
学年 巻 教材名 著作者等 出典 発行元 請求記号 資料コード

あさの　おひさま 神沢利子 『大きなけやき』 国土社 911 52004520

はなの　みち 岡信子 書きおろし

くちばし 村田浩一 書きおろし

あいうえおで　あそぼう 中川ひろたか 書きおろし

おおきな　かぶ 西郷竹彦 訳しおろし

おむすび　ころりん 羽曽部忠 書きおろし

いちねんせいの　うた 中川李枝子 書きおろし

やくそく 小風さち 書きおろし

うみの　かくれんぼ 編集委員会 書きおろし

〔扉詩〕　ともだち まど・みちお 書きおろし

くじらぐも 中川李枝子 書きおろし

ぞうさんの　ぼうし 中川李枝子 書きおろし

きっときってかってきて
きっときってかってはってきて

谷川俊太郎
『きっときってかってきて』
（ことばあそびえほん）

さ･え･ら書房 Eﾐﾄﾞ 12098692

早口ことば（3点） 『ことば遊び辞典』新版 東京堂出版 ― 県立久喜

じどう車くらべ 編集委員会 書きおろし

おかゆの　おなべ 斉藤洋 『グリムどうわ』（1年生） 偕成社 943ｸﾞ 52008977

かたつむりの　ゆめ 工藤直子 『のはらうた』②（p.100） 童話屋 911 52002729

はちみつの　ゆめ 工藤直子 『のはらうた　わっはっは』（p.145） 童話屋 911 52008982

たぬきの　糸車 岸なみ 書きおろし

どうぶつの　赤ちゃん 増井光子 書きおろし

（もっと　よもう）
カンガルーの　赤ちゃん

増井光子 書きおろし

ずうっと ずっと 大すきだよ
ハンス=ウィルヘルム
作・絵／久山太市 訳

『ずーっとずっと だいすきだよ』 評論社 Eｷ 12113179

わらしべちょうじゃ 蜂飼耳 書きおろし
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〔ことばを　たのしもう〕



学年 巻 教材名 著作者等 出典 発行元 請求記号 資料コード

〔扉詩〕　たんぽぽ まど・みちお 書きおろし

ふきのとう 工藤直子 書きおろし

〔きせつの　ことば　春〕
はなが　さいた

まど・みちお 『まど・みちお全詩集』正 理論社 911 12045044

たんぽぽの　ちえ 植村利夫 書きおろし

スイミー
レオ=レオニ 作・絵／
谷川俊太郎 訳

『スイミー』 好学社 Eｷ 52004230

〔きせつの　ことば　夏〕　みんみん 谷川俊太郎 『ふじさんとおひさま』 童話屋 911 52004528

ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし 『ミリーのすてきなぼうし』 BL出版 E 12115379

