3383 

03－3230－5211 

03－5449－0653 

 

 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

101－0065 

162－0041 

112－0015 

112－0005 

167－0051 

162－8450 

141－8510 

151－0053 

151－0051 

112－8001 

161－8510 

112－8666 

162－0066 

162－0842 

601－8451 

101－8001 

108－0074 

 

あかね書房 

あすなろ書房 

アリス館 

岩崎書店 

絵本館 

偕成社 

学習研究社 

カワイ出版 

河出書房新社 

講談社 

国土社 

こぐま社 

小峰書店 

さ・え・ら書房 

サンリード 

小学館 

瑞雲舎 

 

 



〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

〒 

113－0021 

162－0041 

112－0012 

112－0011 

168－0063 

112－0002 

102－0071 

650－0015 

113－8686 

101－0051 

113－8611 

150－0001 

151－8524 

543－0052 

160－8565 

113－0033 

162－0056

文京区本駒込６－４－２１ 

新宿区早稲田鶴巻町５６０－８ 

文京区大塚３－１１－６ 

文京区千石４－６－６ 

杉並区和泉３－２５－１ 

文京区小石川２－１７－６ 

千代田区富士見２－３－２７ハーモニ別館１０２ 

神戸市中央区多聞通２－４－４　ブックローンビル９Ｆ 

文京区本駒込６－６－３ 

千代田区神田神保町１－３ 

文京区本駒込６－１４－９ 

渋谷区神宮前６－３１－１５ ３１－３B  

渋谷区代々木３－２２－７ 

大阪市天王寺区大道４－３－２５ 

新宿区大京町２２－１ 

文京区本郷３－４０－１１ 

新宿区若松町１５－６ 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL 

TEL

03－3947－5161 

03－3204－4811 

03－5940－8670 

03－5976－4181 

03－5376－6150 

03－3812－0955 

03－3261－2604 

078－351－5351 

03－3942－2151 

03－3291－2171 

03－5395－6600 

03－3498－3272 

03－3299－2511 

06－6779－1531 

03－3357－2216 

03－5684－8873 

03－3203－5791

鈴木出版 

草土文化 

大日本図書 

童心社 

童話屋 

戸田デザイン研究室 

のら書房 

ＢＬ出版 

福音館書店 

冨山房 

フレーベル館 

ブロンズ新社 

文化出版局 

文研出版 

ポプラ社 

ほるぷ出版 

理論社 



　　氏　名 所　　属 参加年度 

秋　貞　奈緒子 宗像市民図書館 18年度 

井　浦　裕　美 糸田町図書館 20年度 

碇　　　真　澄 春日市民図書館 20年度 

今　村　恵　子 太宰府市民図書館 18年度 

岩　隈　千代子 新宮町立図書館 20年度 

岩　橋　佳　子 前原市図書館 19、20年度 

岡　　　亜裕子 福津市立図書館 18、19、20年度 

岡　本　郁　子 朝倉市立福田小学校 20年度 

小　野　裕　子 宗像市民図書館 19年度 

小　松　左智子 那珂川町図書館 19、20年度 

坂　田　みゆき 福岡市西図書館 20年度 

佐　野　昌　子 福岡市和白図書館 19年度 

重　松　秀一郎 粕屋町立図書館 18、19、20年度 

高　尾　純　子 大野城まどかぴあ図書館 18、19、20年度 

　　瀬　良　重 福岡市立高木小学校 20年度 

高　藤　伸　江 志免町立町民図書館 19年度 

豊　島　亮　子 時津町立時津図書館 18、19、20年度 

西　嶋　奈津子 那珂川町図書館 18年度 

秦　　　恵　子 小郡市立図書館 20年度 

馬　場　　　泉 添田町立図書館 19、20年度 

藤　原　千　晶 嘉麻市立碓井図書館 19、20年度 

前　原　和　子 福岡市和白図書館 18年度 

宮　元　美佐子 福岡市和白図書館 18年度 

持　山　悦　子 新宮町立図書館 19年度 

森　本　京　子 那珂川町図書館 18年度 

矢　野　好　美 春日市民図書館 18、19年度 

吉　田　今日子 宗像市立河東西小学校 19年度 

平成18から20年度参加者 

※所属については、参加年度のもの 



県立図書館 子ども図書館担当者 
 氏　名 参加年度 

 森　　　佳　江  18、19、20年度 

 高　橋　依　子  18年度 

 松　尾　律　子  19年度 

 川　崎　美和子  20年度 

 野　口　三穂子  18、19、20年度 

 松　下　ひろ子  19年度 

 　　田　朋　絵  20年度 

 坂　梨　秀　子  18、19、20年度 
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