
東部分館　８月児童展示「たのしいことばあそび」

展示期間　平成２９年８月１日（火）～８月３１日（木）

書名 著者名 出版者 出版年月 請求記号

1 あいうえおいしいレストラン 川北/亮司‖作 たごもり/のりこ‖絵 WAVE出版 2013.9 E

2 あいうえおおかみ くどう なおこ/さく ほてはま たかし/え 小峰書店 2007.3 E

3 あいうえおおきなだいふくだ たるいし まこ/作 福音館書店 2011.2 E

4 あいうえおのうみで すぎはら ともこ/作・絵 徳間書店 2012.6 E

5 あいうえおんせん 林/木林‖作 高畠/那生‖絵 くもん出版 2013.11 E

6 あからん ことばさがし絵本 西村/繁男‖作 福音館書店 2017.2 E

7 いまはむかし さかえるかえるのものがたり まつおか きょうこ/さく 馬場 のぼる/え こぐま社 1987.2 E

8 うしはどこでも「モ〜!」 エレン・スラスキー・ワインスティーン/作
ケネス・アンダーソン/絵 桂 かい枝/訳

鈴木出版 2008.12 E

9 うまさんうまとび 水野 翠/さく 小峰書店 2008.5 E

10 かぞえうたのほん 岸田 衿子/作 スズキ コージ/え 福音館書店 1990.7 E

11 くまくん 二宮 由紀子/作 あべ 弘士/絵 ひかりのくに 2004.5 E

12 これはのみのぴこ 谷川 俊太郎/作 和田 誠/絵 サンリード 1979.4 E

13 サカサかぞくのだんながなんだ 宮西 達也/作 ほるぷ出版 2009.3 E

14 さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄/作 福音館書店 2012.4 E

15 さる・るるる・る 五味/太郎‖作 絵本館 2014.4 E

16 したのどうぶつえん あき びんご/作 くもん出版 2008.6 E

17 十二支のはやくちことばえほん 高畠 純/作 教育画劇 2008.10 E



書名 著者名 出版者 出版年月 請求記号

18 寿限無 斎藤 孝/文 工藤 ノリコ/絵 ほるぷ出版 2004.9 E

19 しりとりしましょ! たべものあいうえお さいとう しのぶ/作 リーブル 2005.11 E

20 しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子/作 はた こうしろう/絵 鈴木出版 2001.6 E

21 だじゃれレストラン 中川 ひろたか/文 高畠 純/絵 絵本館 2007.8 E

22 てっちゃんのしりとりライオン もとした/いづみ‖作 日隈/みさき‖絵 PHP研究所 2014.9 E

23 どうぶつさかさまなあに 織田 道代/作 竹内 通雅/絵 鈴木出版 2008.5 E

24 ともだちおまじない 内田 麟太郎/作 降矢 なな/絵 偕成社 2006.11 E

25 生麦生米生卵 長谷川 義史/作 斎藤 孝/編 ほるぷ出版 2006.12 E

26 にわのわに 多田 ヒロシ/著 こぐま社 1985.11 E

27 ねずみくんのしりとり なかえ よしを/作 上野 紀子/絵 ポプラ社 2002.3 E

28 パイがいっぱい 和田 誠/著 文化出版局 2002.9 E

29 はやくちこぶた ことばあそびえほん はやかわ じゅんこ/著 瑞雲舎 2007.9 E

30 ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる/著 こぐま社 1980 E

31 へんしんトンネル あきやま ただし/作・絵 金の星社 2002.9 E

32 かこさとしあそびの大宇宙 10 かこ さとし/絵と文 農山漁村文化協
会

1991.2 781

33 お江戸はやくちことば 杉山 亮/文 藤枝 リュウジ/絵 河合楽器製作
所・出版事業部

1998.1 807

34 ことば遊び絵事典 ことばと遊ぶ会/編著 すがわら けいこ/画 あすなろ書房 2007.3 807.9

35 ことば遊びネタのタネ 第2巻 しばはら ち/文&絵 汐文社 2008.2 807.9



書名 著者名 出版者 出版年月 請求記号

36 しゃれの王様 梅沢 実/著 田近 洵一/監修 岩崎書店 2007.12 807.9

37 しりとり・ことば遊び歌の王様 木下 ひさし/著 田近 洵一/監修 岩崎書店 2007.12 807.9

38 世界のことばあそび 5 こどもくらぶ/編 旺文社 2008.3 807.9

39 日本語力をきたえることばあそび 1 金田一 秀穂/監修 フレーベル館 2011.11 807.9

40 みんなでワイワイ早口ことば その2 ながた みかこ/文 どい まき/絵 汐文社 2006.11 807.9

41 語彙力アップおもしろ言葉がいっぱい! 1 ながた みかこ/文と絵 汐文社 2006.2 810

42 へんてこもりにいこうよ たかどの ほうこ/作・絵 偕成社 1995.3 913

43 おれはレオ 佐々木 マキ/作 理論社 2006.6 913.6

44 しりとりのくに 深見 春夫/作・絵 PHP研究所 2009.4 913.6

45 てんのないにっき 宮下/すずか‖作 市居/みか‖絵 くもん出版 2014.12 913.6

46 どうぶつ句会オノマトペ あべ 弘士/作・絵 学研 2007.7 913.6

47 とっておきのはいく 村上 しいこ/作 市居 みか/絵 PHP研究所 2012.2 913.6

48 なまえをかえましょ!まほうのはさみ 内田 麟太郎/作 中谷 靖彦/絵 くもん出版 2012.10 913.6

49 はるかちゃんとかなたくんのしりとりさんぽ 石津 ちひろ/作 田代 知子/絵 くもん出版 2012.10 913.6

50 もりのへなそうる わたなべ しげお/さく やまわき ゆりこ/え 福音館書店 2002.2 913.6


