
ほうげん 

そのほかの方言の本 

 

◆『小学生の新レインボー方言辞典』 

 金田一 春彦∥監修 学研  

(Ｊ818/ｼﾖ 児童室） 

・クイズがのっている方言の辞典です。 

◆『小学生のまんが方言辞典』 

金田一 春彦∥監修 学研 

(Ｊ818/ｼﾖ 児童室） 

・まんがとイラストでわかりやすい辞典です。 

◆『日本全国のことば遊び』 

白石 範孝∥監修 学研 

(Ｊ807/ﾊﾅ/5 児童室） 

・全国の方言をくらべるコーナーがあります。 

 ◆『まんがで学ぶ方言』 

   竹田 晃子∥[ほか]著 やまね あつし∥まんが 

国土社（ＪK818/ﾀｹ 児童室） 

・さまざまな方言をまんがで楽しくしょうかい。 

◆『ききくらべよう日本の方言』 

佐藤 亮一∥監修 福田 岩緒∥絵   

ポプラ社（Ｊ818/ﾆﾎ/7 児童室） 

・ふぞくの CD で方言を聞くことができます。 

 ◆『方言の原っぱ』 

    川崎 洋∥著 草土文化（J818/ｺｳ 2 児童室） 

    ・じゃんけんのかけ声にも方言があります。 

 ◆『方言と地図』 

    井上 史雄∥監修 冬野 いちこ∥絵 

    フレーベル館（J818/ﾎｳ 児童室） 

    ・ 方言を地図でしょうかい。 

 

      もっとくわしく知りたい人は 

 大人むけの本を読んでみよう。 

  

◆『全国方言スラスラブック』 

本の森辞典編集部∥編 コアラブックス 

（818/ｾﾞﾝ 一般開架） 

◆『かわいい方言手帖』 

ふるさとナマリ研究会∥編 河出書房新社       

（818/ｶﾜ 一般開架） 

◆『日本の方言集』 

岩武 次代∥著 文芸社 

（818/ｲﾜ 一般開架） 

 

   郷土資料コーナーには岩手県各地の方言 
   の本がたくさんあるよ。 
 

インターネットで調べよう 

     
（最終確認日 2012.12.1） 

◆「いわての方言」 

   岩手の方言を地域ごとにしょうかい。 

実際に聞くこともできます。 

http://www.bunka.pref.iwate.jp/seikatsu/kotoba/ 

◆「全国の方言辞典」 

日本全国の方言を県の名前から調べるこ

とができます。 

http://dictionary.goo.ne.jp/dialect/ 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

全国には、それぞれのお国こと

ば、方言があります。いろいろ

な方言を調べよう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

きょうどしりょう かくち 



 

『ふるさと日本のことば 

 ①北海道・東北地方』 

NHK 放送文化研究所∥監修 

学研（J818/ｴﾇ/1） 

『あいさつの方言大研究』

佐藤 亮一∥監修 面谷 哲郎∥文

高村 忠範∥絵 ポプラ社 

（J818/ﾆﾎ/1） 

『方言のいろいろ』 

深光 富士男∥原稿執筆 

学研 （J810/ﾌｶ/4） 

 まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

もっとカギを見つけたいときは、 

じてんを開いてみよう。 

 ◆『ベスト教科事典国語 3』 

    学研 （JR031/ﾍﾞｽ） 

 

 ◆『ポプラディア情報館 方言』 

   ポプラ社 （JR818/ﾎｳ） 

 
   説明文のなかから、心に残ったこと

ばをひろってごらん―。それもキー

ワード。 

 

＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 
   

お国ことば 発音
はつおん

 単語
た ん ご

 

 文法
ぶんぽう

 アクセント なまり 

 南部
な ん ぶ

弁
べん

 ケセン語 北海道
ほっかいどう

弁
べん

 

大阪
おおさか

弁
べん

  方言地図    

   
 

 OPAC
け ん さ く き

でけんさく 

本をさがそう！ 

          

 

 

 

方言はどのようにして

生まれたのでしょう。

また方言を名前にした 

商品から意味をさぐります。「いぶり 

がっこ」（秋田県）とは？ 

 

