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請求記
号

タイトル 著者表示 出版者 資料ＩＤ

1 291 ﾅ
英語で話せる日本図鑑－楽しく英語が学べ
る－

永岡書店編集部編
著

永岡書店 1500735152

2 291 ﾆ
日本を英語でほめてみる－Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｌ
ｔｕｒｅ　Ｇｕｉｄｅ－

成美堂出版編集部
編

成美堂出版 1500642598

3 297.6 ｱ ハワイ女ひとり旅
アヌエヌエ　リエ原
作　ヒラマツオ漫画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1500710171

4 302.1 ｼﾞ
ＪＡＰＡＮ　ＣＬＡＳＳ－どうせニッポンのことだ
から　のべ１００７人の外国人のコメントから
浮かび上がる日本－

ジャパンクラス編集
部編

東邦出版 1500741994

5 304 ﾌ 国家の品格（新潮新書　１４１） 藤原正彦著 新潮社 1500593502

6 336.49 ｲ
「すいません」が言えない中国人　「すいませ
ん」を教えられない日本人－中国人と日本
人のための研修テキスト－

井上一幸著
健康ジャーナ
ル社

1500671399

7 336.49 ﾋ
新入社員は外国人－爆笑、驚愕、号泣の異
文化クライシス！－

ヒラマツオ漫画　小
平達也監修

ＰＨＰエディ
ターズ・グルー
プ

1500669351

8 361.42 ｼ 日本人が世界に誇れる３３のこと
ルース・ジャーマ
ン・白石著

あさ出版 1500677438

9 383.8 ｾ 世界で一番恐ろしい食べ物
ニール・セッチ
フィールド著　上原
直子訳

エクスナレッジ 1500699705

10 388.8 ｻ 誰も知らない世界のことわざ
エラ・フランシス・サ
ンダース著イラスト
前田まゆみ訳

創元社 1500745359

11 804 ｵ
世界のことば（サリサリちゃんのｏｋｉｒａｋｕ講
座　１）

織本知英子著 アリス館 1500254659

12 810 ﾏ マイスタディガイド中学国語－１～３年－ 学研教育出版 1500699283

13 810.4 ｻ ９割の日本人が知らない「日本語のルール」 佐々木瑞枝著 中経出版 1500677651

Ｈ２９年８月７月

ＹＡ展示 【外国語×日本語】
展示期間：８月１日（火）～９月３０日（土）
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14 810.4 ｼ 日本人の日本語知らず。
清水由美著　ヨシタ
ケシンスケ絵

世界文化社 1500658156

15 810.4 ｼ
ワーズハウスへようこそ－ついつい間違えて
しまう日本語－

篠崎晃一監修 金の星社 1500714587

16 810.4 ﾀ 一生つかえる国語力が３週間で身につく本 田中保成著 明日香出版社 1500700107

17 810.4 ﾀ
日本人でも知らない！？外国人の大疑問－
日本語・異文化のギャップで笑えるコミック
エッセイ－

高橋陽子著 アルク 1500654684

18 810.4 ﾌ
日本人ですが、ただいま日本語見習い中で
す！－言葉を愛する辞典編集者の毎日－
（楽しく学べる学研コミックエッセイ）

ふじいまさこ〔作〕
学研辞典編集部監
修

学研教育出版 1500718422

19 810.4 ﾔ 美人の日本語 山下景子著 幻冬舎 1500583347

20 810.7 ｻ 外国語を身につけるための日本語レッスン 三森ゆりか著 白水社 1500749328

21 810.7 ﾖ
おにぎりはどの角から食べるのがマナーで
すか？－ホームステイ外国人のニッポン
びっくり体験－

吉野椰枝子著 祥伝社 1500661739

22 814.4 ｼ
もう“モノの言い方を知らない”なんて言わせ
ない

篠崎晃一監修　小
学館辞典編集部編

小学館 1500641657

23 814.5 ﾈ
ネガポ辞典－ネガティブな言葉をポジティブ
に変換－

ネガポ辞典制作委
員会著

主婦の友社 1500687130

24 816 ﾀ
あたりまえだけどなかなかできない文章の
ルール

高橋恵治著 明日香出版社 1500651375

25 816 ﾉ
マンガ小中学生のための文章道場－わか
る！書ける！作文のコツ－改定新版

能開センター監修 能開センター 2500005091

26 816 ﾊ
ラブレターを書こう（小学生のための文章
レッスン）

灰島かり作　藤原ヒ
ロコ絵

玉川大学出版
部

2500278821

27 816 ﾑ
なんかヘンだを手紙で伝える（小学生のため
の文章レッスン）

村中李衣作　藤原
ヒロコ絵

玉川大学出版
部

2500276940

28 816.5 ﾂ
大学１年生のための伝わるレポートの書き
方

都筑学著 有斐閣 1500738503
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29 827.8 ﾀﾞ
段ちゃんと！はじめての中国語－「話す」、
「聴く」の基本が身につく－

