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1 920102811 おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典 １０ 食べ物・ことば１０１
青木／国夫∥監修
田代／脩∥監修

学研  031 / /10

子どもの「なぜ?」「どうして?」にQ&A形式で答
える、調べ学習に役立つ事典。第10巻で
は、「ヒレカツの「ヒレ」って、何?」ほか、食べ物
とことばに関する101の疑問を収録。巻末に1
〜10巻までの総索引を掲載。

2 920303963 学習に役立つ！なるほど新聞活用術 ２ 新聞をつかってことばをさがそう 市村　均∥文 岩崎書店  070 /ｲ /2

新聞を使った学習のアイデアを紹介するシ
リーズ。2は、新聞に出てくる地名や名前、難
しいことば、数字などを取り上げ、それらの調
べ方を説明する。小学校での新聞活用授業
の実践例も掲載。

3 920017498 まんがことわざなんでも事典 内田／玉男∥絵 金の星社  388 / /

「けがの功名」「住めば都」「猫に小判」など
140のことわざをとり上げ、大きなイラストとわか
りやすい漫画で、その由来、意味、使い方を
紹介。便利な索引付き。小学校4年生から
中学生むき。

4 920063682 クイズことわざ まんがで学習 内田／玉男∥作・画 あかね書房  388 /ｳ / 書庫

むかしから言いならわされてきたことがらを、短
い文に表した「ことわざ」。クイズをときながら、
ことわざの意味・使い方が覚えられる。237の
ことわざを収録し、辞典としても利用できる一
冊。

5 920067386 どうぶつことわざえほん きたやま／ようこ∥作 のら書店  388 /ｷ / 書庫

「頭かくして尻かくさず」から「笑うかどには福来
たる」まで、50音のことわざが勢揃い。ユーモア
とエスプリに満ちた、きたやま流ことわざ絵本。
ゆかいな動物たちの絵もたくさん入った楽しい
一冊。

6 920124567 こどもことわざ新聞 庄司／和晃∥監修 世界文化社  388 /ｺ / 書庫 別冊家庭画報

日本には、ことわざが5万もあります。その中か
ら良いものばかりを選び取り、新聞形式で紹
介。ことわざの「おもて」と「うら」の意味、使い
方の話、ことわざの今・昔…。ことばの力がつ
き、日本語の豊かさが学べます。

7 920030665 ことわざ絵本 Ｐａｒｔ２ 五味／太郎∥著 岩崎書店  388 /ｺﾞ / 書庫

8 920094612 ことわざの大常識 高橋／由美子∥文 ポプラ社  388 /ﾀ / 児童
これだけは知っておき
たい

知りたいことがよくわかる学習よみものシリー
ズ。日常会話でよく使われることわざや間違
えやすいことわざ、知っているとトクすることわざ
を4コママンガでユニークに解説。小学校4年
生からよみがな対応。

9 920153095 十二支動物のヒミツ 大高／成元∥著 小学館  480 /ｼﾞ / フォト絵本

ネズミ年、ウシ年、トラ年…。あなたは何年生
まれかな? 十二支の動物は、私たちの身近
な動物ばかり。でも、意外と「ひみつ」があるん
だよ。さあ、かわいい写真と楽しいイラストで見
ていきましょう。
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10 920245958 みんなでつなごうしりとりあそび ３ 学べるしりとり ながた／みかこ∥文 汐文社  807 /ﾅ /3 児童

日本人がむかしから親しんできた言葉あそび
「しりとり」に、色々なルールをつけると、とっても
面白くなる! 最後の漢字をとって次の熟語を
つなぐ「二字熟語しりとり」など、楽しいしりとり
を紹介。しりとりクイズも掲載。

11 920148400 国語のなぞ 青木／伸生∥著 草土文化  810 /ｱ /
めいろ＆クイズ学校の
なぞ・シリーズ

他人は、なぜ「赤い」の? 十二支に、なぜネコ
が入っていないの? 「わ」行にはなぜ「わ」と
「を」しかないの? ことばや文字についてのたくさ
んの「?」に答えます。国語の勉強が楽しくなる
本。