雨のうた 鶴見正夫 『あめふりくまのこ』 国土社 911 52008640

どうぶつ園のじゅうい 植田美弥 書きおろし

ひい　ふう　みい　よう…… 『ちちんぷいぷい』（ことばの宝箱） 岩崎書店 911 52000304

いちじく　にんじん…… 『詩ってなんだろう』 筑摩書房 908 52010503

ことこ 谷川俊太郎 『ことばあそびうた』 福音館書店 911 52000173

いろはうた 『かるたをつくって遊ぼう！ 』① 国土社 798 52007883

いなばの　白うさぎ 中川李枝子 書きおろし

〔扉詩〕　赤とんぼ まど・みちお 書きおろし

お手紙
アーノルド=ローベル
作／三木卓訳

『ふたりはともだち』 文化出版局 Eｷ 52002086

〔きせつのことば　秋〕　やま 神沢利子 『おやすみなさい またあした』 のら書店 911 52004247

馬のおもちゃの作り方 宮本えつよし 書きおろし

わたしはおねえさん 石井睦美 書きおろし

〔きせつのことば　冬〕　ゆき 『唱歌』 野ばら社 767 52010198

ねこのこ 大久保テイ子 『おどる詩　あそぶ詩　きこえる詩』
冨山房インターナ
ショナル

911 52008637

おとのはなびら 野呂昶 『おとのかだん』 銀の鈴社 911 52009436

はんたいことば 原田直友 『ぱぴぷぺぽっつん』 のら書店 911 52008639

おにごっこ 森下はるみ 書きおろし

〔ことばを楽しもう〕　回文5点 石津ちひろ 『まさかさかさま　動物回文集』 河出書房新社 807 52010141

スーホの白い馬 大塚勇三 『スーホの白い馬』 福音館書店 Eﾑﾗ 12102547

せかい一の話 北彰介
『光村ライブラリー』⑨
（手ぶくろを買いにほか）

光村図書出版 908 52008797

ジオジオのかんむり 岸田衿子 『ジオジオの　かんむり』 福音館書店 Eｱｶ 52008641
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〔ことばあそびをしよう〕

〔詩の楽しみ方を見つけよう〕



学年 巻 教材名 著作者等 出典 発行元 請求記号 資料コード

〔扉詩〕　わかば まど・みちお 書きおろし

どきん 谷川俊太郎 『どきん』（谷川俊太郎少年詩集） 理論社 911 52004534

きつつきの商売 林原玉枝 『森のお店やさん』 アリス館 913 12113202

〔きせつの言葉　春〕　みどり 内田麟太郎 『まぜごはん』 銀の鈴社 911 52008979

言葉で遊ぼう 小野恭靖 書きおろし

こまを楽しむ 安藤正樹 書きおろし

まいごのかぎ 斉藤倫 書きおろし

古池や　蛙飛びこむ　水の音 松尾芭蕉
『新編　日本古典文学全集』70
（松尾芭蕉集①）

小学館 918
11156406
本館所蔵

閑かさや　岩にしみ入る　蝉の声 松尾芭蕉
『新編　日本古典文学全集』70
（松尾芭蕉集①）

小学館 918
11156406
本館所蔵

春の海　終日のたり　のたりかな 与謝蕪村
『新編　日本古典文学全集』72
（近世俳句俳文集）

小学館 918
11126552
本館所蔵

菜の花や　月は東に　日は西に 与謝蕪村
『新編　日本古典文学全集』72
（近世俳句俳文集）

小学館 918
11126552
本館所蔵

雪とけて　村いつぱいの　子どもかな 小林一茶
『新編　日本古典文学全集』72
（近世俳句俳文集）

小学館 918
11126552
本館所蔵

夏山や　一足づつに　海見ゆる 小林一茶 『日本の古典をよむ 』⑳ 小学館 918 52010592

いろは歌
『金光明最勝王経音義』
（古辞書音義集成⑫）

汲古書院 ― 国会

〔きせつの言葉　夏〕　はなび 鶴見正夫 『らんどせるのうた』 国土社 Eﾐﾄﾞ 52008812

鳥になったきょうりゅうの話 大島英太郎 『とりになった　きょうりゅうのはなし』 福音館書店 Eﾐﾄﾞ 12118227

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ
『わたしと小鳥とすずと』
（金子みすゞ童謡集）

JULA出版局 911 52010166

夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫 『阪田寛夫全詩集』 理論社 911 52010197

とかげとぞう 工藤直子 『おいで、もんしろ蝶』 理論社 913 12126026

〔扉詩〕　あおぞら まど・みちお 書きおろし

ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ 『ちいちゃんのかげおくり』 あかね書房 Eｱｶ 12080045

