2F企画展示

英語力UP！

展示期間：2013.11.5～11.17

５F英語学習コーナーの資料からピックアップして展示しています。
書名
巻号次
科学英語を読みとくテクニック : 実際の英文記事でトレーニングする読解・分析・意訳
/ 畠山雄二著. -- 丸善出版, 2012.12.
ライフサイエンス英語動詞使い分け辞典 / 河本健, 大武博著. -- 羊土社, 2012.10.
英語を通して学ぶ日本語のツボ / 菅井三実著. -- 開拓社, 2012.10. -- (開拓社言
語・文化選書 ; 33).
英語のバカヤロー! : 「英語の壁」に挑んだ12人の日本人 / 古屋裕子編者, 内藤孝
宏編集. -- 泰文堂, 2009.3.
あいまいなのは日本語か、英語か? : 日英語発想の違い / 今井邦彦著. -- ひつじ書
房, 2011.2.
日本語と英語 : その違いを楽しむ / 片岡義男著. -- NHK出版, 2012.10. -- (NHK
出版新書 ; 391).
英語学習論 : スピーキングと総合力 / 青谷正妥著. -- 朝倉書店, 2012.9.
Google検索による英語語法学習・研究法 / 衣笠忠司著. -- 開拓社, 2010.10. -- (開
拓社言語・文化選書 ; 21).
英語の質問箱 : そこが知りたい100のQ&A / 里中哲彦著. -- 中央公論新社,
2010.12. -- (中公新書 ; 2086).
竹岡広信・安河内哲也のこの英語本がすごい! / 竹岡広信, 安河内哲也著. -- 中経
出版, 2010.6.
残念な人の英語勉強法 / 山崎将志, Dean R. Rogers著. -- 幻冬舎, 2011.2.
英語辞書をフル活用する7つの鉄則 / 磐崎弘貞著. -- 大修館書店, 2011.7.
語源でなっとく最頻出イディオム / マーヴィン・ターバン著 ; 松野守峰, 宮原知子共
訳. -- 映画・文学・YouTubeに出てくる表現編, 日常生活でよく使われる表現編. -IBCパブリッシング, 2012.1.
カメレオン英単語 : ネイティブがふつうに使う「ほどほど」の表現 / 大堀勝弘著. -- 講
談社インターナショナル, 2010.4.
Haveの辞典 : 英語の基本動詞をマスターする / 市川功二著. -- 東京堂出版,
すごい!英語は動詞だ! : 動詞の意味は「力と方向」で決まる! / 西村喜久著. -- 明日
香出版社, 2011.11. -- (Asuka business & language books ; Asuka culture).
すごい!英語は前置詞だ! : 18の前置詞・副詞で英語をモノにする! / 西村喜久著. -明日香出版社, 2011.5. -- (Asuka business & language books ; Asuka culture).
理系の人はなぜ英語の上達が早いのか / 畠山雄二著. -- 草思社, 2011.6.
もう一度中学英語 : 中学3年間の英文法がこの1冊でいっきにわかる / 石崎秀穂著.
-- 日本実業出版社, 2011.1.
英語語法ライブラリ : ペーパーバックが教えてくれた / 柏野健次著. -- 開拓社,
2011.3. -- (開拓社言語・文化選書 ; 24).
ネイティブ添削で学ぶ英文ライティング / 英語便著. -- 研究社, 2012.2.
Jブンガク : 英語で出会い、日本語を味わう名作50 = J-lit : a bi‐culture guide to fifty
major works / ロバート キャンベル編. -- 東京大学出版会, 2010.3.
英語になりにくい日本語をこう訳す : 日本語的発想・英語的発想 / 山岸勝榮著. -研究社出版, 1998.7.
こんなとき、英語ではこう言います : 辞書を引いてもわからない / クリストファー・ベル
トン著 ; 渡辺順子訳. -- コスモピア, 2013.3.
すぐに使える英会話ネイティブ表現でぃくしょなりぃ : 「英→和」 : ネイティブ・スピー
カーがよく使う,生きた英語表現 / アンドルー・ベネット著 ; 小宮徹訳. -- 語研,
「伝わる英語」習得術 : 理系の巨匠に学ぶ / 原賀真紀子著. -- 朝日新聞出版,
2009.8. -- (朝日新書 ; 190).
英語の敬語 : カラー版 / 数佐尚美著. -- 改訂版. -- 中経出版, 2013.2.
英語で話すヒント : 通訳者が教える上達法 / 小松達也著. -- 岩波書店, 2012.1. -(岩波新書 ; 新赤版 1350).
英会話基本パターン辞典 / 牧野高吉著. -- 東京堂出版, 2013.6.
役に立つ英語口語表現集 / 宗正佳啓著. -- 九州大学出版会, 2011.10.
人を動かす英語 : イェール大学で学べるコミュニケーションの極意 / ウィリアム・ヴァ
ンス著 ; 神田房枝監訳. -- PHP研究所, 2011.12. -- (PHP新書 ; 767).
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配置場所

