
所蔵一覧

No. 資料コード 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類 場所 コメント

1 920356201 大伴家持と紀貫之 万葉集　土佐日記　古今和歌集　伊勢物語ほか 国土社編集部∥編 国土社  910 /ｵ / 児童
大伴家持と、歌人・紀貫之。ふたりの文学を中心に、ほかの歌人た
ちの和歌や日記、漢詩などの名作も紹介する。

2 920316649 百人一首 百の恋は一つの宇宙…永遠にきらめいて 名木田　恵子∥著 岩崎書店  910 /ﾅ / 児童
恋の歌を中心に取り上げて、百人一首の有名な歌人たちの生き様
を描く。藤原定家の謎にもせまり、百人一首誕生秘話も綴る。

3 920017472 まんが百人一首なんでも事典 堀江／卓∥絵 金の星社  911 / / 児童

4 920097516 百人一首の大常識 内海／準二∥文 ポプラ社  911 /ｳ / 児童
百首すべてに現代語訳をつけ、歌にひめられた裏話、作者のことなど
も解説。

5 920216850 絵でわかる「百人一首」 村田／正博∥監修 ＰＨＰ研究所  911 /ｴ / 児童
古典和歌のエッセンスを味わえる「百人一首」を、親しみやすい口語
訳と大きな絵で紹介。

6 921023495 齋藤孝の親子で読む百人一首 齋藤／孝∥著  ポプラ社  911 /ｻ / 児童
百人一首の歌に訳・解説を付けて、親しみやすい語り口調で紹介
する。

7 920198413 百人一首をおぼえよう 口訳詩で味わう和歌の世界 佐佐木／幸綱∥編著 さ・え・ら書房  911 /ｻ / 児童
意味の解釈よりも、歌の持つイメージ世界に焦点をあてた百人一首
の解説書。

8 920206778 ぺったんぺったん白鳥がくる 動物の短歌　　めくってびっくり短歌絵本 穂村／弘∥編 岩崎書店  911 /ﾍﾟ / 児童 与謝野晶子、斎藤茂吉らが詠んだ動物の短歌を14首収録。

9 920365236 漫画で楽しく歌を味わう百人一首 吉海　直人∥監修 ブティック社  911 /ﾏ / 児童 思わず共感してしまう百人一首の歌の意味を分かりやすく解説。

10 920096393 ちびまる子ちゃんの暗誦百人一首 暗誦新聞入り 米川／千嘉子∥著 集英社  911 /ﾖ / 児童
実感のこもった解説とちびまる子ちゃんの愉快な4コマ漫画で「覚えら
れる百人一首」。

11 920186046 わかる、伝わる、古典のこころ ２
光村の国語
短歌・俳句・近代詩・漢詩を楽しむ１８のアイデ
ア

工藤／直子∥監修 光村教育図書 810 /ﾜ /2 児童 つくったり、演じたり、遊んだりする18のアイデアを紹介。

12 920209848 考える力をのばす！読解力アップゲーム ３ 詩・短歌・俳句編 学研 817 /ｶ /3 児童
詩・短歌・俳句のリズムや意味、表現のしかたなどが身につく
ゲームを紹介する。

13 920111002 おーいぽぽんた 声で読む日本の詩歌１６６  (俳句・短歌鑑賞) 大岡／信∥著 福音館書店 911 / / 児童

14 920206760 君になりたい 恋の短歌　　めくってびっくり短歌絵本 穂村／弘∥編 岩崎書店 911 /ｷ / 児童 与謝野晶子、北原白秋らが詠んだ恋の短歌を14首収録。

15 920157070 ちびまる子ちゃんの短歌教室 かがやく日本語・短歌の魅力を感じてみよう！ 小島／ゆかり∥著 集英社 911 /ｺ / 児童 古典から現代までの覚えたい短歌100首。

16 920198447 短歌をつくろう 佐佐木／幸綱∥著 さ・え・ら書房 911 /ｻ / 児童

17 920313160 マンガでおぼえる百人一首 齋藤　孝∥著 岩崎書店 911 /ｻ / 児童 歌の意味や作者の気持ちをマンガをまじえて紹介する。

18 920017464 まんが短歌なんでも事典 須藤／敬∥文 金の星社 911 /ｽ / 児童 小学校4年生から中学生むき。

19 920206786 そこにいますか 日常の短歌　　めくってびっくり短歌絵本 穂村／弘∥編 岩崎書店 911 /ｿ / 児童
北原白秋らが詠んだ、日々のふとしたことがらを楽しむ短歌を14首収
録。