〔きせつの言葉　秋〕　虫の声 『唱歌』 野ばら社 767 52010198

すがたをかえる大豆 国分牧衛 書きおろし

むしのねも　のこりすくなに　なりにけり
よなよなかぜの　さむくしなれば

良寛 『日本古典文学大系93』（近世和歌集） 岩波書店 918
11035980
本館所蔵

秋来ぬと　目にはさやかに　見えねども
風の音にぞ　おどろかれぬる

藤原敏行 『新編日本古典文学全集11』（古今和歌集） 小学館 918
11156384
本館所蔵

奥山に　紅葉踏み分け　鳴く鹿の
声聞く時ぞ　秋は悲しき

猿丸大夫 『王朝秀歌選』（岩波クラシックス51） 岩波書店 朝霞、川口他

天の原　振りさけ見れば　春日なる
三笠の山に　出でし月かも

安倍仲麿 『王朝秀歌選』（岩波クラシックス51） 岩波書店 朝霞、川口他

三年とうげ 李錦玉 『さんねん峠』 岩崎書店 Eﾑﾗ 52000877

〔きせつの言葉　冬〕　ゆき 川崎洋 『しかられた神さま』 理論社 911 12103781

からはおもくて…… 和田誠 『ことばのこばこ』 瑞雲舎 E 52008642

ことばはつなぐ…… はせみつこ 『みえる詩　あそぶ詩　きこえる詩』 富山房 911 52009203

あした 石津ちひろ 『あしたのあたしはあたらしいあたし』 理論社 911 52010555

たいこ 谷川俊太郎 『詩ってなんだろう』 筑摩書房 908 52010503

なみ 内田麟太郎 『うみがわらっている』 銀の鈴社 911 52008981

かいだん 関根栄一 『ことばあそび3年生』 理論社 911 12084914

ありの行列 大滝哲也 書きおろし

（もっと読もう）　においのある…… 山岡亮平 書きおろし

モチモチの木 斎藤隆介 『ベロ出しチョンマ』 理論社 913 52004563
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上