請求記号

英語学習

407//H41//0957

英語学習

490.7//KA95//8818

英語学習

815//SU23//9417

英語学習

830.4//F95//8007

英語学習

830.4//I43//9004

英語学習

830.4//KA83//8217

英語学習

830.7//A56//0442

英語学習

830.7//KI47//7392

英語学習

830.7//SA87//8244

英語学習

830.7//TA64//9028

英語学習
英語学習

830.7//Y48//9802
833//I96//8457

英語学習

834.4//TE69//4215

英語学習

834//KR1//8687

英語学習

835.5//I14//7193

英語学習

835.5//N84//9834

英語学習

835.64//N84//9835

英語学習

835//H41//6787

英語学習

835//I84//0466

英語学習

835//KA76//1436

英語学習

836//E37//3367

英語学習

837.4//C14//9691

英語学習

837.5//Y23//8044

英語学習

837.8//B33//9067

英語学習

837.8//B35//2531

英語学習

837.8//H32//7462

英語学習

837.8//KA99//8399

英語学習

837.8//KO61//9159

英語学習
英語学習

837.8//MA35//0314
837.8//MU33//6918

英語学習

837.8//V27//7790

【こんな英語学習法
こんな英語学習法はいかが
英語学習法はいかが？】
はいかが？】
書名
巻号次
日本の年中行事を英語で紹介する事典 = A bilingual handbook on Japanese
seasonal events / 石井智子著 ; 浅見ローナ幸恵英文校閲. -- ナツメ社, 2010.2.
村上祥子の英語で教える日本料理 / 村上祥子著. -- ジャパンブック. -- (EJ対訳
ブックス ; [1]).
英語でクッキング : アメリカを召し上がれ / ラッセル裕代著. -- 研究社, 2003.7.
英語でソーシャルメディア! : ビジネスに対応 / 有元美津世著. -- ジャパンタイムズ,
トラッドジャパンのこころ : 英語と日本語の世界を旅する = Looking into the heart of
trad Japan : journey to words and culture / 江口裕之, 長野真一著. -- 日本放送出
版協会, 2010.3.
イギリスの小学校教科書で楽しく英語を学ぶ / 古川昭夫, 宮下いづみ著. -- [正],
続
続. -- 小学館, 2007.3-.
通勤電車ではじめる英語 : 頭の中で日記をつけよう / 井上一馬著. -- 筑摩書房,
2003.9. -- (ちくま新書 ; 433).
アメリカの小学校に学ぶ英語の書き方 / リーパーすみ子著. -- コスモピア, 2011.10.
英語で楽しくtwitter! : 好きを英語で伝える本 : クジラにもめげずにファン・ツイート! /
主婦の友社編. -- 主婦の友社, 2011.3.
メモで身につく日常英語 / リサ・ヴォート著. -- 実業之日本社, 2010.6.
ふるさとジャパン / 江口裕之, 長野真一著 ; 小峯一公英訳. -- Vol.1, Vol.2. -- 日
Vol.1
本放送出版協会, 2010.8-. -- (語学シリーズ . NHKトラッドジャパンBOOK).
【ニュースを
ニュースを通して】
して】
書名
天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳. -- 第84集'91春 - v.
173 2013夏. -- 原書房, 1991-.
ジャパンタイムズ社説集 / ジャパンタイムズ編. -- 1990年上半期 - 2013年上半期. - ジャパンタイムズ, 1990-.
英字新聞「日経ウィークリー」活用法 / 杉田米行編著. -- [1], 2, 3. -- 大学教育出
版, 2010.11-.