段文凝著 日本文芸社 1500700313

30 829.15 ﾔ
だいたいで楽しい韓国語入門－使える文法
知ってる人は続いてる！一度に全部できなく
ていい－

山崎玲美奈著 三修社 1500709389

31 829.35 ﾁ
はじめてのミャンマー語　新版（ＣＤ　ＢＯＯ
Ｋ）

チェリー・マーラー・
トゥィン著

明日香出版社 1500712102

32
829.3678
ﾐ

そのまま使えるタイ語会話 水野潔監修 南雲堂 1500069958

33 829.37 ｵ はじめてのベトナム語　新版（ＣＤ　ＢＯＯＫ）
欧米・アジア語学セ
ンター著

明日香出版社 1500708233

34 829.85 ﾊ ニューエクスプレスウルドゥー語
萩田博著　萬宮健
策著

白水社 1500687668

35 830 ｸ
写真でみるジェスチャーの英語－身振り動
作１０１で、気持ちが伝わる－

久保清子著 明日香出版社 1500070014

36 830 ｻ
ちびまる子ちゃんの小学生英語（満点ゲット
シリーズ）

さくらももこキャラク
ター原作　池田紅
玉監修

集英社 2500301052

37 830 ﾔ
英語がほとんど話せない人でも１カ月でそこ
そこ話せるようになる本

山西治男著 アスコム 1500714256

38 830.4 ｵ ダーリンの頭ン中－英語と語学－
小栗左多里著　ト
ニー・ラズロ著

メディアファクト
リー

1500582935

39 830.7 ﾄ
子どもと「Ｙｅｓ」か「Ｎｏ」ではじめなさい－しっ
かり聞いてきちんと答える親子の声かけ基
本３３－

戸張郁子著
情報センター
出版局

1500571854

40 834 ｲ パッと見てわかる！英単語イラストブック
石原真弓監修　Ｉｇｌ
ｏｏ＊ｄｉｎｉｎｇ＊絵

ナツメ社 1500708241

41 834 ｾ
日本人がつい間違えるＮＧカタカナ英語－そ
のカタカナ英語ネイティブには通じません！
－

デイビッド・セイン著 主婦と生活社 1500686439

42 837.5 ｳ コミック版ディズニーの英語〈ズートピア〉
ウォルト・ディズ
ニー・ジャパン株式
会社著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1500746399

43 837.5 ﾏ 英語で読みたい日本の名作 松崎博監修 ナツメ社 1500735335
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44 837.8 ｵ
中学英語の基本パターン８１だけで英会話
ができる本（ＣＤ　ＢＯＯＫ）

大井正之著 明日香出版社 1500718430

45 837.8 ｾ
おもてなし英会話－東京オリンピックまでに
英語力＆お迎え力アップ！－

デイビッド・セイン著
小松アテナ著

主婦の友社 1500708258

46 837.8 ｾ
「ごちそうさま」を英語で言えますか？－学校
では教えてくれなかった英語－

デイビッド・セイン著 アスコム 1500691934

47 837.8 ﾅ 英語ｄｅ今日はどんな日？ 中沢博美著 文芸社 1500587173

48 837.8 ﾌ
海外旅行ひとこと英会話タブー編言ってはい
けないフレーズ３３３－誤解・トラブル・パニッ
ク解消！－

藤田英時著
主婦の友イン
フォス

1500743149

49 837.8 ﾌﾟ
相手を怒らせない英会話２４のコツ（ＮＥＯシ
リーズ）

ハイディ・プラット著
南川せつ子訳

旺文社 1500187412

50 837.8 ﾎﾞ
ネイティブがぐっとくる英会話－中学英語で
大丈夫！－

リサ・ヴォート著 かんき出版 1500728579

51 847.8 ﾔ
たったの７２パターンでこんなに話せるドイツ
語会話（ＣＤ　ＢＯＯＫ）

山木喜美子著 明日香出版社 1500720709

52 855 ｲ
だいたいで楽しいフランス語入門－使える文
法　知ってる人は続いてる！一度に全部で
きなくていい－

稲垣正久著 三修社 1500713498

53 869.78 ﾌﾞ
ブラジル－ブラジルポルトガル語＋日本語
英語－（絵を見て話せるタビトモ会話　中南
米　２）

玖保キリコマンガ
舩越富貴イラスト

ＪＴＢパブリッシ
ング

1500704984

54 875 ﾊ
だいたいで楽しいイタリア語入門－使える文
法　知ってる人は続いてる！一度に全部で
きなくていい－

花本知子著 三修社 1500710759

55 879.1 ｽ
まずはこれだけルーマニア語－いちばん最
初に始める参考書－（ＣＤ　ＢＯＯＫ）

鈴木信吾共著　菅
井健太共著

国際語学社 1500712128

56 893.62 ﾏ
まずはこれだけエストニア語－いちばん最初
に始める参考書－（ＣＤ　ＢＯＯＫ）

松村一登共著　宮
野恵理共著

国際語学社 1500679152