12 920053048
小学生のための「正しい日本語」トレーニン
グ

３ 上級編 生越／嘉治∥著 あすなろ書房  810 /ｵ /3

重複は「ちょうふく」と読むの? 「お買い得」と
「お徳用」どっちがトク? 「貯金」と「預金」のち
がいは? 小学5・6年生の教科書に出てくる語
や漢字を中心に、日本語の力を自分で身に
つけられるようクイズ形式で学ぶ。

13 920280153 金田一先生と日本語を学ぼう ３ ことわざと慣用句 金田一　秀穂∥監修 岩崎書店  810 /ｷ /3

小学校で学ぶ日本語(国語)の基礎を、外国
人に日本語を教える仕事をしている金田一
先生と一緒に学ぼう。3は、ことわざをテーマ
別に紹介し、外国のことわざと比較。読み書
きに役立つ故事成語や慣用句などについて
も解説する。

14 920135886 漢字の大常識 神林／京子∥文 ポプラ社  811 /ｶ /
これだけは知っておき
たい

漢字のなりたちや漢字のひみつなど、覚える
のが楽しくなる漢字の大常識を紹介。読み
方のコツや熟語についてももりだくさんで漢字
テストもこわくない! 漢字達人度チェック表も
掲載。

15 920140993 ちびまる子ちゃんの語源教室 言葉の誕生物語 荒尾／禎秀∥著 集英社  812 /ｱ / 満点ゲットシリーズ

「てんてこまい」や「ひっぱりだこ」など、日常よく
使われている言葉のあっと驚く語源を、ちびま
る子ちゃんがくわしく解説する。カバー裏に、語
源のタイプ別勉強方法つき。

16 920173036 おばけもビックリ語源の話 木暮／正夫∥文 岩崎書店  812 /ｺ / おもしろ語源話

よく耳にすることわざやいいならわし(慣用句)
のなかから、おばけや鬼、仏教に関係すること
がらの、おもしろそうな語源をとりあげ、お話や
コラムにした本。「国語」への関心と興味を高
める一冊。

17 920173077 こころにピカッと語源の話 木暮／正夫∥文 岩崎書店  812 /ｺ / 児童 おもしろ語源話

「うそも二度まで」 おおかみが来た、と噓をつ
き、本当に来た時に助けてもらえなかった少
年の物語をはじめ、大器晩成、竹馬のともな
どの言葉の語源となった物語を紹介する。

18 920173069 からだノビノビ語源の話 木暮／正夫∥文 岩崎書店  812 /ｺ / 児童 おもしろ語源話

のどもとすぎれば熱さわすれる、アキレウスのか
かと、良薬は口ににがし、屁っぴりよめ、へそが
茶をわかすなど、からだと健康と、薬やお医者
さんに関する語源話をあつめて紹介。
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19 920220753 知ってびっくり！ことばのはじまり物語 汐見／稔幸∥監修
学研教育出
版

 812 /ｼ /

「おもちゃ」は「持ち遊び」が変化した!? 「サン
ドイッチ」は人の名前だった!? 子どもに身近な
「ことば」のはじまりを、全部で55話の短くわか
りやすい話で紹介する。

20 920357548 ふしぎ？びっくり！ことばの由来博物館 〔２〕 キャラクターをあらわすことば 江川　清∥文 ほるぷ出版  812 /ﾌ /2

ことばの由来を、イラストを見ながら、たのしく
学べるシリーズ。「きさく」「のんき」など、人の
態度や性質といったキャラクラーをあらわすこと
ばを取り上げ、その意味や語源を紹介する。
おさらい&チャレンジクイズも掲載。

21 920372554 ふしぎ？びっくり！ことばの由来博物館 〔９〕 いきもののことば 山下　暁美∥文 ほるぷ出版  812 /ﾌ /9 児童

ことばの由来を、イラストを見ながら、たのしく
学べるシリーズ。「さる」「すずめ」「かつお」「ほ
たる」など、動物や鳥、魚や虫に関することば
を取り上げ、その意味や語源を紹介する。お
さらい&チャレンジクイズも掲載。

