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鷺宮図書館 第１1 回個性づくりテーマ展示 

 

 

 

 
ことばは、コミュニケーションの大切な手段です。 

赤ちゃんは、どのようにして、ことばを身につけ、しゃべる

ことができるようになっていくのでしょうか…… 

お父さんやお母さんは、子どもたちがことばを習得するのを

どのようにして手助けすることができるのでしょうか…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今回の展示では、育児におけるこ

とばの学習に関する本をはじめ、親

子で楽しめることば遊びの本や言語

の専門家による解説書、さらに親子

で学べる英語の本や言葉の遅れに

関する本等を紹介します。 

さあ、親子で Ｌｅｔ‘ｓ Ｅｎｊｏｙ ことば！ 

展示場所  鷺宮図書館 ５階書架（入ってすぐ右） 

展示期間  ２０１３年２月２３日（土）～４月２５日（木） 

      （休館日は除く） 

問合せ先  鷺宮図書館 中野区鷺宮３－２２－５ ☎(03)3337-1044 



 

 

生まれてすぐの赤ちゃんは、ただただ泣くばかりの存在でことば

はまったくしゃべれません。そんな赤ちゃんは生後すぐことばの学

習を開始します。お母さんやお父さんの語りかけを参考にしながら、

１才の誕生日にはことばをしゃべりはじめます。３才になれば、も

はや一人前の語り手といえます。たった３年でひとつの言語を習得

するのですから、子どもはまさに「言語の天才」といえるでしょう。 

 

 

 

 

 

一方で「ことば」はいうまでもなく、コミュニケーションをとる

ための大切な道具のひとつです。そんなことばを赤ちゃんは自然に

獲得していくとはいえ、その道筋の途中でお母さんやお父さんは、

いろいろな疑問・丌安・悩みを抱えていると思います。それは育児

に正解がなく、言語教育についても正解がないからではないでしょ

うか。 

赤ちゃんはひとりひとり個性があり、育児についても人それぞれ

です。大切なことは、情報を鵜呑みにせず他人と比べたりしないこ

とではないでしょうか。育児とことばのコミュニケーションについ

て、より多くの情報を集めて、お子さんひとりひとりに合った育児

をこころがけることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

赤ちゃんは、だいたい１才半ごろになると「ワンワン、イルヨ」

など、二語文を話し始めます。子どものことばに耳を傾けてあげま

しょう。絵本を読み聞かせたり「ワンワンね、どこへいくのかな？」

と想像力をふくらませてあげることも大切です。 

また、ゆったりした態度で、あせらず最後まで聞いてあげてくだ

さい。時々言えないことばもあります。サ行、ラ行はむずかしいで

すし、間違えることもあります。そんなときは、正しい発音でもう

一度言ってあげましょう。ことばは聞いて覚えます。無理に言いな

おそうとする必要はありません。 

ことばがスムーズに出にくい子もいます。話したいけれど、まだ

表現する力が追いつかないのです。無理に矯正する必要はありませ

ん。いつの間にか、治ります。 

「コレ、ナ～ニ？」、「ドウシテ？」と、同じことを何度もくりか

えし聞くようになるのもこのころから。ことばを覚える大事な時期

です。根気よく対応してあげてください。赤ちゃんとのお話を楽し

めるチャンスかもしれません。 

 

 

○参考文献 

『０～３さいはじめての「ことば」』（小林哲生／著 小学館） 

『お母さんと子どものコミュニケーションのために』（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



展展示示図図書書ををごご紹紹介介ししまますす  
 

✿子子どどももののここととばばをを育育ててよようう！！ 

 

✿親親子子ででここととばばをを楽楽ししももうう！！ 

書名 著者 出版社 分類番号 

ことばの育み方 
中川 信子 

／監修 

日本放送出版協会 376.1コ 

この「言葉がけ」が子どもを伸ばす！ 汐見 稔幸 ＰＨＰ研究所 379.9シ 

子どもの発音とことばのハンドブック 山崎 祥子 芽ばえ社 496.9ヤ 

語りかけ育児実践ルール 

言葉の発達に差がつく！ 

０歳からはじめる教育の本 

高取 しづか 宝島社 599タ 

やさしいふれあい体話術 

０～１歳半今日から赤ちゃんとお話がで

きる！ 

阿部 秀雄 カンゼン 599.2ア 

書名 著者 出版社 分類番号 

すぐ覚えられるわらべうたあそび 

楽しくあそべる８８曲！ 

木村 はるみ 成美堂出版 376.1キ 

毎日のちょこっとあそび 

発達とねらいを押さえた！ 

横山 洋子 

頭金 多絵 

学研教育出版 376.1ヨ 

はじめてのえいご手あそびうたブック 
井口 紀子 

／監修 

永岡書店 376.1ハ 

お母さんのための自然にかしこい子に育つ

かんたんゲームとことばかけ 

斎藤 道雄 黎明書房 379.9サ 

イギリスの小学校教科書で始める親子で英

語絵本リーディング 

古川 昭夫 

宮下 いづみ 

小学館 830フ 



✿専専門門家家のの研研究究成成果果をを読読んんででみみよようう！！ 

 

 

 

✿ううちちのの子子ここととばばがが遅遅いいののかかししらら…… 

 

 

 

