
タイトル 著者 出版社 請求記号

1 見るだけで語彙が増える英単語の語源図鑑 清水 建二 かんき出版 Y/834/シ

2
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

デイビッド セイン 西東社 Y/834.5/セ

3 中学英語がぜんぶ身につくイラストBOOK 高橋 華生子/監修 新星出版社 Y/835/チ

4 核心のイメージがわかる!  動詞キャラ図鑑 関 正生 新星出版社 Y/835.5/セ

5
もしも高校四年生があったら、
英語を話せるようになるか

金沢 優
幻冬舎メディア

コンサルティング
Y/F/カ

6
野球ファンのための面白くてタメになる
英単語読本

小林 一夫 文芸社 Y/783.7/コ

7 吸血鬼の英文法 カレン エリザベス ゴードン 彩流社 Y/835/ゴ

8 きんいろモザイクと英語レッスン
きんいろ英語レッスン

受講生一同
KADOKAWA Y/837.8/キ

9 SHERLOCKピンク色の研究 Jay./漫画 KADOKAWA Y/726.1/J

10 くまのプーさん オリジナルコミックス  1 A.A.ミルン KADOKAWA Y/726.1/M

11 くまのプーさん オリジナルコミックス  2 A.A.ミルン KADOKAWA Y/726.1/M

12 ニーチェ先生 松駒/原作 KADOKAWA Y/726.1/M

13 君の名は。1 新海 誠/原作 KADOKAWA Y/726.1/S/1

14 君の名は。2 新海 誠/原作 KADOKAWA Y/726.1/S/2

15 君の名は。3 新海 誠/原作 KADOKAWA Y/726.1/S/3

タイトル 著者 出版社 請求記号

16
第44代アメリカ合衆国大統領
バラク・オバマ演説集

バラク  オバマ ゴマブックス Y/312.5/オ

17 英語生活マナーブック
海外で幸せに暮らすための180のチェックリスト

ジェームス M.バーダマン IBCパブリッシング Y/385.9/バ

18 世界に通じるマナーとコミュニケーション
 つながる心、英語は翼

横手 尚子 岩波書店 Y/385.9/ヨ

19
親子で学ぶ英語図鑑
基礎からわかるビジュアルガイド

キャロル ヴォーダマン 創元社 Y/830/オ

20 英語の疑問こう考えてみよう 大津 幸一 岩波書店 Y/830/オ

21 13歳からの英語ノート
「苦手」が「得意」に変わる超効率トレーニング

小野田 博一
PHPエディターズ

・グループ
Y/830/オ

22 インターネット英語入門 小林 順 岩波書店 Y/830/コ

23 英語のしくみ 関山 健治 白水社 Y/830/セ

24 身につく英語のためのA to Z 行方 昭夫 岩波書店 Y/830/ナ

25 英語の発想がよくわかる表現50 行方 昭夫 岩波書店 Y/830/ナ

26 ヤマト英語
中高生必見! 基礎から応用へ。ゆっくり着実に。

東出 国幸 杉並けやき出版 Y/830/ヒ

27 英語の論理日本語の心 牧野 高吉 筑摩書房 Y/830/マ

（裏面へ）

楽しく学ぶ 英会話
This is a pen.のその先へ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