〔声に出して楽しもう　俳句を楽しもう〕

〔声に出して楽しもう　短歌を楽しもう〕

〔詩の楽しみ方を見つけよう〕



学年 巻 教材名 著作者等 出典 発行元 請求記号 資料コード

〔扉詩〕　かがやき 羽曽部忠 書きおろし

春のうた 草野心平 『げんげと蛙』 銀の鈴社 911 52004531

白いぼうし あまんきみこ 『車のいろは空のいろ』①（白いぼうし） ポプラ社 913 12103287

雛壇や　襖はらひて　はるかより 水原秋櫻子
『現代日本文学全集91　現代俳句集』
増補決定版

筑摩書房 ― 上尾

空をゆく　一かたまりの　花吹雪 髙野素十
『おーいぽぽんた 』（声で読む日本の詩歌
166 ）

福音館書店 911 12084982

思いやりのデザイン 木村博之 書きおろし

アップとルーズで伝える 中谷日出 書きおろし

一つの花 今西祐行 『今西祐行全集』④（一つの花） 偕成社 918
12027864
本館所蔵

石走る　垂水の上の　さわらびの
萌え出づる春に　なりにけるかも

志貴皇子 『新編　日本古典文学全集』7（萬葉集②） 小学館 918
11156381
本館所蔵

君がため　春の野に出でて　若菜摘む
我が衣手に　雪は降りつつ

光孝天皇 『王朝秀歌選』（岩波クラシックス51） 岩波書店 ― 朝霞、川口他

見渡せば　柳桜を　こきまぜて
都ぞ春の　錦なりける

素性法師
『新編　日本古典文学全集』11
（古今和歌集）

小学館 918
11156384
本館所蔵

名月や　池をめぐりて　夜もすがら 松尾芭蕉
『新編　日本古典文学全集』70
（松尾芭蕉集①）

小学館 918
11156406
本館所蔵

夏河を　越すうれしさよ　手に草履 与謝蕪村 『日本古典文学大系58』（蕪村集　一茶集） 岩波書店 918
11027782
本館所蔵

雀の子　そこのけそこのけ　御馬が通る 小林一茶 『一茶全集　第一巻　発句』 信濃毎日新聞社 ― 県立久喜

ものなくて　軽き袂や　衣更 高浜虚子 『最新俳句歳時記　夏』 文藝春秋 ― 県立久喜他

七夕の　日暮れて　竹に風早し
色紙のいろ　流るるが見ゆ

宮柊二 『宮柊二集１』 岩波書店 ― 県立久喜他

てのひらを　かへせばすすむ　踊かな 阿波野青畝
『現代俳句大系　第12巻 　昭和三十四年〜
昭和四十三年』増補

角川書店 ― 志木、毛呂山町

ランドセルは海をこえて 内堀タケシ 『ランドセルは海を越えて』 ポプラ社 376 52008643

忘れもの 高田敏子 『枯れ葉と星』 教育出版センター ― 富士見他

ぼくは川 阪田寛夫 『夕方のにおい』 銀の鈴社 911 52004645

〔いろいろな意味をもつ言葉〕
とる（部分）

川崎洋 『しかられた神さま』（川崎洋少年詩集） 理論社 911 12103781

山ねこ、おことわり あまんきみこ 『車のいろは空のいろ』①（白いぼうし） ポプラ社 913 12103287

〔扉詩〕はばたき 羽曽部忠 書きおろし

ごんぎつね 新美南吉 『校定　新美南吉全集　第三巻』 大日本図書 ― 熊谷、戸田他

〔きせつの言葉　秋〕

たまくしげ　箱根の山に　夜もすがら
すすきをてらす　月のさやけき

斎藤茂吉
『現代日本文学全集48　斎藤茂吉集』
増補決定版

筑摩書房 ―
県立久喜、さい
たま

ちはやぶる　神代も聞かず　竜田川
から紅に水　くくるとは

在原業平 『はじめて出会う古典作品集 』② 光村教育図書 810 12117662

世界にほこる和紙 増田勝彦 書きおろし

晴れし空　仰げばいつも　口笛を
吹きたくなりて　吹きてあそびき

石川啄木 『石川啄木』（近代文学注釈体系） 有精堂出版 ― 県立久喜

金色の　ちひさき鳥の　かたちして
銀杏ちるなり　夕日の岡に

与謝野晶子 『定本　与謝野晶子全集　第１巻』 ロマンス社 ― 県立久喜、杉戸

ゆく秋の　大和の国の　薬師寺の
塔の上なる　一ひらの雲

佐佐木信綱
『現代日本文学全集90　現代短歌集』
増補決定版

筑摩書房 ―
県立久喜、新座
他

柿くへば　鐘が鳴るなり　法隆寺 正岡子規 『子規全集 第2巻  俳句 2』 講談社 ― 本庄、蕨

桐一葉　日当たりながら　落ちにけり 高浜虚子
『現代日本文学全集27　高浜虚子集』
増補決定版

筑摩書房 ― 上尾

外にも出よ　触るるばかりに　春の月 中村汀女 『中村汀女句集』（自選自解　現代の俳句6） 白鳳社 ― さいたま

プラタナスの木 椎名誠 書きおろし

ニンジン まど・みちお 『ぞうさん・くまさん 』 岩崎書店 911 52010556

およぐ 谷川俊太郎 『ふじさんとおひさま』 童話屋 911 52004528

〔季節の言葉　冬〕
わがこゑののこれる耳や福は内

飯田蛇笏 『新編　飯田蛇笏全句集』 角川書店 ― 県立久喜他

まんげつ みずかみかずよ 　『いのち』 石風社 ― 越谷、深谷他

月 こやま峰子 　『さんかくじょうぎ』 教育出版センター ― 上尾、狭山他

つき 谷川俊太郎 『ふじさんとおひさま』 童話屋 911 52004528

ウナギのなぞを追って 塚本勝巳 書きおろし

（もっと読もう）　インタビュー記事 塚本勝巳

みつむら web magazine
2013年秋 塚本勝巳 「ウナギの謎と，その
未来」
Story1　「ウナギのなぞを追って」のその後
Story3　研究者という生きものは

