
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

宇宙の片隅で 石垣 りん／著 理論社 2004 911/ｲｼ

落ちこぼれ 茨木 のり子／著 理論社 2004 911/ｲﾊﾞ

きみはにんげんだから 大岡 信／著 岩崎書店 2004 911/ｵｵ

わたしと小鳥とすずと 金子 みすゞ／作 金の星社 2005 911/ｶﾈ

たいせつな一日 岸田 衿子／著 理論社 2005 911/ｷｼ

こころをゆさぶる言葉たちよ。 島崎 藤村／[ほか]作 くもん出版 2013 911/ｺｺ

十代に贈りたい心の名短歌100 田中 章義／[編]著 PHP研究所 2014 911/ｼﾞｭ

力いっぱいきりぎりす 村井 康司／編 岩崎書店 2009 911/ﾁｶ

中学生に贈りたい心の詩40 水内 喜久雄／編著 PHP研究所 2013 911/ﾁｭ

てのひらの味 村井 康司／編 岩崎書店 2009 911/ﾃﾉ

納豆の大ドンブリ 穂村 弘／編 岩崎書店 2007 911/ﾅｯ

ぺったんぺったん白鳥がくる 穂村 弘／編 岩崎書店 2007 911/ﾍﾟｯ

星の林に月の船 大岡 信／編 岩波書店 2005 911/ﾎｼ

君になりたい 穂村 弘／編 岩崎書店 2007 911/ﾎﾑ

ボールコロゲテ 村井 康司／編 岩崎書店 2010 911/ﾎﾞﾙ

こんなにたしかに まど みちお／著 理論社 2005 911/ﾏﾄﾞ

三つかぞえて 村井 康司／編 岩崎書店 2010 911/ﾐｯ

素直な疑問符 吉野 弘／著 理論社 2004 911/ﾖｼ

ダイオウイカは知らないでしょう 西 加奈子／著 マガジンハウス 2010 911.10/ﾆｼ

短歌ください 穂村 弘／著 KADOKAWA 2014 911.16/ﾎﾑ

一編の詩があなたを強く抱きしめる時がある 水内 喜久雄／編 PHPエディターズ・グループ 2007 911.56/ｲｯ

空が青いから白をえらんだのです 寮 美千子／編 長崎出版 2010 911.56/ｿﾗ

いまぼくに 谷川 俊太郎／著 理論社 2005 911.56/ﾀﾆ

日本の名詩、英語でおどる アーサー・ビナード／[訳] みすず書房 2007 911.56/ﾆﾎ

適切な世界の適切ならざる私 文月 悠光／著 思潮社 2009 911.56/ﾌｽﾞ

ほか
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

心にひびくマンガの名言 1～５ ー 学研教育出版 2014 159/ｺｺ

こども座右の銘280 シャスタインターナショナル／編 シャスタインターナショナル 2017 159/ｺﾄﾞ

ことばの力　１～３ あさの あつこ／監修 鈴木出版 2012 159/ｺﾄ

10代のための古典名句名言 佐藤 文隆／著 岩波書店 2013 159/ｻﾄ

10代のための座右の銘 大泉書店編集部／編 大泉書店 2015 159/ｼﾞｭ

こころをつよくすることば 武田 双雲／[著] 日本出版社 2012 159/ﾀｹ

ウォルト・ディズニーの言葉 ウォルト・ディズニー／[著] ぴあ 2012 159/ﾃﾞｨ

中学時代にガンバれる40の言葉 中谷 彰宏／著 PHP研究所 2015 159/ﾅｶ

きっと勇気がわいてくる魔法の言葉　１，３ 中井 俊已／文 汐文社 2006 159/ﾅｶ

101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社／編 河出書房新社 2017 159/ﾋｬ

翼のある言葉 紀田 順一郎／著 新潮社 2003 159.8/ｷﾀﾞ

孤高のことば 萱野 稔人／監修 東京書籍 2014 159.8/ｺｺ

人生と仕事を変えた57の言葉 NHK「プロフェッショナル」制作班／著 NHK出版 2011 159.8/ｼﾞﾝ

次代への名言 関 厚夫／著 藤原書店 2011 159.8/ｾｷ

悩んだときに読みたい日本人の名言 立石 優／著 明治書院 2011 159.8/ﾀﾃ

D・カーネギー名言集 ドロシー・カーネギー／編 創元社 2000 159.8/ﾃﾞｨ

中国古典「名言200」 山田 史生／著 三笠書房 2011 159.8/ﾔﾏ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

プチ革命 言葉の森を育てよう ドリアン助川／著 岩波書店 2014 800/ﾄﾞﾘ

翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース／著 イラスト 創元社 2016 804/ｻﾝ

ことばの発達の謎を解く 今井 むつみ／著 筑摩書房 2013 807/ｲﾏ

世にも美しい日本語入門 安野 光雅／著 筑摩書房 2006 810/ｱﾝ

目でみることばのずかん おかべ たかし／文 東京書籍 2016 810/ｵｶ

15歳の日本語上達法 金田一 秀穂／著 講談社 2010 810/ｷﾝ

学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野 真二／著 河出書房新社 2016 810/ｺﾝ

なぜなに日本語 関根 健一／著 三省堂 2015 810/ｾｷ

日本語 村中 李衣／文 玉川大学出版部 2014 810/ﾑﾗ

悩ましい国語辞典 神永 曉／著 時事通信出版局 2015 810.4/ｶﾐ

日本語大好き 金田一 秀穂／著 文藝春秋 2016 810.4/ｷﾝ

金田一秀穂の心地よい日本語 金田一 秀穂／著 KADOKAWA 2016 810.4/ｷﾝ

日本語のへそ 金田一 秀穂／著 青春出版社 2017 810.4/ｷﾝ

知っているようで知らない日本語のルール 佐々木 瑞枝／著 東京堂出版 2018 810.4/ｻｻ

日本の言葉の由来を愛おしむ 高橋 こうじ／著 東邦出版 2017 812/ﾀｶ

学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方 サンキュータツオ／著 角川学芸出版 2013 813.1/ｻﾝ

小説の言葉尻をとらえてみた 飯間 浩明／著 光文社 2017 814/ｲｲ

くらべてわかるオノマトペ 小野 正弘／著 東洋館出版社 2018 814/ｵﾉ

大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野 真二／著 河出書房新社 2017 814/ｺﾝ

似ていることば おかべ たかし／文 東京書籍 2014 814.5/ｵｶ

何がちがう?どうちがう?似ている日本語 佐々木 瑞枝／著 東京堂出版 2017 814.5/ｻｻ
ほか 山梨県立図書館
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