書名 著者 出版社 分類番号 

言語と精神 
ノーム・チョ

ムスキー 

河出書房新社 801チ 

ヒトはいかにしてことばを獲得したか 
正高 信男 

辻 幸夫 

大修館書店 801マ 

言語発達ってみんな同じ？ 

言語獲得の多様性を考える 

Ｃ．Ｍ．ショ

アー 

学苑社 801.0シ 

言語心理学入門 

言語力を育てる 

福田 由紀 培風館 801.0フ 

ことばの発達の謎を解く 今井 むつみ 筑摩書房 807イ 

書名 著者 出版社 分類番号 

家庭で無理なく楽しくできるコミュニケー

ション課題３０ 

ことばを育てる 「思い」を伝える 

井上 雅彦 

藤坂 竜司 

学研教育出版 378イ 

おうちでできる発達障害（つまずき）のあ

る子の子育て 

ことば コミュニケーション 社会性 

丹野 節子 柘植書房新社 378タ 

発達障害とことばの相談 

子どもの育ちを支える言語聴覚士のアプ

ローチ 

中川 信子 小学館 378ナ 

ことばの育ちに寄りそって 

小さなスピーチクリニックからの伝言 

渡邉 倭文子 

／ほか著・編 

コールサック社 378.5コ 

このリストの他にも展示図書がございます。 

是非ご覧ください。 



 

 

鷺宮図書館の展示本以外にも資料や情報はたくさんあります。 

ここではその探し方についてご紹介いたします。 

１．キーワードから調べよう！ 

関連するテーマやキーワードはたくさんあります。ご自分の気になる 

キーワードから調べてみましょう。 

 

２．図書資料で調べよう！ 

★ テーマの棚からさがす 

＜関連分野の分類記号＞ 

英才教育  371.5 / 情操教育 371.6 / 教育政策  373.1 / 外国語教育 

375.8 幼児教育  376.1 / 吃音矯正 378.5 / 家庭教育 379.9 / しつ

け 599.9 / 言語学 801 / 英語 830 

 

★ 図書館の蔵書をさがす 

§ 図書館にある 利用者開放端末（OPAC）の「蔵書検索」ページで書名や

キーワードを入力して検索できます。パスワードを登録いただければ、端末か

ら直接ご予約いただけます。（一部貸出ができない資料もございます） 

§ パソコンや携帯を使って中野区立図書館のホームページから検索できます。 

☆中野区立図書館ホームページ http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

☆中野区立図書館ホームページ（携帯）http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/ 

＊予約の際にはパスワードの登録の他にメールアドレスの登録もあわせて必要

となります。 

 

★ 中野区以外の図書館の蔵書を調べる 

☆東京都立図書館ホームページ  http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

  東京都立図書館リサーチページ http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

 ☆専門図書館ガイド http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/ 

言葉 語りかけ 話し方 コミュニケーション 対話 ことばあそび 日本語 英語 

言語教育 幼児教育 言語発達 喃語（なんご） 発達障害 吃音（きつおん） どもり 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/
http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/


３．中野区立中央図書館のデータベースサイトで調べよう！ 

中野区立中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末

から以下の有料データベースサイトを無料でご利用いただけます。 

利用方法については、中野区立中央図書館参考カウンターにお問い合わせ下さい。 

 

４．インターネットで調べよう！  ～201３年２月１０日現在～ 

 

【中野区教育委員会】 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/242900/d001465.html 

 ・お子さんの発達に心配や丌安はありませんか？ （発達相談） 

  

【文部科学省】    http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm 

・外国語教育関連ページ 

 

【厚生労働省】    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/ 

・子ども子育て関連ページ 

 

 

 

 

 

 

「日経テレコン２１」 1975 年からの日経４紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全

文検索、企業情報、人事情報、日経出版の雑誌記事全文の検索

が可能。 

「聞蔵Ⅱビジュアル」 

朝日新聞記事データベース 

1945 年から当日までの新聞記事・1926 年からのキーワード

などＡＥＲＡ(創刊号)週刊朝日（2000 年４月から）の記事が検

索可能。 

「官報情報検索サービス」 1947 年５月３日以降から当日発行分までの官報が検索可能。 

「MAGAZINE PLUS」 一般雑誌・専門雑誌の雑誌記事検索や論文情報などが検索可能。 

「WHO PLUS」 歴史上の人物から現在活躍中の人物までの検索が可能。 

「 D1-Law.com」 

法情報総合データベース 

判例情報・法律等の改廃履歴・法律判例文献情報が検索可能 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/242900/d001465.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/


         
鷺宮図書館ではおはなし会をおこなっています。 

          お子さまと一緒にぜひご参加ください。 

 

       毎週金曜日 （館内整理日の場合は翌日土曜日） 

       毎月第 2 土曜日（うさぎおはなし会・０～３歳児対象） 

 

※詳細は図書館の案内や図書館員にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の本は区民の大切な財産です。 

雨の日など、本が濡れてしまうと跡がついてしまったり波打ってしまいます。 

お持ち歩きの際はビニール袋などに入れていただくなど、ご配慮をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

1 開始日 

  月初めの開館日から（なくなり次第、終了となります） 

2 場所 

  鷺宮図書館 4 階フロア中央、5 階入口横 

3 提供資料 

  一般書、雑誌、児童書 