請求記号

英語学習

386.1//I75//2601

英語学習

596.21//MU43//4073

英語学習
英語学習

596.23//R89//3960
670.93//A73//0402

英語学習

830.4//E33//8680

英語学習

830//F93//6833

英語学習

836//I57//2364

英語学習

836//L51//9826

英語学習

836//SH99//9799

英語学習

836//V86//8716

英語学習

837.5//E33//8699

配置場所
巻号次
v. 173
英語学習
2013夏
2013年上
英語学習
半期

【デイビッド・
デイビッド・セイン特集
セイン特集】
特集】
書名
巻号次
チームリーダーの英語表現 / デイビッド・セイン著. -- 日本経済新聞出版社,
2010.10. -- (日経文庫 ; 1226).
その英語、仕事の相手はカチンときます / デイビッド・セイン著. -- 青春出版社,
2013.6. -- (青春新書intelligence ; PI-400).
その返事、ネイティブはイラッとします : 成功するビジネス英会話の極意 / デイビッ
ド・セイン著. -- 朝日新聞出版, 2013.1. -- (朝日新書 ; 386).
その英語、ちょっとエラそうです / デイビッド・セイン著. -- 青春出版社, 2011.6. -(青春新書INTELLIGENCE ; PI-321).
その英語、ネイティブは笑ってます / デイビッド・セイン, 岡悦子著. -- 青春出版社,
2010.8. -- (青春新書INTELLIGENCE ; PI-285).
3語で9割通じる英会話 / デイビッド・セイン著. -- 青春出版社, 2008.2. -- (青春新
書INTELLIGENCE).
その英語、たった1字の違いなのに意味が逆 / David A. Thayne, 小池信孝著. -- 主
婦の友社, 2010.7.
その英語、ネイティブはハラハラします / デイビッド・セイン, 岡悦子著. -- 青春出版
社, 2011.1. -- (青春新書INTELLIGENCE ; PI-304).
英語足を引っ張る9つの習慣 / デイビッド・セイン著. -- 青春出版社, 2012.1. -- (青
春新書INTELLIGENCE ; PI-346).
これを英語で説明できますか? = Can you explain this in English? / デイビッド・セイ
ン著. -- 日本実業出版社, 2011.7.
【映画で
映画で親しむ】
しむ】
書名
巻号次
音読したい、映画の英語 : 心に響く珠玉のセリフ集 / 映画英語教育学会関西支部
[編]. -- スクリーンプレイ, 2005.3.
洋書事始は映画から : 英語で読みたい原作60選 / 上岡伸雄著. -- 日本放送出版
協会, 2007.11. -- (生活人新書 ; 235).
恋人たちの予感 / N.エフロン脚本. -- 角川書店, 1992.12. -- (カドカワ・スクリプト
ブック・シリーズ).
トレインスポッティング / フォーインクリエイティブプロダクツ, 池下裕次, Beth Pollard
編. -- : フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay : 名作映画完全セリフ
風と共に去りぬ = Gone with the wind / 宮本節子 [ほか] 訳 ; 曽根田憲三語句解説
; スクリーンプレイ事業部英文構成. -- フォーインスクリーンプレイ事業部 (発売),
2009.2. -- (Screenplay ; 133 ; classic . 名作映画完全セリフ集).
ミッション・インポッシブル = MISSION: IMPOSSIBLE / フォーイン クリエイティブ プロ
ダクツ編集. -- フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay : 名作映画完全セ
バック・トゥ・ザ・フューチャー / フォーインクリエイティブプロダクツ, 池下裕次, Beth
Pollard編. -- 再改訂版. -- フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay : 名
作映画完全セリフ集).
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配置場所

