
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

720.8 S まど・みちお　えてん　図録 周南市美術博物館／編集 周南市美術博物館

911.1 B 与謝野晶子の秀歌 馬場　あき子／著 短歌新聞社

911.1 K 決定版短歌入門 秋葉　四郎／監修 角川学芸出版

911.1 S NHK短歌作歌へのいざない 三枝　昻之／著 日本放送出版協会

911.1 S 今さら聞けない短歌のツボ100 三枝　昻之／編著 角川学芸出版

911.1 ｲｹ 今日から始める短歌入門 池田　はるみ／編・著 家の光協会

911.1 ｴﾀﾞ 60歳からの楽しい短歌入門 江田　浩司／著 有楽出版社

911.1 ｵｶ 歌を創るこころ 岡井　隆／著 日本放送出版協会

911.1 ｼﾏ 短歌入門 島田　修三／著 池田書店

911.1 ﾀｼﾞ 楽しく始める短歌 田島　邦彦／著 金園社

911.1 ﾀﾜ 短歌の作り方、教えてください 俵　万智／著 角川学芸出版

911.1 ﾁｼ 知識ゼロからの短歌入門 佐佐木　幸綱／監修 幻冬舎

911.1 ﾅｶﾞ NHK短歌作歌のヒント 永田　和宏／著 日本放送出版協会

911.1 ﾊﾀ 青春短歌大学 秦　恒平／著 平凡社

911.1 ﾊﾞﾊﾞ 短歌への招待 馬場　あき子／著 読売新聞社

911.1 ﾎﾑ あの人と短歌 穂村　弘／著 NHK出版

911.16 K 体あたり現代短歌 河野　裕子／著 角川学芸出版

911.16 T かぜのてのひら 俵　万智／著 河出書房新社

911.16 T あなたと読む恋の歌百首 俵　万智／著 朝日新聞社

911.16 T みだれ髪 俵　万智／著 河出書房新社

中央図書館×徳山高校文芸部コラボ展示
「図書館」で　一句詠まれて　みませんか

展示場所：中央図書館　１階エントランス



911.16 T サラダ記念日 俵　万智／著 河出書房新社

911.16 ｳﾁ 愛と別れ 内田　康夫／著 短歌研究社

911.16 ｶﾝ 鑑賞日本の名歌 『短歌』編集部／編 角川学芸出版

911.16 ｻｲ 斎藤茂吉の秀歌 長沢　一作／著 短歌新聞社

911.16 ｼｯ 知っ得短歌の謎 國文學編集部／編 學燈社

911.16 ｼﾏ 風呂で読む近代の名歌 島田　修三／著 京都：世界思想社

911.16 ﾀﾜ チョコレート革命 俵　万智／著 河出書房新社

911.16 ﾀﾜ 生まれてバンザイ 俵　万智／作 童話屋

911.16 ﾀﾜ 会うまでの時間 俵　万智／著 文藝春秋

911.16 ﾔﾅ 流転の歌人柳原白蓮 馬場　あき子／著 NHK出版

911.16 ﾖｻ 与謝野晶子歌碑めぐり 堺市国際文化部／編 二瓶社

911.16 ﾜｶ 若山牧水の秀歌 大悟法　利雄／著 短歌新聞社

911.3 K 言葉の歳事記 櫂　未知子／著 日本放送出版協会

911.3 K 俳句力 櫂　未知子／著 角川学芸出版

911.3 K 金子兜太の俳句塾 金子　兜太／著 毎日新聞社

911.3 K 決定版俳句入門 有馬　朗人／監修 角川学芸出版

911.3 N 超辛口先生の赤ペン俳句教室 夏井　いつき／著 朝日出版社

911.3 N 夏井いつきの365日季語手帖　2017年版 夏井　いつき／著 マルコボ.コム

911.3 N 夏井いつきの超カンタン!俳句塾 夏井　いつき／著 世界文化社

911.3 T いちばんわかりやすい俳句歳時記　春夏 辻　桃子／著 主婦の友社

911.3 T いちばんわかりやすい俳句歳時記　秋冬新年 辻　桃子／著 主婦の友社

911.3 Z ゼロから始める俳句入門 大高　翔／監修 KADOKAWA

911.3 ｲﾏ いまからはじめる俳句 宇多　喜代子／監修 日本放送出版協会

911.3 ｳｴ 基礎からわかるはじめての俳句上達のポイント 上野　貴子／著 メイツユニバーサルコンテンツ

911.3 ｵｵ 百人百句 大岡　信／著 講談社

911.3 ｵｵ 俳句の基本とその応用 大輪　靖宏／著 角川学芸出版



911.3 ｶﾈ 金子兜太の俳句入門 金子　兜太／著 実業之日本社

911.3 ｷｺﾞ 季語辞典 関屋　淳子／文 パイインターナショナル

911.3 ｷｼ 岸本葉子の「俳句の学び方」 岸本　葉子／著 NHK出版

911.3 ｸｻ 草木花歳時記　冬 飴山　実／監修 朝日新聞社

911.3 ｼｵ お手本は奥の細道はじめて作る俳句教室 塩見　恵介／著 すばる舎リンケージ

911.3 ｼｯ 知っ得俳句創作鑑賞ハンドブック 國文學編集部／編 學燈社

911.3 ﾁｮ 鳥獣虫魚歳時記　秋冬 稲畑　汀子／監修例句選 朝日新聞社

911.3 ﾂｼﾞ イチからの俳句入門 辻　桃子／著 主婦の友社

911.3 ﾅﾂ 夏井いつきの「花」の歳時記 夏井　いつき／著 世界文化社

911.3 ﾅﾂ 夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業 夏井　いつき／著 PHP研究所

911.3 ﾅﾂ 夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業 夏井　いつき／著 PHP研究所

911.3 ﾅﾂ 夏井いつきの季語道場 夏井　いつき／著 NHK出版