光村図書

初雪のふる日 安房直子 『初雪のふる日』 偕成社 Eｱｵ 12109691

〔百人一首に親しもう〕　百人一首７首 寂蓮法師ほか 『 王朝秀歌選』（岩波クラシックス51） 岩波書店 ― 朝霞、川口他
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〔声に出して楽しもう　短歌・俳句に親しもう（一）〕

〔きせつの言葉　夏〕

〔声に出して楽しもう　短歌・俳句に親しもう（二）〕

〔感動を言葉に〕

〔詩の楽しみ方を見つけよう〕

〔きせつの言葉　春〕



学年 巻 教材名 著作者等 出典 発行元 請求記号 資料コード

〔扉詩〕　銀河 羽曽部忠 書きおろし

かんがえるのって　おもしろい 谷川俊太郎 『すき』（谷川俊太郎詩集） 理論社 911 52008738

なまえつけてよ 蜂飼耳 書きおろし

春はあけぼの。…… 清少納言 『新編　日本古典文学全集』18（枕草子） 小学館 918
11156390
本館所蔵

ゆで玉子　むけばかがやく　花曇 中村汀女 『日本の歳時記』（春） 小学館 911 52010504

のどかさに　寝てしまひけり　草の上 松根東洋城 『短歌・俳句 』（季語辞典） ポプラ社 911 52008646

見立てる 野口廣 書きおろし

言葉の意味が分かること 今井むつみ 書きおろし

雪だるま　星のおしゃべり　ぺちゃくちゃと 松本たかし
『現代日本文学全集91　現代俳句集』
増補決定版

筑摩書房 ― 上尾

すずらんの　りりりりりりと　風に在り 日野草城 『日野草城全句集』 沖積舎 ― 国会

行く秋や　つくづくおしと　鳴くせみか 小林一茶 『一茶全集　第一巻　発句』 信濃毎日新聞社 ― 県立久喜

行く秋や　つくづくおしと　蝉の鳴く 小林一茶 『一茶全集　第一巻　発句』 信濃毎日新聞社 ― 県立久喜

をりとりて　はらりとおもき　すすきかな 飯田蛇笏
『日本詩人全集　30』（河東碧梧桐 村上鬼
城 渡辺水巴 飯田蛇笏・他 ）

新潮社 ― 県立久喜他

チチポポと　鼓打たうよ　花月夜 松本たかし
『現代俳句文学全集　第2巻 　松本たかし
集』

角川書店 ― 県立久喜

竹取物語
『新編　日本古典文学全集』12（竹取物語
伊勢物語　大和物語　平中物語）

小学館 918
11156385
本館所蔵

平家物語
『新編　日本古典文学全集』45
（平家物語①）

小学館 918
11156401
本館所蔵

徒然草 兼好法師
『徒然草全注釈』㊤
（日本古典評釈・全注釈叢書）

角川書店 914.45
11112379
本館所蔵

おくのほそ道 松尾芭蕉
『新編　日本古典文学全集』71
（松尾芭蕉②）

小学館 918
11113006
本館所蔵

夏は夜。…… 清少納言 『新編　日本古典文学全集』18（枕草子） 小学館 918
11156390