28 英語のこころ マーク ピーターセン 集英社インターナショナル Y/830.4/ピ

29 アスリートたちの英語トレーニング術 岡田 圭子 岩波書店 Y/830.7/オ

30 これが正しい!英語学習法 斎藤 兆史 筑摩書房 Y/830.7/サ

31 高校生のための英語学習ガイドブック 佐藤 誠司 岩波書店 Y/830.7/サ

32 なめ単 辛酸 なめ子 朝日新聞出版 Y/830.7/シ

33 文化系部活動アイデアガイド英会話部 西野 泉 汐文社 Y/830.7/ニ

34 楽しく習得!英語多読法 クリストファー ベルトン 筑摩書房 Y/830.7/ベ

35 英語は多読が一番! クリストファー ベルトン 筑摩書房 Y/830.7/ベ

36 ビリからはじめる英語術 行正 り香 新泉社 Y/830.7/ユ

37 英語に好かれるとっておきの方法 横山 カズ 岩波書店 Y/830.7/ヨ

38 完全独学!無敵の英語勉強法 横山 雅彦 筑摩書房 Y/830.7/ヨ

39 耳から英語  朝の10分間英語講座 松澤 喜好 同友館 Y/831.1/マ

40 国際情勢に強くなる英語キーワード 明石 和康 岩波書店 Y/834/ア

41 語源でふやそう英単語 小池 直己 岩波書店 Y/834/コ

42 高校入試まんがで覚える でる順　英熟語222 旺文社 Y/834.4/コ

43
高校入試まんがで覚える 重要度順
英文法・構文60

旺文社 Y/835/コ

44 英文法練習帳 晴山 陽一 筑摩書房 Y/835/ハ

45 英作文のためのやさしい英文法 佐藤 誠司 岩波書店 Y/836/サ

46 3フレーズでOK!メール・SNSの英会話 デイビッド セイン 青春出版社 Y/836/セ

47 ネイティブに伝わる「シンプル英作文」 デイビッド セイン 筑摩書房 Y/836/セ

48 <意味順>英作文のすすめ 田地野 彰 岩波書店 Y/836/タ

49 新しい英文作成法 天満 美智子 岩波書店 Y/836/テ

50 日本人の英語はなぜ間違うのか? マーク ピーターセン 集英社インターナショナル Y/836/ピ

51 話してみよう旅行の英語 大津 幸一 岩波書店 Y/837/オ

52 サバイバル英文読解 最短で読める!21のルール 関 正生 NHK出版 Y/837.5/セ

53 マジカルチャプターブックガイド
中学英語で読める海外児童書の世界

なかなかこ 経済界 Y/837.5/ナ

54 解釈につよくなるための英文50 行方 昭夫 岩波書店 Y/837.5/ナ

55 「赤毛のアン」で英語づけ 茂木 健一郎 夜間飛行 Y/837.5/モ

56 中学英語で話せる日本文化１ 日常生活編 桑原 功次 汐文社 Y/837.8/ク/1

57 中学英語で話せる日本文化２ 現代文化編 桑原 功次 汐文社 Y/837.8/ク/2

58 中学英語で話せる日本文化３ 伝統文化編 桑原 功次 汐文社 Y/837.8/ク/3

59 覚えておきたい基本英会話フレーズ130 小池 直己 岩波書店 Y/837.8/コ

60 英会話の基本表現100話 小池 直己 岩波書店 Y/837.8/コ

61 話すための英文法 小池 直己 岩波書店 Y/837.8/コ

62 ニッポンのこと英語で話せますか? デイビッド セイン/原案 青春出版社 Y/837.8/セ

63 中学英語で話そう日本の文化１ 大門 久美子/編 汐文社 Y/837.8/ダ/1

64 中学英語で話そう日本の文化２ 大門 久美子/編 汐文社 Y/837.8/ダ/2

65 中学英語で話そう日本の文化３ 大門 久美子/編 汐文社 Y/837.8/ダ/3

66 超ガチトレ英語スピーキング上達トレーニング 藤井 拓哉 ベレ出版 Y/837.8/フ

67 英語で読み解く賢治の世界 ロジャー  パルバース 岩波書店 Y/910.2/ミ

68 英詩のこころ 福田 昇八 岩波書店 Y/931/フ

69 DREAM&HOPE 根本 浩 金の星社 Y/931.7/ネ

70 LOVE&PEACE 根本 浩 金の星社 Y/931.7/ネ

楽しく学ぶ 英会話
This is a pen.のその先へ

英語で書かれた本は洋書コーナー(棚３２)にあります。ぜひご覧ください。
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