911.3 ﾅﾂ 夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井　いつき／著 ナツメ社

911.3 ﾋﾗ 俳句がうまくなる100の発想法 ひらの　こぼ／著 草思社

911.3 ﾔﾏ 俳句づくりに役立つ!旧かな入門 山西　雅子／著 NHK出版

911.36 G 現代俳句の鑑賞事典 宇多　喜代子／監修 東京堂出版

911.36 N みんな俳句が好きだった 内藤　好之／著 東京堂出版

911.36 ｵｻﾞ 尾崎放哉 河出書房新社

911.36 ｶﾈ 花芙蓉 兼﨑　地橙孫／著 兼﨑地橙孫顕彰会

911.36 ｶﾝ 鑑賞日本の名句 『俳句』編集部／編 角川学芸出版

911.36 ｸﾎﾞ 久保白船 平生町郷土史研究会／編集 平生町教育委員会

911.36 ｼｯ 知っ得俳句の謎 國文學編集部／編 學燈社

911.36 ﾀﾈ どうしやうもない私 岩川　隆／著 講談社

911.36 ﾀﾈ 山頭火大全 種田　山頭火／著 講談社

911.36 ﾓﾘ 森村誠一の写真俳句のすすめ 森村　誠一／著 スパイス

911.52 ﾏﾄﾞ まど・みちお 谷　悦子／著 和泉書院



911.52 ﾏﾄﾞ まど・みちお 河出書房新社

911.52 ﾏﾄﾞ まど・みちおのこころ 中村　桂子／[ほか]著 佼成出版社

911.52 ﾏﾄﾞ 「まど・みちお」を語る記録集 周南市文化振興財団／編集 周南市文化振興財団

911.52 ﾏﾄﾞ まど・みちお 谷　悦子／著 和泉書院

911.52 ﾏﾄﾞ まど・みちお詩と童謡の表現世界 張　晟喜／著 風間書房

911.52 ﾏﾄﾞ まど・みちお詩論 岡田　紀子／著 京都：晃洋書房

911.52 ﾏﾄﾞ まど・みちおという詩人の正体 大橋　政人／著 未來社

911.52 ﾏﾄﾞ 「まど・みちお」を語る　講演録 周南市美術博物館

911.52 ﾏﾄﾞ まどさんについてのおはなし会講演録 市河　紀子／[述] 周南市美術博物館

911.52 ﾏﾄﾞ まどさんについてのおはなし会講演録　[2017] 板東　悠美子／[述] 周南市美術博物館

911.52 ﾏﾄﾞ まどさんについてのおはなし会講演録　[2019] 内藤　啓子／[述] 周南市美術博物館

918.6 T 耿光　第84号 徳山高校文芸部一同／編集 山口県立徳山高等学校文芸部

YA 911.3 ﾊｲ俳句を遊べ! 佐藤　文香／編 小学館

　児童図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

911 S サキサキ 穂村　弘／編 岩崎書店

911 ｷｾ 季節のことば 中村　和弘／監修 岩崎書店

911 ｺｴ 声に出して楽しもう俳句・短歌　[1] 金の星社

911 ｺｴ 声に出して楽しもう俳句・短歌　[2] 金の星社

911 ｺｴ 声に出して楽しもう俳句・短歌　[3] 金の星社

911 ｻｲ クイズで学ぼう季語の世界 齋藤　孝／著 NHK出版

911 ｼｷ 四季のことば絵事典 荒尾　禎秀／監修 PHP研究所

911 ｼｬ 写真で読み解く俳句・短歌・歳時記大辞典 塩見　恵介／監修 あかね書房

911 ｼｮ 小学生のための俳句入門 坪内　稔典／監修 くもん出版



911 ｼｮ 小学生のまんが俳句辞典 藤井　圀彦／監修 学研教育出版

911 ｾﾝ 親子で楽しむこども俳句教室 仙田　洋子／編著 三省堂

911 ﾀﾝ 短歌・俳句 中村　幸弘／監修 ポプラ社

911 ﾊｲ 俳句でみがこう言葉の力　1 小山　正見／監修 学研プラス

911 ﾊｲ 俳句でみがこう言葉の力　2 小山　正見／監修 学研プラス

911 ﾊｲ 俳句でみがこう言葉の力　3 小山　正見／監修 学研プラス

911 ﾊｲ 俳句でみがこう言葉の力　4 小山　正見／監修 学研プラス

911 ﾍｲ 平和をかんがえるこども俳句の写真絵本 小学館

911 ﾖﾈ 親子で楽しむこども短歌教室 米川　千嘉子／編著 三省堂

E ﾊﾞｼ 芭蕉さん 松尾　芭蕉／俳句 講談社

YA 911 ｳｼ うしろすがた 村井　康司／編 岩崎書店

YA 911 ｵﾄ 大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳　1 ゆまに書房

YA 911 ｵﾄ 大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳　2 ゆまに書房

YA 911 ｵﾄ 大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳　3 ゆまに書房

YA 911 ｺｳ 俳句部、はじめました 神野　紗希／著 岩波書店

YA 911 ｺｼﾞ 短歌部、ただいま部員募集中! 小島　なお／著 岩波書店

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

YA 911 ﾁｶ 力いっぱいきりぎりす 村井　康司／編 岩崎書店

YA 911 ﾃﾉ てのひらの味 村井　康司／編 岩崎書店

YA 911 ﾎﾞﾙ ボールコロゲテ 村井　康司／編 岩崎書店

YA 911 ﾐｯ 三つかぞえて 村井　康司／編 岩崎書店