 

 

 

 

 

あいさつだけを取り上

げた本です。同じシリー 

ズには、「生き物」「遊び」などを全国の

方言でしょうかいしている本もあります。 

 

              

 

 

 

  

岩手県でも場所によって方

言がちがうことを知って 

いますか。それぞれの地いきの方言を 

くわしくしらべる時にはこの本をどうぞ。 

 

 

 

 

 

全国の方言をたくさん集

めている本です。県ごとの 

方言のほか、一つの言葉をそれぞれの方

言ではどのようにいうのか、くらべてい

るのがユニークです。 

 

 

 

 

 

 

北海道・東北の方言をくわ 

しくとりあげるほかに、新 

しくわかい人たちを中心に使われている 

「新方言」をしょうかい。知らずに使って

いるかもしれませんね。 
 

 

   

 

 
 

       方言を使えない時代があっ

たことを知っていますか。 

 また日本語だけではなく、世界中のことば 

 にも方言はあります。方言についてくわし 

くしらべたい人にぴったりの本です。 

     

『世界の中の日本語 6』 

稲葉 茂勝∥著 井上 史雄∥監修 

小峰書店 （J810/ｾｶ/6） 

『北海道・東北の方言』 

井上 史雄∥[ほか]監修 

 ゆまに書房（Ｊ818/ﾎﾂ） 

『いろんな方言がわかる本』 

ペンハウス∥著 メイツ出版 

 （Ｊ818/ﾐﾝ）  
きょうつうご 
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『世界の中の日本語 6』 

稲葉 茂勝∥著 井上 史雄∥監修 
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ほうげん 

そのほかの方言の本 

 

◆『小学生の新レインボー方言辞典』 

 金田一 春彦∥監修 学研  

(Ｊ818/ｼﾖ 児童室） 

・クイズがのっている方言の辞典です。 

◆『小学生のまんが方言辞典』 

金田一 春彦∥監修 学研 

(Ｊ818/ｼﾖ 児童室） 

・まんがとイラストでわかりやすい辞典です。 

◆『日本全国のことば遊び』 

白石 範孝∥監修 学研 

(Ｊ807/ﾊﾅ/5 児童室） 

・全国の方言をくらべるコーナーがあります。 

 ◆『まんがで学ぶ方言』 

   竹田 晃子∥[ほか]著 やまね あつし∥まんが 

国土社（ＪK818/ﾀｹ 児童室） 

・さまざまな方言をまんがで楽しくしょうかい。 

◆『ききくらべよう日本の方言』 

佐藤 亮一∥監修 福田 岩緒∥絵   

ポプラ社（Ｊ818/ﾆﾎ/7 児童室） 

・ふぞくの CD で方言を聞くことができます。 

 ◆『方言の原っぱ』 

    川崎 洋∥著 草土文化（J818/ｺｳ 2 児童室） 

    ・じゃんけんのかけ声にも方言があります。 

 ◆『方言と地図』 

    井上 史雄∥監修 冬野 いちこ∥絵 

    フレーベル館（J818/ﾎｳ 児童室） 

    ・ 方言を地図でしょうかい。 

 

      もっとくわしく知りたい人は 

 大人むけの本を読んでみよう。 

  

◆『全国方言スラスラブック』 

本の森辞典編集部∥編 コアラブックス 

（818/ｾﾞﾝ 一般開架） 

◆『かわいい方言手帖』 

ふるさとナマリ研究会∥編 河出書房新社       

（818/ｶﾜ 一般開架） 

◆『日本の方言集』 

岩武 次代∥著 文芸社 

（818/ｲﾜ 一般開架） 

 

   郷土資料コーナーには岩手県各地の方言 
   の本がたくさんあるよ。 
 

インターネットで調べよう 

     
（最終確認日 2012.12.1） 

◆「いわての方言」 

   岩手の方言を地域ごとにしょうかい。 

実際に聞くこともできます。 

http://www.bunka.pref.iwate.jp/seikatsu/kotoba/ 

◆「全国の方言辞典」 

日本全国の方言を県の名前から調べるこ

とができます。 

http://dictionary.goo.ne.jp/dialect/ 
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