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書　　　名 著　　者　　名

801 日本の文字
801 世界の文字
801 古代の文字
801 世界の文字と言葉入門　１０ 石原　尚子∥著
801 通訳・通訳ガイドになるには エイ・アイ・ケイ教育情報部∥編著
801 ひとことで音読する古典 横山　験也∥編
801 旅の指さし会話帳　２１ 榎本　年弥∥著
801 アルファベットの事典 ローラン・プリューゴープト∥著//南條　郁子∥訳
807 ピーター流外国語習得術 ピーター・フランクル∥著
807 ことば遊び絵事典 ことばと遊ぶ会∥編//すがわら　けいこ∥画
809 言葉づかい敬語力トレーニング 生越　嘉治∥著
809 話し合い説得力トレーニング 生越　嘉治∥著
809 未来を変える議論をしよう 茂木　健一郎∥著
809 意見発表トレーニング 生越　嘉治∥著
810 日本人の知らない日本語 蛇蔵，海野　凪子∥著
810 １分で音読する古典 横山　験也∥編
810 ５分で音読する古典 横山　験也∥編
810 日本語ってどんな言葉 佐々木　瑞枝∥著
810 自分をつたえる 荒田　洋治∥著
810 まちがえやすい日本語クイズ 北原　保雄∥編
810 小学生のための正しい日本語トレーニング　１～３ 生越　嘉治∥著
810 日本人の知らない日本語 蛇蔵，海野　凪子∥著
810 金田一先生の使ってのばそう日本語力　１～５ 梅澤　実∥著
810 ＩＱ国語クイズ＆パズル ワン・ステップ∥編
810 光村の国語はじめて出会う古典作品集　１～３ 青山　由紀，他∥編
810 日本語教師になるには エイ・アイ・ケイ教育情報部∥編著
811 漢字のサーカス 馬場　雄二∥著
811 ひらがなの美学 石川　九楊∥著
811 漢字クイズ 北原　保雄∥編
811 楽しいローマ字　１～５
813 写真で読み解く四字熟語大辞典
814 まんが四字熟語なんでも事典 関口　たか広∥画
814 からだことば絵事典 ことばと遊ぶ会∥編//すがわら　けいこ∥画
814 ことわざ絵事典 ことばと遊ぶ会∥編//すがわら　けいこ∥画
814 ことわざ・慣用句クイズ 北原　保雄∥編
814 日本語へんてこてん あんの　秀子∥著
815 絵で見る「もの」の数え方
815 敬語クイズ 北原　保雄∥編
815 言葉図鑑　１～１０ 五味　太郎∥著
815 数え方と単位の本　１～６
816 親子でとりくむ読書感想文
816 ボランティア手をつないで
816 地球ってだいじょうぶなの
816 もっと遊びたい
816 イラつくムカつく
816 悲しいこともあるんだよ 村上　淳子∥著
816 私たち地球人 日本作文の会，子ども委員会∥編//須賀　りす∥画
816 小論文トレーニング 日本作文の会，子ども委員会∥編//曽根　悦子∥画
816 小論文に強くなる 日本作文の会，子ども委員会∥編//木原　千春∥画
816 日本語のレトリック 日本作文の会，子ども委員会∥編//曽根　悦子∥画
816 学校ってたのしい 日本作文の会，子ども委員会∥編//木原　千春∥画
816 家族ってなぁに 日本作文の会，子ども委員会∥編//須賀　りす∥画
816 ありがとう、ごめんね、そしてさようなら 貝田　桃子∥著
816 好きな人いる 轡田　隆史∥著
816 笑っちゃうよ 瀬戸　賢一∥著
818 沖縄語の入門 日本作文の会，子ども委員会∥編//曽根　悦子∥画
818 私の好きなお国ことば 日本作文の会，子ども委員会∥編//須賀　りす∥画
818 ひと目でわかる方言大辞典 重松　清∥編著
821 白川静さんに学ぶ漢字は怖い 日本作文の会，子ども委員会∥編//木原　千春∥画
821 漢字のはなし 日本作文の会，子ども委員会∥編//木原　千春∥画
821 白川静さんに学ぶ漢字は楽しい 西岡　敏，仲原　穣∥著
829 楔形文字を書いてみよう読んでみよう 小学館辞典編集部∥編
830 学研「英語ノート」パーフェクト　１～４
833 ジュニア・アンカー英和辞典　第３版 池田　潤∥著
833 ニュープロシード英和辞典　２色版 梅本　龍多，他∥著
833 ジュニア・アンカー和英辞典　第３版 田邉　義隆，箱崎　雄子∥著
