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私の好きなタイプ サイモン・ガーフィールド／著 ビー・エヌ・エヌ新社 2020.1 727.8/ｶﾞ 星を運ぶ舟 前田昌良／著 求龍堂 2011.11 723.1/ﾏﾏ

実例付きフォント字典 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 2018.4 727.8/ﾊﾟ 齋藤孝の音読de名著 齋藤孝／著 宝島社 2019.3 809.4/ｻ

テンとマルの話 芝原宏治／著 松柏社 2013.6 811.7/ｼ 奇跡の朗読教室 斉藤ゆき子／著 新泉社 2019.6 809.4/ｻ

タテ書きはことばの景色をつくる 熊谷高幸／著 新曜社 2013.1 811/ｸ くちずさみたくなる名詩 下重暁子／選・著 海竜社 2020.11 908.1/ｼｱ

春は曙光、夏は短夜 岩佐義樹／著 ワニブックス 2018.6 814/ｲ 一篇の詩に出会った話 Pippo／編 かもがわ出版 2020.1 911.04/ﾋﾟﾂ

谷川俊太郎詩と絵本の世界 (玄光社MOOK) 玄光社 2014.1 911.52/ﾀｼ 子供と声を出して読みたい美しい日本の詩歌 土屋秀宇／[編]著 致知出版社 2009.2 911.08/ﾂﾋ

詩を書くということ (100年インタビュー) 谷川俊太郎／著 PHP研究所 2014.6 911.52/ﾀｼ 子どもといっしょに読みたい詩100 第2集 水内喜久雄／編著 たんぽぽ出版 2006.4 911.5/ｼ/2

中原中也 (別冊太陽) 佐々木幹郎／監修 平凡社 2007.5 911.52/ﾅﾁ 声で読む現代詩 吉田精一／著 學燈社 2007 911.5/ﾖｾ

中原中也 (年表作家読本) 青木健／編著 河出書房新社 2017.1 911.52/ﾅﾁ 新しい住みか 大崎清夏／著 青土社 2018.3 911.56/ｵｻ

中原中也 (岩波新書) 佐々木幹郎／著 岩波書店 2017.8 911.52/ﾅﾁ バウムクーヘン 谷川俊太郎／著 ナナロク社 2018.9 911.56/ﾀｼ

みすゞと雅輔 松本侑子／著 新潮社 2017.3 F/ﾏﾕ 汚れっちまった悲しみに… 中原中也／詩 童話屋 2014.1 911.56/ﾅﾁ

詩歌・俳句の賞事典 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2015.12 R911.03/ﾆ 無垢の歌 ウィリアム・ブレイク／著 毎日新聞出版 2021.3 931.6/ﾌﾞｳ

グッドモーニング (新潮文庫) 最果タヒ／著 新潮社 2017.2 911.56/ｻﾀ 月の空 森光伸／著 光村推古書院 2009.9 748/ﾓ

指差すことができない 大崎清夏／著 青土社 2014.4 911.56/ｵｻ 星降る絶景 沼澤茂美／著 誠文堂新光社 2015.4 440.87/ﾇ

美しいからだよ 水沢なお／著 思潮社 2019.11 911.56/ﾐﾅ 星空の演出家たち 中日新聞出版部／編 中日新聞社 2016.3 440.76/ﾁ

する、されるユートピア 井戸川射子／著 青土社 2019.9 911.56/ｲｲ 星空がもっと好きになる 駒井仁南子／著 誠文堂新光社 2018.5 442/ｺ

長崎まで 野崎有以 思潮社 2016.5 911.56/ﾉｱ 詩人のための宇宙授業 佐治晴夫／著 JULA出版局 2018.12 440.4/ｻ

星のなまえ 高橋順子／著 白水社 2018.9 914.6/ﾀｼﾞ

星めぐりの歌
宮沢賢治大活字本シリーズ 7春と修羅

宮沢賢治／著 三和書籍 2020.4 918.68/ﾐｹ
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