22 920173051 いきものイキイキ語源の話 木暮／正夫∥文 岩崎書店  813 /ｺ / 児童 おもしろ語源話

生きもののなかでも、昆虫や鳥や哺乳類にち
なんだ語源を取り上げ、お話やコラムで楽しく
紹介。ことわざや慣用句の由来や、十二支
にねこがいない理由、うさぎを一羽と数えるわ
けなど、国語に対する興味が高くなる一冊。

23 920155074 からだことば絵事典 ことばと遊ぶ会∥編著 あすなろ書房  814 / /
日本語おもしろ絵事
典

頭・顔・目・口など「体の部分」になぞらえた
慣用句を取り上げ、それぞれの意味や使い
方、同義語などをかわいい絵とともに説明。
いろいろな使い方が楽しく覚えられる一冊。

24 920100765 試験に役立つまんがことわざ・慣用句事典 国広／功∥監修 成美堂出版  814 / /

教科書に出てくることわざや慣用句を約600
項目、仲間ごとに分類してとり上げ、まんがを
楽しみながら意味や正しい使い方などがわか
り、中学入試の出題傾向などもわかるように
解説する。

25 920042801 まんが慣用句なんでも事典 北山／竜∥絵 金の星社  814 / /

大きなイラストで、慣用句の意味をパッとつか
み、わかりやすいまんがで、その使い方を覚え
る。4つのコラムで、慣用句への理解がいちだ
んと深まる。さっと引けてすぐわかる便利な索
引付き。

26 920101946 グループでおぼえることわざ 三省堂編修所∥編 三省堂  814 / / 児童 ことば学習まんが

教科書などに出てくるものや普段よく使われ
るもの148を選んで解説した子どものためのこ
とわざガイド。一つ一つのことわざの使い方を
マンガで説明し、関連知識が広がる「参考」
欄やことわざの活用に強くなる索引等も収
録。

27 920101953 グループでおぼえる四字熟語 三省堂編修所∥編 三省堂  814 / /

教科書に出てくるものや普段よく使われるも
の155を取り上げ、分かりやすく解説した子ど
ものための四字熟語ガイド。1つずつマンガで
意味を説明し、関連知識が広がる「参考」
欄や四字熟語の活用に強くなる索引なども
収録。
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28 920100773 試験に役立つまんが四字熟語事典 国広／功∥監修 成美堂出版  814 / /

教科書などでよく取り上げられる重要な四字
熟語135項目を、マンガとともに51音順で掲
載。意味・解説・用例を付し、中学入試の
出題傾向や漢字検定試験の何級対応かも
わかる。

29 920017506 まんが四字熟語なんでも事典 関口／たか広∥絵 金の星社  814 / /

「以心伝心」「電光石火」「一期一会」などの
四字熟語を120余りとり上げ、大きなイラスト
とわかりやすい漫画で語源と使い方を紹介。
さっと引けてすぐわかる便利な索引付き。小
学校4年生から中学生むき。

30 920145703 ことば絵事典 ３
探検・発見授業で活躍する日本語
道具・乗り物・建物のことば

江川／清∥監修 偕成社  814 / /3

日本人が培ってきたことばから、進歩し続けて
いる科学の新しいことばまで広い分野にわた
る日本語を、絵と文章で分かりやすく説明す
る絵事典。第3巻では、道具、建物や建造
物、乗り物などの名前とことばを集める。

31 920323011 オールカラーマンガで身につく！ことわざ辞典 「知ってる」から「使える」へ！ 青山　由紀∥監修 ナツメ社  814 /ｵ / 児童
ナツメ社やる気ぐんぐん
シリーズ

表現力・読解力アップに役立つことわざ・慣
用句などを600語以上収録し、それぞれの成
り立ちや種類について、マンガで楽しく解説。
作文力や言葉の力が身につくワーク「やってみ
よう」、ことわざの豆知識や問題も掲載。

