
書　　　　名 著　者　名 出版社 出版年

370 ﾃﾞ96 伝承・創作指あそび・手あそび160 三宅 邦夫／[ほか]著 黎明書房 1996.1

370 ﾊ89
なぜいまわらべうたか　羽仁協子講
演集

羽仁 協子／[述] ハーベスト社 1989.3

370 ﾆ 1 にほんのわらべうた 福音館書店 2001.4

370 ﾆ 2 にほんのわらべうた 福音館書店 2001.4

370 ﾆ 3 にほんのわらべうた 福音館書店 2001.4

370 ﾆ 4 にほんのわらべうた 福音館書店 2001.4

370 ﾆ 2 手あそびうた50 二階堂 邦子／編 学事出版 1985

370 ﾆ 3 手あそびうた35 二階堂 邦子／編 学事出版 1988

370 ｸ03
心と心がつながるわらべうたあそび
のレシピ

久津摩 英子／編著
日本幼年教育
研究会

2003.4

370 ﾆ 4 手あそびうた40 学事出版 1991.3

370 ﾆ 5 手あそびうた40 学事出版 1991.4

370 ｲ03
子育て支援のための手遊び・指遊び
42

今井 弘雄／著 黎明書房 2003.2

370 ｺ85 わらべうたであそぼう
コダーイ芸術教育研
究所／著

明治図書 1985.8

370 ｺ87 わらべうたであそぼう
コダーイ芸術教育研
究所／著

明治図書 1987.7

370 ｻ 2 目あそび・手あそび・足あそび 佐藤 美代子／編著 草土文化 2003.12

請求記号

手遊び・わらべうたの本 

昔からうたいつがれてきたわらべうたは、ふしやリズムが単純で短く、四季折々の言葉や方

言が使われているので、まだ言葉を覚えていない赤ちゃんでもその響きやリズムを楽しむこと

ができます。そして、わらべうたを通したふれあいによって親子のきずなが深まり、やがては

絵本の読み聞かせといった親子読書へのきっかけとなります。 

こども室の研究資料コーナーには、手遊びやわらべうたに関する本が揃っています。 
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370 ｺ 1 いっしょにあそぼうわらべうた
コダーイ芸術教育研
究所／著

明治図書出版 1998.8

370 ｺ 2 いっしょにあそぼうわらべうた
コダーイ芸術教育研
究所／著

明治図書出版 1997.4

370 ｺ 3 いっしょにあそぼうわらべうた
コダーイ芸術教育研
究所／著

明治図書出版 1997.8

370 ｺ86 わらべうたであそぼう
コダーイ芸術教育研
究所／著

明治図書 1986.5

370 ｺ85 わらべうたであそぼう
コダーイ芸術教育研
究所／著

明治図書出版 1989

370 ｵ08 わらべうたのこころ 大澤 功一郎／編著 メイト 2008.2

370 ﾜ08 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 2008.8

376 ｶ11 はじめてうたうわらべうたセレクト50 加藤 ときえ／著 明治図書出版 2011.6

376 ﾌ13
藤田浩子のわらべうたあそびこのゆ
びとーまれ

藤田 浩子／著 アイ企画 2013.8

376 ｱ16
保育で役立つ!0～5歳児の手あそび・
うたあそび

阿部 直美／編著 ナツメ社 2016.4

376 ｳ10 子どもと楽しむ手あそび・わらべうた 梅谷 美子／著 かもがわ出版 2010.12

376 ﾀ12 わらべうたですくすく子育て たかぎ としこ／著 明治図書出版 2012.12

376 ﾀ09 わらべうたでいきいき保育 たかぎ としこ／著 明治図書出版 2009.7

380 ﾀ98 あんなのかぼちゃ 高橋 美智子／著 京都新聞社 1998.1

380 ｻ04 山陰のわらべ歌 酒井董美／著 三弥井書店 200404

388 ﾖ14 わらべうたを子育てに 嘉原 カヲリ／著
出版企画あさ
んてさーな

2014.3

388 ｵ10 わらべうた 落合 美知子／著
エイデル研究
所

2010.4

590 ｱ03 「わらべうた」で子育て 阿部 ヤヱ／著 福音館書店 2003.1

590 ｵ06
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
ハッピーオウ
ル社

2006.12

599 ﾌ13
藤田浩子の赤ちゃんのあやし方・育
て方

藤田 浩子／編著 一声社 2013.4

790 ｲ01 生きる力を育むわらべうた 羽仁 協子／[ほか著]
エイデル研究
所

2001.8
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書　　　　名 著　者　名 出版社 出版年

760 ｺ07
こどものあそびうた・わらべうた絵本
108曲

ブティック社 2007.1

911 105 1 わらべうた 谷川 俊太郎／編 富山房 1982.11

911 ﾜ 2 わらべうた 谷川俊太郎／編 冨山房 1983

P ﾏ94 子育あがりめさがりめ ましま せつこ／絵 こぐま社 1994.2

P ｻ09 あぶくたった
さいとう しのぶ／構
成・絵

ひさかたチャイ
ルド

2009.12

P ﾏ96 あんたがたどこさ ましま せつこ／絵 こぐま社 1996.6

P ｺﾞ12 いちじくにんじん
大阪YWCA千里子ども
図書室／案

福音館書店 2012.9

P ﾔ08 いろいろおせわになりました
やぎゅう げんいちろう
／さく

福音館書店 2008.2

P ﾏ67 うめぼしさんのうた まじま せつこ／え 福音館書店 1968

P ﾔ13 おてらのつねこさん
やぎゅう げんいちろう
／さく

福音館書店 2013.3

P ﾔ13 おなべふこどもしんりょうじょ
やぎゅう げんいちろう
／さく

福音館書店 2013.2

P ﾏ06 せんべせんべやけた こばやし えみこ／案 こぐま社 2006.1

P ｵ08 ててちゃん 土橋 悦子／文 福音館書店 2008.4

P ﾏ05 子育ととけっこうよがあけた こばやし えみこ／案 こぐま社 2005.7

P ｶ97 みんなであそぶわらべうた
近藤 信子／編・遊び
方指導

福音館書店 1997.1

P ﾔ13 もちっこやいて
やぎゅう げんいちろう
／さく

福音館書店 2013.1

P ﾏ98 わらべうた ましま せつこ／え 福音館書店 1998.3

P ｻ13 わらべうたであそびましょ!
さいとう しのぶ／編・
絵

のら書店 2013.5

請求記号

こども室には子どもといっしょに楽しめるわらべうたの本もたくさんあります。 
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