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これから泳ぎにいきませんか 穂村 弘／著 河出書房新社 2017.11 8134875066 019.9 ホ

詩を考える 谷川 俊太郎／著 思潮社 2006.6 8133145251 901.1 タ

詩を読む 谷川 俊太郎／著 思潮社 2006.9 8133243628 901.1 タ

忘れえぬ詩 大岡 信／ほか著 思潮社 2006.9 8133243619 902.1 ワ

いしっころ 谷川 俊太郎／著 岩崎書店 1995.11 8130349131 911 タ

日本詩歌思出草 渡辺 京二／著 平凡社 2017.4 8134783910 911 ワ

ラインマーカーズ 穂村 弘／著 小学館 2003.6 8134841282 911.16 ホ

さよならバグ・チルドレン 山田 航／著 ふらんす堂 2012.8 8134404699 911.16 ヤ

岡井隆の現代詩入門 岡井 隆／著 思潮社 2007.1 8133313731 911.5 オ

現代日本女性詩人85 高橋 順子／編著 新書館 2005.3 8132837001 911.5 ゲ

夜露死苦現代詩 都築 響一／著 新潮社 2006.8 8133246844 911.5 ツ

詩と自由 鶴見 俊輔／著 思潮社 2007.1 8133313722 911.5 ツ

詩が生まれるとき 新川 和江／著 みすず書房 2009.5 8133840404 911.52 シ

詩を書くということ 谷川 俊太郎／著 PHP研究所 2014.6 8134471038 911.52 タ

レモンとねずみ 石垣 りん／詩 童話屋 2008.4 8133574827 911.56 イ

食卓に珈琲の匂い流れ 茨木 のり子／著 花神社 2009.1 8133916440 911.56 イ

ストークマーク 犬飼 愛生／著 モノクローム・プロジェクト 2018.8 8135155936 911.56 ｲ

最後の詩集 長田 弘／著 みすず書房 2015.7 8134594118 911.56 ｵ

深呼吸の必要 長田 弘／著 角川春樹事務所 2018.1 8135006195 911.56 オ

グッドモーニング 最果 タヒ／著 新潮社 2017.2 8134774555 911.56 サ

かぼちゃの歌 竹原 康彦／著 ブイツーソリューション 2006.9 8133295123 911.56 タ

こころ 谷川 俊太郎／著 朝日新聞出版 2013.6 8134362392 911.56 タ

高村光太郎詩集 高村 光太郎／著 新潮社 2005.3 8133653582 911.56 タ

残響 中原 中也／著 講談社 2014.8 8134489453 911.56 ナ

ポケット詩集 田中和雄/編 童話屋 1998.11 8131290360 911.56 ポ

ネコとひなたぼっこ まど みちお／詩 理論社 2005.9 8132974584 911.56 マ

＊ティーンズコーナーテーマ展示＊　　詩の世界
詩は、自分の強い気持ちや自然、風景などを力強い言葉や心地の良いリズムの言葉などで自由に表現しています。
そんな素敵な言葉の数々が味わえる本や詩の作り方の本を集めました。
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雨をよぶ灯台 マーサ・ナカムラ／著 思潮社 2020.6 8135240920 911.56 ﾏ

17歳のポケット 山田かまち/著 集英社 1996.6 8131947930 911.56 ヤ

15歳のポケット 山田かまち/著 集英社 1996.7 8131947949 911.56 ヤ

写真とイラストで辿る金子みすゞ 小倉 真理子／著 勉誠出版 2016.9 8134714000 911.58 カ

英詩を愉しむ 松浦 暢／編訳 平凡社 1997.9 8130951099 931.6 エ

シェイクスピア名詩名句100選 関口 篤／訳編著 思潮社 2006.6 8133168238 932.5 シ

ハイネ詩集 ハイネ／著 小沢書店 1996.1 8130683031 941 ハ

ヘッセ詩集 ヘッセ／著 小沢書店 1996.5 8130534926 941 ヘ

Die Liebe ゲーテ／著 北水 1999.7 8131412955 941.6 ゲ

カロッサ詩集 カロッサ／著 小沢書店 1999.5 8131372528 941.7 カ

E・ケストナーの人生処方箋 正 エーリヒ・ケストナー／著 思潮社 2013.3 8135201458 941.7 ｹ/1

E・ケストナーの人生処方箋 続 エーリヒ・ケストナー／著 思潮社 2013.3 8135201467 941.7 ｹ/2

リルケ詩集 リルケ／著 土曜美術社出版販売 2009.12 8133940132 941.7 リ

明るい時 午後の時 ヴェルハーレン／著 三恵社 2010.1 8141254125 951.6 ベ

汚れっちまった悲しみに…… 中原 中也／原作 新日本教育図書 1998.8 8131118273 E11 ナ

へんてこらんど 岩佐 敏子／作 リーブル 1997 8132142228 J911 イ

わたしと小鳥とすずと 金子 みすゞ／著 JULA出版局 1984.8 8130961498 J911 カ

ありちゃんあいうえお かこ さとし／詩と絵 講談社 2019.3 8135060921 J911 ｶ

おめでとうがいっぱい 神沢 利子／詩 のら書店 1991.12 8320201009 J911 カ

版画のはらうた 1 くどうなおことのはらみんな／詩 童話屋 1992.1 8133732283 J911 ク

あっぱれのはらうた くどう なおこ／詩・文 童話屋 2014.5 8134468847 J911 ク

のはらうた 1 くどう なおこ/作 童話屋 1984.5 8133764670 J911 ク/1

ほんとこうた・へんてこうた 阪田 寛夫／詩 大日本図書 1999.12 8134537640 J911 ｻ

ことばあそびうた 谷川 俊太郎／詩 福音館書店 1973.1 8122002420 J911 タ

みんなやわらかい 谷川 俊太郎／詩 大日本図書 1999.1 8131492885 J911 タ

すき 谷川 俊太郎／作 理論社 2006.5 8133348791 J911 タ

どきん 谷川 俊太郎／著 理論社 1983.2 8320045423 J911 タ

みずはつめたい 辻 征夫／著 理論社 2004.7 8132659349 J911 ツ

あいうえおのうた 中川 ひろたか／詩 のら書店 2004.7 8132663922 J911 ナ

汚れつちまつた悲しみに…… 中原 中也／著 集英社 1991.1 8320086426 J911 ナ

家族と友だち まど みちお／著 理論社 1997.4 8130870105 J911 マ