請求記号
837.5//A82//0731
837.5//J24//0997

英語学習

837.5//SU46//9753

配置場所

請求記号

英語学習

336.3//TH1//6694

英語学習

670.93//TH1//0622

英語学習

670.93//TH1//1977

英語学習

837.8//TH1//3087

英語学習

837.8//TH1//4853

英語学習

837.8//TH1//8570

英語学習

837.8//TH1//8697

英語学習

837.8//TH1//8880

英語学習

837.8//TH1//8918

英語学習

837.8//TH1//9801

配置場所

請求記号

英語学習

830.4//E37//2149

英語学習

837.5//KA38//8740

英語学習

837.7//E66//2704

英語学習

837.7//H81//0218

英語学習

837.7//H96//4372

英語学習

837.7//KO22//0212

英語学習

837.7//Z2//0201

書名
ニューヨークの恋人 : Kate & Leopold. -- DHC, 2002.6. -- (DHC完全字幕シリー
名作映画いいとこだけの英会話 / 上野陽子著. -- ダイヤモンド社, 2011.2.
ウォール街 / フォーインクリエイティブプロダクツ編集 ; 室井美稚子監修. -- 改訂版.
-- フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay ; 42 . 外国映画英語シナリオ).
The sting / screenplay by David S. Ward ; フォーインクリエイティブプロダクツ編集. - フォーイン クリエイティブ プロダクツ. -- (Screenplay : 外国映画英語シナリオ).
Rocky / written by Sylvester Stallone ; フォーインクリエイティブプロダクツ編集. -[1] - 5. -- フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay : 外国映画英語シナリ
Total recall / screenplay by Ronald Shusett, Dan O'Bannon, Gary Goldman ; フォー
インクリエイティブプロダクツ編集. -- フォーインクリエイティブプロダクツ. -(Screenplay : 外国映画英語シナリオ).
プリティ・ブライド : シナリオ対訳 / サラ・パリオット, ジョサン・マクギボン著 ; 藤田真利
子訳. -- 愛育社, 1999.10.
トゥルーマン・ショー : シナリオ対訳 / アンドリュー・ニコル著 ; 照井しずか,荒川良訳.
-- 愛育社, 1999.3.
E.T. / フォーインクリエイティブプロダクツ編集. -- 改訂版. -- フォーインクリエイティ
ブプロダクツ. -- (Screenplay ; 1).
麗しのサブリナ / Ernest Lehman原作シナリオ ; 池下裕次, Kim A. Lutz編集. -フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay ; 73 . 外国映画英語シナリオ).
ロスト・ワールド : ジュラシック・パーク / フォーインクリエイティブプロダクツ編. -フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay : 名作映画完全セリフ集).
ローマの休日 / Ian McLellan Hunter, John Dighton [脚本] ; 曽根田憲三翻訳. -フォーインスクリーンプレイ事業部 (発売), 2008.3. -- (Screenplay ; classic . 名作映
追いつめられて / フォーインクリエイティブプロダクツ編集 ; 山田均翻訳・解説. -フォーインクリエイティブプロダクツ. -- (Screenplay ; 46).
インデペンデンス・デイ / フォーインクリエイティブプロダクツ編集. -- フォーインクリ
エイティブプロダクツ. -- (Screenplay : 名作映画完全セリフ集 ; No. 83).
【多読ベスト
多読ベスト】
ベスト】
書名
The phantom of the opera / Jennifer Bassett. -- : [book with audio CD], : audio
CD. -- Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series
editor, Jennifer Bassett ; Fantasy & horror ; stage 1).
Aladdin and the enchanted lamp / retold by Judith Dean ; illustrated by Thomas
Sperling. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford University Press, c2008.
-- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Fantasy & horror ;
London / John Escott. -- : pbk, : audio CD, : [book with audio CD]. -- Oxford
University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer
Bassett ; Factfiles ; stage 1).
Dirty money / Sue Leather. -- [paperback plus audio CD pack ed.]. -- Cambridge
University Press, 2006. -- (Cambridge English readers ; Starter level).
Bad love / Sue Leather. -- [paperback plus audio CD pack ed.]. -- Cambridge
University Press, 2003. -- (Cambridge English readers ; Level 1).