本館所蔵

炎天に　すこし生まれし　日かげかな 高浜虚子 『最新俳句歳時記　夏』 文藝春秋 ― 県立久喜他

どの子にも　涼しく風の　吹く日かな 飯田龍太 『はじめて出会う古典作品集』② 光村教育図書 810 12117662

カレーライス 重松清 『重松清』 文藝春秋 913 12108642

からたちの花 北原白秋 『からたちの花がさいたよ』 岩波書店 911 52001966

たずねびと 朽木祥 書きおろし

秋は夕暮れ。…… 清少納言 『新編　日本古典文学全集』18（枕草子） 小学館 918
11156390
本館所蔵

星月　夜空の高さよ　大きさよ 江左尚白 『日本の歳時記』 秋 小学館 911 52010562

戸を叩く　狸と秋を　惜しみけり 与謝蕪村 『最新俳句歳時記　秋』 文藝春秋 ― 県立久喜他

固有種が教えてくれること 今泉忠明 書きおろし

論語（2点） 『新釈漢文大系』1（論語） 明治書院  928ｼ
11158676
本館所蔵

春暁 孟浩然 『漢詩の世界』 大修館書店 ― 県立久喜他

やなせたかし―アンパンマンの勇気 梯久美子 書きおろし

冬はつとめて。…… 清少納言 『新編　日本古典文学全集』18（枕草子） 小学館 918
11156390
本館所蔵

凩や海に夕日を　吹き落とす 夏目漱石 『はじめてであう俳句の本』（冬の句） あすなろ書房 911 12050670

華やかに　風花降らす　どの雲ぞ 相馬遷子 『相馬遷子集』（脚注名句シリーズⅠ⑩） 俳人協会 ― 国会

蛇
ジュール=ルナール
著／岸田国士訳

『博物誌』 新潮社 954ﾙ 52010489

するめ まど・みちお 『まど・みちお全詩集』正 理論社 911 12045044

路 八木重吉 『定本　八木重吉詩集』 彌生書房 ― 県立久喜他

一ばんみじかい抒情詩 寺山修司 『寺山修司少女詩集』 角川書店 911 52010208

一ぽんの木は 岸田衿子 『いそがなくてもいいんだよ』 童話屋 911 52010486

土 三好達治 『三好達治全集　1』 筑摩書房 ― 行田、春日部他

想像力のスイッチを入れよう 下村健一 書きおろし

（もっと読もう）
ニュースを伝えるマスメディア

碓井広義
『ニュースの大研究』
（報道のしくみがよくわかる）

ＰＨＰ研究所 ― 県立久喜他

夏草や　兵どもが　夢の跡 松尾芭蕉 『はじめてであう俳句の本』（夏の句） あすなろ書房 911 12077506

大造じいさんとガン 椋鳩十 『月の輪グマ』（椋鳩十全集1） ポプラ社 913
12099000
本館所蔵

雪の夜明け 今村葦子 『ゆきのよあけ』 童心社 Eﾐﾄﾞ 52009624

天気を予想する 武田康男 書きおろし
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〔季節の言葉　春〕