837 かちかちやま 羽鳥　博愛∥編
837 したきりすずめ 羽鳥　博愛∥編
837 あかずきん 羽鳥　博愛∥編
837 ももたろう 羽鳥　博愛∥編
837 おむすびころりん 羽鳥　博愛∥編
837 おおかみと七ひきのこやぎ おばら　あやこ∥著//パメラ・ステフル∥訳//百田　保孝∥画
837 にんぎょひめ おばら　あやこ∥著//パメラ・ステフル∥訳//丹治　みちお∥画
837 シンデレラ ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥著//パメ
837 ねずみのよめいり おばら　あやこ∥著//パメラ・ステフル∥訳//梅田　富士雄∥画
844 VILINGAL VISUAL DICTIONARY フランス語⇔英語） ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥著//パメ
854 VILINGAL VISUAL DICTIONARY （スペイン語⇔英語） Ａｎｄｅｒｓｅｎ∥著//パメラ・ステフル∥訳//桜井　正明∥画
864 VILINGAL VISUAL DICTIONARY （ポルトガル⇔英語） Ｐｅｒｒａｕｌｔ∥著//パメラ・ステフル∥訳//市川　ようこ∥画
869 三省堂ポケット故事成語辞典 藤本　四郎∥著//パメラ・ステフル∥訳

813/さ/ 三省堂全訳読解古語辞典
813/さ/ 写真で読み解くことわざ大辞典 鈴木　一雄【編】,小池　清治【編】,倉田　実【編】,石埜　敬子【編】,森野　崇
813/し/ 新明解故事ことわざ辞典 鈴木　一雄【編】,小池　清治【編】,倉田　実【編】,石埜　敬子【編】,森野　崇
813/し/ 新全訳古語辞典 鈴木　一雄【編】,小池　清治【編】,倉田　実【編】,石埜　敬子【編】,森野　崇
813/し/ 故事成語活用小辞典 鈴木　一雄【編】,小池　清治【編】,倉田　実【編】,石埜　敬子【編】,森野　崇



書　　　名 著　　者　　名

813/と/ ココロを育てる　ちいさなことわざ絵本 鈴木　一雄【編】,小池　清治【編】,倉田　実【編】,石埜　敬子【編】,森野　崇
813/ま/ 考える力を育てる　ちいさなことわざ絵本 鈴木　一雄【編】,小池　清治【編】,倉田　実【編】,石埜　敬子【編】,森野　崇
813/ま/ 例解新国語辞典 鈴木　一雄【編】,小池　清治【編】,倉田　実【編】,石埜　敬子【編】,森野　崇
813/れ/ 目でみることば１・２ 山田　俊雄【編著】,戸川　芳郎【編著】,影山　輝国【編著】
814/お/２ 大人になって困らない語彙力の鍛えかた 山田　俊雄【編著】,戸川　芳郎【編著】,影山　輝国【編著】
814/こ/ ことわざ 山田　俊雄【編著】,戸川　芳郎【編著】,影山　輝国【編著】
814/こ/ これでカンペキ！マンガでおぼえる四字熟語 山田　俊雄【編著】,戸川　芳郎【編著】,影山　輝国【編著】
814/さ/ これでカンペキ！マンガでおぼえることわざ・慣用句 おかべ　たかし【著】,山出　高士【写真】
814/さ/ 写真でわかる季節のことば辞典　第１巻～第４巻 おかべ　たかし【著】,山出　高士【写真】
814/し/４ すっきりわかる！江戸～明治昔のことば大事典 倉島　節尚【監修】
814/す/ にほんごだいすき！ことばの図鑑 齋藤　孝【著】
814/に/ はんたいことばかくれんぼ 学研辞典編集部【編】
814/に/ もっとはんたいことばかくれんぼ 学研辞典編集部【編】
814/ひ/ どうぶつさんかくれんぼ 学研辞典編集部【編】
814/ひ/ しごとをするひとかくれんぼ 学研辞典編集部【編】
814/ひ/ てんぐ、はなをかむ。
814/ひ/ 五つの敬語　第１巻～第５巻
815/い/４ これでカンペキ！マンガでおぼえる敬語 エリック・ヒル【著】,小川　仁央【訳】
815/い/５ 迷った時にすぐ引ける　勘違い敬語の辞典 平田　昌広,平田　景
815/に/ 敬語サクッとノート 西谷裕子
815/に/ 雨ニモマケズ 西谷裕子
815/や/ てにをは辞典 西谷裕子
816/あ/ 高校合格１００％ブックス　受かる志願理由自己推薦書き方ノート 西谷裕子
816/お/ ホンモノの文章力 西谷裕子
816/が/ 見てわかる小論文短時間攻略法 西谷裕子