32 920323029
オールカラーマンガで身につく！四字熟語辞
典

「知ってる」から「使える」へ！ 青山　由紀∥監修 ナツメ社  814 /ｵ /

表現力・読解力アップに役立つ四字熟語・
故事成語などを600語以上収録し、それぞ
れの成り立ちや種類について、マンガで楽しく
解説。作文力や言葉の力が身につくワーク
「やってみよう」、四字熟語の豆知識や問題
も掲載。

33 920367828 慣用句キャラクター図鑑 見てわかる・おぼえる・使える！ 深谷　圭助∥監修
日本図書セン
ター

 814 /ｶ / 児童

腹を決める、大風呂敷を広げる、泡を食う
…。おぼえておきたい慣用句がキャラクターに
なって登場し、それぞれの意味や由来、使い
方などを説明する。

34 920234127 検定クイズ１００ことわざ 国語 倉島／節尚∥監修 ポプラ社  814 /ｹ / 児童 ポケットポプラディア

雨ふって□かたまる? ○○の穴から堤もくずれ
る? カンタンなものから難問まで、279のことわ
ざが楽しく覚えられる検定クイズ本。チェック欄
あり。図書館版。

35 920234085 検定クイズ１００四字熟語 国語 金田一／秀穂∥監修 ポプラ社  814 /ｹ / ポケットポプラディア

百発百中か、四苦八苦か? 一心不乱か、一
心同体か? 読んだり、書いたり、パズルしたり
しながら、四字熟語を楽しく学習できる検定
クイズ本。チェック欄あり。図書館版。

36 920180551 ことわざ・漢字遊びの王様 小山／惠美子∥著 岩崎書店  814 /ｺ / ことば遊びの王様

ことわざ・四字熟語・故事成語・漢字…。ど
れも古くから使われていることばや文字です。
「難しいなぁ」と思う前に、まずはクイズで楽しく
遊びましょう! クイズを通して、ことわざや漢字
の意味や使い方がわかる本。

37 920372554 ことわざキャラクター図鑑 見てわかる・おぼえる・使える！ 深谷　圭助∥監修
日本図書セン
ター

 814 /ｺ / 児童

石橋をたたいて渡る、泣きっ面に蜂、時は金
なり…。いろいろなことわざがキャラクターになっ
て登場。それぞれのことわざの意味や由来、
使い方などを説明する。ためになる豆知識
や、関係の深いことわざのキャラクターも紹
介。
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38 920173036 おばけもビックリ語源の話 木暮／正夫∥文 岩崎書店  814 /ｺ / 児童 おもしろ語源話

よく耳にすることわざやいいならわし(慣用句)
のなかから、おばけや鬼、仏教に関係すること
がらの、おもしろそうな語源をとりあげ、お話や
コラムにした本。「国語」への関心と興味を高
める一冊。

39 920244092 わざわざことわざ 五味／太郎∥作 絵本館  814 /ｺﾞ / 児童

「かわいい子には足袋をはかせよ」「さわらぬカ
ニに祟りなし」「生徒は事をし損じる」など、58
種のことわざをだじゃれにし、楽しいイラストを
添えた、ユーモラスな一冊。

40 920266855 熟語博士の宇宙探険 よじじゅくごがすきなはかせ 五味　太郎∥作 絵本館  814 /ｺﾞ /

熟語博士が宇宙探検の準備を始めました。
みんなで力を合わせてロケットをつくったら、出
発! 創意工夫、燃料噴射、航路成行…。こ
とばの達人五味太郎による創作四字熟語で
ストーリーが展開していくお話。

41 920213436 ことば絵事典 １
探検・発見授業で活躍する日本語
季節・暦・くらしのことば

江川／清∥監修 偕成社  814 /ｺ /1

日本人が培ってきたことばから、進歩し続けて
いる科学の新しいことばまで、広い分野にわ
たる日本語を、絵と文章で分かりやすく説明
する絵事典。第1巻では、季節、気候、自
然、年中行事、暦などの名前とことばを集め
る。