〔日常を十七音で〕

〔声に出して楽しもう　古典の世界（一）〕

〔季節の言葉　夏〕

〔季節の言葉　秋〕

〔声に出して楽しもう　古典の世界（二）〕

〔季節の言葉　冬〕

〔詩の楽しみ方を見つけよう〕



学年 巻 教材名 著作者等 出典 発行元 請求記号 資料コード

〔扉詩〕　創造 羽曽部忠 書きおろし

春の河 山村暮鳥 『山村暮鳥全詩集』 弥生書房 ― 県立久喜

小景異情 室生犀星 『生きものはかなしかるらん 』 岩崎書店 911 52010492

帰り道 森絵都 書きおろし

木立より　雪解のしづく落つるおと
聞きつつわれは　歩みをとどむ

斎藤茂吉
『現代日本文学全集48　斎藤茂吉集』
増補決定版

筑摩書房 ―
県立久喜、さい
たま

啓蟄の　虻はや　花粉まみれかな 星野立子 『星野立子全集　第1巻 　俳句　1』 梅里書房 ― 県立久喜、吉川

掘り返す　塊光る　穀雨かな 西山泊雲 『日本の歳時記』（春） 小学館 911 52010504

笑うから楽しい 中村真 書きおろし

時計の時間と心の時間 一川誠 書きおろし

たのしみは　妻子むつまじく　うちつどひ
頭ならべて　物をくふ時

橘曙覧 『日本古典文学大系93』（近世和歌集） 岩波書店 918
11035980
本館所蔵

たのしみは　朝おきいでて　昨日まで
無かりし花の　咲ける見る時

橘曙覧 『日本古典文学大系93』（近世和歌集） 岩波書店 918
11035980
本館所蔵

〔声に出して楽しもう〕　天地の文 福澤諭吉 『福澤諭吉全集　第3巻』 岩波書店 ― 県立久喜

めざましき　若葉の色の　日のいろの
揺れを静かに　たのしみにけり

島木赤彦
『日本詩人全集5　伊藤左千夫　長塚　節
島木赤彦　古泉千樫』

新潮社 ― 県立久喜他

短夜や　あすの教科書　揃へ寝る 日野草城 『日野草城全句集』 沖積舎 ― 国会

くず餅の　きな粉しめりし　大暑かな 鈴木真砂女 「鈴木真砂女全句集」 角川書店 ― 県立久喜他

森へ 星野道夫 『森へ』 福音館書店 295 52008660

せんねん　まんねん まど・みちお 『まど・みちお全詩集』正 理論社 911 12045044

やまなし 宮沢賢治 『校本　宮澤賢治全集　第11巻』 筑摩書房 918.68
11021033
本館所蔵

イーハトーヴの夢 畑山博 書きおろし

とことはに　吹く夕暮の　風なれど
秋立つ日こそ　涼しかりけれ

藤原公実
『新日本古典文学大系9　金葉和歌集　詞
花和歌集』

岩波書店 918
11070606
本館所蔵

白露や茨の刺に一つづつ 与謝蕪村 『最新俳句歳時記　秋』 文藝春秋 ― 新座、川口他

鶏頭に霜見る秋の名残かな 正岡子規 『子規全集　第3巻 　俳句　3』 講談社 ― 県立久喜他

『鳥獣戯画』を読む 高畑勲 書きおろし

狂言　柿山伏 『日本古典文学大系43』（狂言集　下） 岩波書店 918
11027767
本館所蔵

「柿山伏」について 山本東次郎 書きおろし

あたらしく　冬きたりけり　鞭のごと
幹ひびき合ひ　竹群はあり

宮柊二 『宮柊二歌集』 岩波書店 911 52010485

グラタンの熱しと食ぶる　冬至かな 阿波野青畝 『旅塵を払ふ』 東京美術 ― 国会

寒に入る　夜や星空　きらびやか 長谷川素逝 『長谷川素逝全句集』
素逝句碑建立委
員会

― 国会

〈ぽくぽく〉 八木重吉
『八木重吉』
（雨があがるようにしずかに死んでゆこう）

小学館 911.56
11204367
本館所蔵

動物たちの恐ろしい夢のなかに 川崎洋 『どうぶつぶつぶつ』 岩崎書店 911 52010137

うぐいす 武鹿悦子 『雲の窓』 大日本図書 911 52003919

メディアと人間社会 池上彰 書きおろし

大切な人と深くつながるために 鴻上尚史 書きおろし

（もっと読もう）
プログラミングで未来を創る

石戸奈々子 書きおろし

つき 『唱歌』 野ばら社 767 52010198

やまなし 宮沢賢治 『校本　宮澤賢治全集　第11巻』 筑摩書房 918.68
11021033
本館所蔵

鯉のぼり 『唱歌』 野ばら社 767 52010198

海の命 立松和平 『海のいのち』 ポプラ社 E 52004543

生きる 谷川俊太郎 『うつむく青年』 サンリオ 911 52010218

今，あなたに考えてほしいこと 中村桂子 書きおろし

いかだ
ジム=ラマルシェ　作
／金原瑞人　訳

訳しおろし

平和のとりでを築く 大牟田稔 書きおろし
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〔季節の言葉　春〕

〔たのしみは〕

〔季節の言葉　夏〕

〔季節の言葉　秋〕

〔季節の言葉　冬〕

〔詩の楽しみ方を見つけよう〕

〔言葉について考えよう　人を引きつける表現〕


