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うたおうあそぼうわらべうた
木村 はるみ／著
蔵田 友子／著 （雲母書房） 2009 376.15/ｷﾑ/

すぐ覚えられるわらべうたあそび 木村 はるみ／著 （成美堂出版） 2010 376.15/ｷﾑ/

わらべうたと子ども
木村 はるみ／著
蔵田 友子／著（古今社） 2001 376.15/ｷﾑ/

乳・幼児の言葉と文学教育 木村 はるみ／著 （明治図書出版） 1998 376.15/ｷﾑ/

乳幼児のことばを育てる 木村 はるみ／著 （雲母書房） 2005 376.15/ｷﾑ/

いい家庭にはものがたりが生まれる 落合 美知子／著 （エイデル研究所） 1992 016.21/328/

いっしょにあそぼうわらべうた
3・4歳児クラス編

コダーイ芸術教育研究所／著
 （明治図書出版） 1997 376.15/ｺﾀ/

わらべうた　わたしたちの音楽
コダーイ芸術教育研究所／著
（明治図書出版） 2008 376.15/ｺﾀ/

目あそび・手あそび・足あそび
佐藤 美代子／編著
近藤 理恵／絵（草土文化） 2001 376.15/ｻﾄ/

目あそび・手あそび・足あそび　Part2
佐藤 美代子／編著
近藤 理恵／絵（草土文化） 2003 376.15/ｻﾄ/

目あそび・手あそび・足あそび　Part3
佐藤 美代子／編著
近藤 理恵／絵（草土文化） 2005 376.15/ｻﾄ/

にほんのわらべうた　１　うめとさくら  （福音館書店） 2001 376.15/ﾆﾎ/

にほんのわらべうた　２　すずめすずめ  （福音館書店） 2001 376.15/ﾆﾎ/

にほんのわらべうた　３　おてぶしてぶし  （福音館書店） 2001 376.15/ﾆﾎ/

にほんのわらべうた　４　楽譜とCD  （福音館書店） 2001 376.15/ﾆﾎ/

わらべうたによる音楽教育
本間 雅夫／共著
鈴木 敏朗／共著（自由現代社） 2002 376.15/ﾎﾝ/

わらべ唄歳時記 武田 正／著 （岩崎美術社） 1975 380.8/100/

わらべうた 岩井 正浩／著 （音楽之友社） 1987 388.9/26/

子ども図書研究室講演会関連資料

平成22年６月18日（金）子ども図書研究室講演会「子どもの発達とわらべうた」の内容と関連する資料
及び講師教育研究所ゆずりは代表の木村はるみ氏のご著書を展示しています。（当館所蔵分のみ）

※貸出可能資料についても、講演会終了までは貸出をしません。ご了承ください。
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新講わらべ唄風土記 浅野 建二／著 （柳原書店） 1988 388.9/27/

日本わらべ歌全集　11
静岡山梨のわらべ歌

 （柳原書店） 1983 388.9/4/

日本のわらべうた　室内遊戯歌編 尾原 昭夫／編著 （社会思想社） 1978 388.9/7/

わらべうたとナーサリー・ライム 鷲津 名都江／著 （晩声社） 1997 388.9/ﾜｼ/

「わらべうた」で子育て　応用編
阿部 ヤヱ／著
福音館書店母の友編集部／編
（福音館書店）

2003 599/ｱﾍ/

「わらべうた」で子育て　入門編
阿部 ヤヱ／著
福音館書店母の友編集部／編
（福音館書店）

2002 599/ｱﾍ/

あかちゃんのごきげんがよくなる
12のわらべうたえほん

小林 衛己子／編
あべ ななえ／絵（ハッピーオウル社） 2006 599/ｺﾊ/

おはようからおやすみまでの
12のわらべうたえほん

小林 衛己子／編
おおい じゅんこ／絵
（ハッピーオウル社）

2006 599/ｺﾊ/

声の力
河合 隼雄／著
阪田 寛夫／著（岩波書店） 2002 767.04/ｶﾜ/

遊びとわらべうた 永田 栄一／著 （青木書店） 1982 767.7/2/

うたの絵本　９　わらべうた   （リブロポート） 1986 767.7/7/

日本のわらべうた　戸外遊戯歌編 尾原 昭夫／編著 （文元社） 2009 767.7/ｵﾊ/

日本のわらべうた　歳事・季節歌編 尾原 昭夫／編著 （文元社） 2009 767.7/ｵﾊ/

日本のわらべうた　室内遊戯歌編 尾原 昭夫／編著 （文元社） 2009 767.7/ｵﾊ/

わらべうた手合わせ遊び子守うた
細田 淳子／編著
たごもり のりこ／絵（鈴木出版） 2009 767.7/ﾎｿ/

わらべ唄考 薮田　義雄／著 （カワイ楽譜） 1961 911.6/12/

さよなら さんかく またきて しかく
松谷 みよ子／文
上野 紀子／え（偕成社） 1979 E/ｳ /

ぼうしをとってちょうだいな
松谷 みよ子／文
上野 紀子／え（偕成社） 1979 E/ｳ /

おおさむ こさむ
松谷 みよ子／文
遠藤 てるよ／絵（偕成社） 1979 E/ｴ /

うちの ねこちゃん
松谷 みよ子／文
小沢 良吉／え（偕成社） 1981 E/ｵ /
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みんなであそぶわらべうた
近藤 信子／編・遊び方指導
梶山 俊夫／絵（福音館書店） 1997 E/ｶ/

かあさんねずみがおかゆをつくった
チェコのわらべうた

ヘレナ・ズマトリーコバー／え
いで ひろこ／やく（福音館書店） 1984 E/ｽﾏﾄ/

にぁーう
松谷 みよ子／文
長野 ヒデ子／え（偕成社） 1991 E/ﾅ/

あのやまこえてかわこえて
松谷 みよ子／文
西山 三郎／え（偕成社） 1989 E/ﾆ/

ピーターラビットの絵本
アプリイ・ダプリイのわらべうた

ビアトリクス・ポター／さく・え
（福音館書店） 1993 E/ﾎ/

ピーターラビットの絵本
セシリ・パセリのわらべうた

ビアトリクス・ポター／さく・え
（福音館書店） 1993 E/ﾎ/

ヨッケリなしをとっといで
スイスのわらべうた

フェリックス・ホフマン／え
おか しのぶ／やく（架空社） 2000 E/ﾎ/

ととけっこうよがあけた
こばやし えみこ／案
ましま せつこ／絵（こぐま社） 2005 E/ﾏ/

まてまてまて
こばやし えみこ／案
ましま せつこ／絵（こぐま社） 2005 E/ﾏ/05.9

せんべせんべやけた
こばやし えみこ／案
ましま せつこ／絵（こぐま社） 2006 E/ﾏ/06.10

ロシアのわらべうた
内田 莉莎子／[訳]
丸木 俊／絵（架空社） 2006 E/ﾏ/06.12

ちびすけどっこい
こばやし えみこ／案
ましま せつこ／絵（こぐま社） 2006 E/ﾏ/06.7

いろいろおせわになりました　わらべうたの
おちゃをのみにきてください」より

やぎゅう げんいちろう／さく
（福音館書店） 2008 E/ﾔ/08.2

ロシアのわらべうた
K.チュコフスキー／編
Y.バスネツォフ／絵（偕成社） 2009 E/ﾜｽﾈ/09.6

展示期間　2010年６月１日～７月16日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