42 920216520 ことば絵事典 ２
探検・発見授業で活躍する日本語
単位・数え方・色・形のことば

江川／清∥監修 偕成社  814 /ｺ /2

日本人が培ってきたことばから、進歩し続けて
いる科学の新しいことばまで、広い分野にわ
たる日本語を、絵と文章で分かりやすく説明
する絵事典。第2巻では、単位、数え方、
色、形などの名前とことばを集める。

43 920216538 ことば絵事典 ４
探検・発見授業で活躍する日本語
先端科学・コンピュータのことば

江川／清∥監修 偕成社  814 /ｺ /4

日本人が培ってきたことばから、進歩し続けて
いる科学の新しいことばまで、広い分野にわ
たる日本語を、絵と文章で分かりやすく説明
する絵事典。第4巻では、先端科学、コン
ピュータなどの名前とことばを集める。

44 920216546 ことば絵事典 ５
探検・発見授業で活躍する日本語
音楽・芸術・スポーツのことば

江川／清∥監修 偕成社  814 /ｺ /5

日本人が培ってきたことばから、進歩し続けて
いる科学の新しいことばまで、広い分野にわ
たる日本語を、絵と文章で分かりやすく説明
する絵事典。第5巻では、音楽、絵画、古典
芸能、スポーツなどの名前とことばを集める。

45 920150943 弥次さん喜多さんのお笑いにほんご塾 十返舎／一九∥原作 ＰＨＰ研究所  814 /ｻ /

江戸時代のお話「東海道中膝栗毛」のは
ちゃめちゃコンビ、弥次さんと喜多さんが、慣
用句やことわざを連発しながら面白おかしく旅
をする。楽しい物語を読みながら、日本語の
達人になっちゃおう!

46 920367810 こども四字熟語 大胆不敵 齋藤　孝∥著 草思社  814 /ｻ /
声に出して読みたい・
こどもシリーズ

「大胆不敵」「単刀直入」「不撓不屈」…。
漢字が4つ集まることで様々な状況や感情、
さらには教訓をあらわした四字熟語を、イラス
トとともにわかりやすく解説する。小さい時から
知っておきたい名言や有名な言葉に触れられ
る。

47 920332921 辞書びきえほんことわざ 陰山　英男∥監修 ひかりのくに  814 /ｼﾞ / 児童

800語のことわざや慣用句を、カラフルなイラス
トや使い方がわかるマンガとともに、あいうえお
順で紹介する。難しいことばなどは、巻末で
写真つきでより詳しく解説。調べたいことがさ
らに広がるように構成する。
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48 920286598 辞書びきえほんことわざ 陰山　英男∥監修 ひかりのくに  814 /ｼﾞ /

800語のことわざや慣用句を、カラフルなイラス
トを使ってあいうえお順で紹介する。難しい言
葉やなじみのない言葉については、巻末で写
真つきでより詳しく解説。調べたいことがさらに
広がるような構成。

49 920340726 調べて使える！ことわざブック １
慣用句　四字熟語　故事成語つき
生きもののことわざ

仲田　まりこ∥絵 あかね書房  814 /ｼ /1 児童

具体的なイラストと使用例でわかりやすい、
楽しく読める「ことわざ」の本。調べた言葉をす
ぐに使えるよう、おもな慣用句・四字熟語・故
事成語も紹介する。1は、「犬猿の仲」「一石
二鳥」など、生きもののことわざを収録。

50 920340734 調べて使える！ことわざブック ２
慣用句　四字熟語　故事成語つき
人とからだのことわざ

久住　卓也∥絵 あかね書房  814 /ｼ /2 児童

具体的なイラストと使用例でわかりやすい、
楽しく読める「ことわざ」の本。調べた言葉をす
ぐに使えるよう、おもな慣用句・四字熟語・故
事成語も紹介する。2は、「寝耳に水」「両手
に花」など、人とからだのことわざを収録。