20 920206752 納豆の大ドンブリ 家族の短歌　　めくってびっくり短歌絵本 穂村／弘∥編 岩崎書店 911 /ﾅ / 児童 与謝野晶子らが詠んだ家族の短歌を14首収録。

所蔵館： 菰野町図書館 短歌
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21 920216843 こども短歌塾 親子で楽しむ　寺子屋シリーズ 松平／盟子∥著 明治書院 911 /ﾏ / 児童 作品を鑑賞して楽しみ方を説き、短歌のつくり方も紹介する。

22 920281136 まんがで読む百人一首 学研まんが日本の古典 吉海　直人∥監修
学研教育出版
学研マーケティン
グ

911 /ﾏ / 児童
「百人一首」の歌をまんがで紹介し、歌が詠まれた背景や作者、歌
に出てきた言葉などを解説。

23 920096393 ちびまる子ちゃんの暗誦百人一首 暗誦新聞入り 米川／千嘉子∥著 集英社 911 /ﾖ / 児童 とちびまる子ちゃんの愉快な4コマ漫画で「覚えられる百人一首」。

24 920327079 宮沢賢治童話全集 １２ 雨ニモマケズ 宮沢  賢治∥著 岩崎書店 913 /ﾐ /12 児童
短歌・詩・書簡などを伝記的編年体で収録。

25 920246071 絵で見てわかるはじめての古典 ５巻 百人一首・短歌 田中／貴子∥監修 学研教育出版 G 910 /ｴ /5 児童 イラストをふんだんに使って紹介します。

26 920300555 英語でよみとく百人一首大図鑑
ピーター　ジェイ　マクミラ
ン∥監修

ほるぷ出版 G 911 /ｴ / 児童
「百人一首」の英訳を読みながら、日本語で作者や時代背景など
の知識を深められる本。

27 920348000 短歌は最強アイテム 高校生活の悩みに効きます 千葉　聡∥著 岩波書店 J 370 /ﾁ / 児童

28 920360211 愛×数学×短歌 横山　明日希∥編著 河出書房新社 J 911 /ｱ / 児童 Twitterに投稿された愛をテーマにした数学短歌を紹介する。

29 920366713 こども「折々のうた」１００ １０歳から読みたい日本詩歌の決定版！ 大岡　信∥著 小学館 J 911 /ｵ / 児童 知っておきたい短歌と俳句を50ずつ収録する。

30 920314747
大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川
柳

１ 愛と恋 ゆまに書房 J 911 /ｵ /1 児童

31 920316023
大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川
柳

２ 生と夢 ゆまに書房 J 911 /ｵ /2 児童

32 920317476
大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川
柳

３ なやみと力 ゆまに書房 J 911 /ｵ /3 児童

33 920332285 ときめき百人一首 １４歳の世渡り術 小池　昌代∥著 河出書房新社 J 911 /ｺ / 児童
詩人・作家の著者が、ドラマチックな名歌それぞれに訳詩を付けて紹
介。出典歌集、わかりにくいことばの説明も掲載。

34 920295102 十代に贈りたい心の名短歌１００ 心の友だち 田中　章義∥〔編〕著 ＰＨＰ研究所 J 911 /ｼﾞ / 児童 万葉の歌人から現代まで、特に十代が共感できる名短歌。

35 920366622 しびれる短歌 東　直子∥著 筑摩書房 J 911 /ﾋ / 児童 ふたりの歌人による楽しい短歌入門。

36 920303716 古典和歌入門 渡部　泰明∥著 岩波書店 J 911 /ﾜ / 児童 古典和歌の魅力を味わえる入門書。

37 921022851 正岡子規 １８６７－１９０２ 正岡  子規∥著 筑摩書房 J 918 /ﾏ / 児童

38 920208402 百人一首大事典 完全絵図解説  光琳かるた他絵図解説を掲載 吉海／直人∥監修 あかね書房 JG 911 /ﾋ / 児童
豊富なビジュアル資料で、歌の内容、作者について、当時の風俗や
暮らしなど、一冊で百人一首のすべてがわかる決定版。

39 920153103 サキサキ オノマトペの短歌　　めくってびっくり短歌絵本 穂村／弘∥編 岩崎書店 S6 911 / / 児童
北原白秋、俵万智らが詠んだ、「さくさく」「ぴたり」など、音や状態を
あらわす言葉「オノマトペ」を使った短歌を14首収録。
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