816/ひ/ 方言と地図 西谷裕子
816/ま/ 絵で見てわかるはじめての漢文　３巻 山岸弘子
820/え/３ 中学故事成語・漢文 冬野　いちこ【画】
820/え/３ 漢字のはなし
820/ち/ 桂東雑記　１～５ 加藤　徹【監修】
821/し/４ 白川静博士の漢字の世界へ
821/し/５ 神さまがくれた漢字たち 阿辻　哲次【著】
821/フ/ 日中辞典　第２版 白川　静【著】
821/や/ 超訳「故事成語」事典 白川　静【著】
823/に/ ここから生まれた故事成語 白川　静【著】
824/ち/ 故事成語の知恵 白川　静【著】
824/ほ/ ＣＤエクスプレス台湾語 白川　静【著】
824/ま/ 標準日韓・韓日コンパクト辞典 福井県教育委員会【編】
828/む/ JAPAN 山本　史也【著】,白川　静【監修】
829/ち/ 英検３級総合対策教本 北京・対外経済貿易大学【編】
830/Ｔ/ 英検２級総合対策教本 造事務所【編著】
830/え/ 英検４級総合対策教本 堀江　忠道【著】
830/え/ 英検準２級総合対策教本 松本　肇【著】
830/え/ 英語で小噺！ 村上　嘉英【著】
830/え/ ２１世紀こども英語館 朱　信源【編著】
830/お/ 中学校３年間の英語が１冊でしっかりわかる本 Takeshi　Yoro　/　Taku　Miki　/　Genjiro　Ito　EDITORS
830/に/ 走れメロス
831/だ/ オックスフォード英単語由来大辞典
832/ち/ 初級クラウン英和・和英辞典 浜崎　潤之輔【著】
833/じ/ ミッキー！これ英語でなんていうの？英和・和英じてん 田島　伸悟【編】,三省堂編修所【編】
833/じ/ リトルスター英絵辞典 田島　伸悟【編】,三省堂編修所【編】
833/り/ ＡＢＣＤブック 田島　伸悟【編】,三省堂編修所【編】
834/え/ 英単語の語源図鑑 田島　伸悟【編】,三省堂編修所【編】
834/え/ ネイティブはこう使う！マンガよく似た英単語使い分け事典 田島　伸悟【編】,三省堂編修所【編】
834/し/ ネイティブはこう使う！マンガでわかる前置詞 羽鳥　博愛【編】
834/せ/ ネイティブはこう使う！マンガでわかる動詞 羽鳥　博愛【編】
835/せ/ ネイティブはこう使う！マンガでわかる冠詞 学研辞典編集部【編】
835/せ/ ネイティブはこう使う！マンガでわかる形容詞・副詞 島岡　丘，鳥飼　玖美子【編】,飯田　貴子【画】,
835/せ/ ネイティブはこう使う！マンガでわかる時制・仮定法 島岡　丘，鳥飼　玖美子【編】,飯田　貴子【画】,
835/せ/ 西森マリーのカード、英語で書きましょう 米山　永一【画】
835/せ/ アンデルセン名作選 米山　永一【画】
836/に/ 天声人語　ＶＯＬ．１４４（２００６春） 清水　建二【著】,すずき　ひろし【著】,本間　昭文
837/あ/ 英語で楽しもうディズニーストーリー　１～５ デイビッド・セイン【著】
837/え/４ 星の王子さま デイビッド・セイン【著】
837/え/５ ロミオとジュリエット 西森　マリー【著】
837/さ/ ジキルとハイド ハンス・クリスチャン・アンデルセン【著】,Ｄａｖｉｄ　Ｏｌｉｖｉｅｒ
837/し/ 美女と野獣 朝日新聞論説委員室【編】,国際編集部【訳】
837/す/ ネイティブはこう使う！マンガでわかる英会話フレーズ 荒井　和枝【監修】
837/す/ ローマの休日 荒井　和枝【監修】
837/せ/ Ｋｉｎｇ　Ａｒｔｈｕｒ 荒井　和枝【監修】
837/は/ オズの魔法使い 荒井　和枝【監修】
837/は/ Ｔｈｅ　ｐｈａｎｔｏｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｏｐｅｒａ 荒井　和枝【監修】
837/ば/ Ｔｈｅ　ｗｉｚａｒｄ　ｏｆ　Ｏｚ サン＝テグジュペリ【著】,寺沢　美紀【訳】
837/ば/ Ｔｉｔａｎｉｃ ウィリアム・シェイクスピア【著】,ニナ・ウェグナー
837/ば/ オー・ヘンリー傑作短編集 Ｒ．Ｌ．スティーヴンスン【著】
837/び/ アインシュタイン・ストーリー ザンティ・スミス・セラフィン【著】
837/へ/ ガンジー・ストーリー デイビッド・セイン【著】