51 920340742 調べて使える！ことわざブック ３
慣用句　四字熟語　故事成語つき
食べものと自然のことわざ

やまだ　みつこ∥絵 あかね書房  814 /ｼ /3 児童

具体的なイラストと使用例でわかりやすい、
楽しく読める「ことわざ」の本。調べた言葉をす
ぐに使えるよう、おもな慣用句・四字熟語・故
事成語も紹介する。3は、「花よりだんご」な
ど、食べものと自然のことわざを収録。

52 920340759 調べて使える！ことわざブック ４
慣用句　四字熟語　故事成語つき
道具と乗りもののことわざ

常永　美弥∥絵 あかね書房  814 /ｼ /4 児童

具体的なイラストと使用例でわかりやすい、
楽しく読める「ことわざ」の本。調べた言葉をす
ぐに使えるよう、おもな慣用句・四字熟語・故
事成語も紹介する。4は、「かやの外」など、
道具と乗りもののことわざを収録。

53 920340767 調べて使える！ことわざブック ５
慣用句　四字熟語　故事成語つき
暮らしと数のことわざ

大西　洋∥絵 あかね書房  814 /ｼ /5 児童

具体的なイラストと使用例でわかりやすい、
楽しく読める「ことわざ」の本。調べた言葉をす
ぐに使えるよう、おもな慣用句・四字熟語・故
事成語も紹介する。5は、「三日坊主」など、
暮らしと数のことわざを収録。

54 920107828 お江戸決まり文句 杉山／亮∥文
河合楽器製
作所・出版事
業部

 814 /ｽ /

水戸黄門も遠山の金さんも、最後はいつもこ
れで乗り切ってきた決まり文句の傑作を、江
戸時代の雰囲気を大切にしながら紹介した
楽しい本。学校やお家で使って、まわりをびっ
くりさせよう。「お江戸はやくちことば」の姉妹
編。

55 920336211 つかってみよう！四字熟語３６５日 青木　伸生∥監修 小峰書店  814 /ﾂ / ことばの事典３６５日

1日1つ、四字熟語をおぼえよう! 365日の記
念日や行事にぴったりな四字熟語を、イラス
ト入りで紹介。四字熟語の成り立ちや構成
もくわしく説明する。見返しに四字熟語穴埋
めクイズあり。

56 920339603 つかってみよう！ことわざ３６５日
慣用句　故事成語
ことばの事典３６５日

青木　伸生∥監修 小峰書店  814 /ﾂ / 児童

1日1つ、ことわざをおぼえよう! 365日の記念
日や行事にぴったりなことわざ・慣用句・故事
成語を、イラスト入りで紹介。学習に役立つ
仲間分けさくいんつき。見返しに「江戸かるた
のことわざ」等あり。

57 920374071 もちもち  ぱんだ　もちっとことわざ キラピチスタディ 金田一　秀穂∥監修 学研プラス  814 /ﾓ / 児童

小学生で覚えたいことわざ・慣用句200語以
上を、かわいい「もちもちぱんだ」のまんがで紹
介。例文も全文「もちぱん」で、言葉の意味
や使い方を楽しく学べる。
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58 920357993 四字熟語キャラクター図鑑 見てわかる・おぼえる・使える！ 深谷　圭助∥監修
日本図書セン
ター

 814 /ﾖ /

一念発起、試行錯誤、切磋琢磨…。いろい
ろな四字熟語がキャラクターになって登場。そ
れぞれの四字熟語の意味や由来、使い方な
どを説明する。ためになる豆知識や、関係の
深い四字熟語のキャラクターも紹介。

59 920210929 数え方と単位の本 ６ 数を使ったことば 飯田／朝子∥監修 学研  815 /ｶ /6

モノのさまざまな数え方と単位を、豊富なイラ
ストを添えて紹介するシリーズ。第6巻は、慣
用句と身近な言葉、数を含む四字熟語・こと
わざ、日本史や世界史の言葉など、数を
使ったことばに関係するものを取り上げる。

60 920283934 おっと合点承知之助 ことばをつかってみよう
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」
制作班∥編

金の星社  816 /ｵ /

使うと面白いことば、便利なことば、強くなれる
ことば。いろんな場面で使えることばをたくさん
知って、日本語を楽しんでみよう! NHK Eテレ
「にほんごであそぼ」で紹介した日本語の名
文やことばを収録する。

61 920283934 おっと合点承知之助 ことばをつかってみよう
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」
制作班∥編

金の星社  816 /ｵ / 児童
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほん
ごであそぼ」

使うと面白いことば、便利なことば、強くなれる
ことば。いろんな場面で使えることばをたくさん
知って、日本語を楽しんでみよう! NHK Eテレ
「にほんごであそぼ」で紹介した日本語の名
文やことばを収録する。

62 920209855 考える力をのばす！読解力アップゲーム ４ ことば・漢字編 二瓶／弘行∥監修 学研  817 /ｶ /4

楽しみながら文章の意味や情報を正しく理
解し、利用し、表現するPISA型読解力を身
につけるシリーズ。4では、ことばや漢字に親し
み、考える力が身につくゲームを紹介する。

63 920349834 やさしい英語のことわざ １
このことわざ、英語でどう言うの？
日本語と似ている英語のことわざ

くもん出版  834 /ﾔ /1 児童

英語のことわざの意味や使い方を、4コマまん
がとともに楽しく解説。1は、「Time is
money.」と「時は金なり」など、日本語と似て
いる英語のことわざを収録。ことわざクイズも
掲載。

64 920067733 創作ことわざ絵本 五味／太郎∥著 岩崎書店  917 /ｺ / 書庫

高速道路で遠まわり? 魚屋で釣りをする? 悪
いうわさも人気のうち? 人気の五味流創作こ
とわざに、その解釈とイラストで独自の「ことわ
ざ世界」を作り上げている好評シリーズの第
三作目。

65 920296118 へのかっぱ 慣用句えほん 飯野　和好∥作 絵本館  E /ｲ /

「いたちの最後っ屁」「馬が合う」「狐につまま
れる」「ぬれねずみ」など、よく使われる慣用句
を、芝居の一場面を切り取ったかのような面
白さでユーモラスに描いた絵本。

66 920262334 慣用句ショウ 中川／ひろたか∥文
ハッピーオウル
社

 E /ﾑ /

「てんぐになる」「あたまにくる」「こころがかよう」
「あいたくちがふさがらない」…。昔の人が言っ
たうまい言い回しのことば「慣用句」を、ユーモ
アあふれるイラストとともに紹介します。

67 920281995 絵で見てわかるはじめての漢文 ３巻 故事成語 加藤　徹∥監修
学研教育出
版

G 820 /ｴ /3

昔から言い伝えられてきた中国の話をもとにし
た言葉、故事成語。「井の中の蛙」「矛盾」と
いったさまざまな故事成語の意味や、由来す
る話、用例などを、原文やユーモアあふれるイ
ラスト、マンガとともに紹介する。
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68 920363108 生物学の基礎はことわざにあり
カエルの子はカエル？トンビがタカを
生む？

杉本　正信∥著 岩波書店 J 460 /ｽ / ディーンズ 岩波ジュニア新書

「犬も歩けば棒に当たる」からイヌの五感を説
明し、「ニワトリが先かタマゴが先か」から生命
の誕生と進化をひもとく…。ことわざや成句を
入り口に、生き物たちの生態から人の健康や
体のしくみ、生物多様性までを解説する。

69 920241106 ことわざ絵本
〔Ｐａｒｔ
１〕

五味／太郎∥著 岩崎書店
S4 388 /ｺﾞ
/1

児童

70 920301876 新レインボー写真でわかる慣用句辞典
学研教育出
版

S4 814 /ｼ /

「青田買い」「しのぎをけずる」「拍車をかける」
の意味は? 間違えやすく覚えにくい慣用句
を、その意味や元になっている事柄、使い方
の例などと共に写真を使ってわかりやすく解説
する。
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