Frog and toad all year / by Arnold Lobel. -- : lib. bdg, : pbk. -- Harper Collins,
c1976. -- (An I can read book ; 2).
Inspector Logan / Richard MacAndrew. -- : pbk, [pbk plus audio CD]. -Cambridge University Press, 2002. -- (Cambridge English readers ; level 1).
The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain ; retold by Nick Bullard ; illustrated by
Paul Fisher Johnson. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford University
Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ;
The adventures of Tom Sawyer / Mark Twain ; retold by Jacqueline Kehl. -- [book
and audio CD pack ed.]. -- Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 1).
White death / Tim Vicary. -- : [book], : audio CD, : [book with audio CD]. -Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor,
Jennifer Bassett ; Thriller & adventure ; stage 1).
Apollo 13 / adapted from the junior novelization by Dina Anastasio ; based on the
motion picture screenplay written by William Broyles, Jr. & Al Reinert, and John
Sayles ; based on the book Lost moon by Jim Lovell and Jeffrey Kluger ; retold by
The life and times of William Shakespeare / Jennifer Bassett. -- : [book with 2audio
CDs], : [2 audio CDs]. -- Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms
library / series editor, Jennifer Bassett ; True stories ; stage 2).
Alice in wonderland / Lewis Carroll ; retold by Mary Tomalin. -- New ed. -Pearson Education, 2000. -- (Penguin readers ; level 2).
Alice's adventures in wonderland / Lewis Carroll ; retold by Jennifer Bassett ;
illustrated by Nilesh Mistry. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford
University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer
Alice in wonderland / Lewis Carroll ; retold by Mary Tomalin. -- : [CD pack]. -Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 2).
The sheep-pig / Dick King-Smith ; retold by Chris Grant-Bear. -- [book], [book
and CD pack]. -- Pearson Education, 2008, c1997. -- (Penguin readers ; level 2).
Frog and toad together / by Arnold Lobel. -- : lib. bdg, : pbk. -- Harper Collins,
c1972. -- (An I can read book ; 2).

3

巻号次

[1]

巻号次
: [book
with audio
CD]
: [book
with audio
CD]
: [book
with audio
CD]

配置場所
英語学習
英語学習

請求記号
837.8//N68//3208
837.8//U45//9832

英語学習

837.7//W55//0208

英語学習

837.7//W38//0194

英語学習

837.7//ST1//0196

英語学習

837.7//SH99//0195

英語学習

837.7//P25//4005

英語学習

837.7//N71//4006

英語学習

837.7//MA72//0207

英語学習

837.7//L52//4363

英語学習

837.7//KO22//0217

英語学習

837.7//H98//4367

英語学習

837.7//G22//6924

英語学習

837.7//D66//0216

配置場所

請求記号

多読（初級）1 837.7//B26//7535
多読（初級）1 837.7//A41//8206
多読（初級）1 837.7//E72//8191
多読（初級）1 837.7//L48//8712
多読（初級）1 837.7//L48//8732

: lib. bdg

多読（初級）1 837.7//L77//7790

[pbk plus
多読（初級）1 837.7//MA13//8730
audio CD]
: [book
with audio 多読（初級）1 837.7//TW//7530
CD]
多読（初級）1 837.7//TW//8373
: [book]

多読（初級）1 837.7//V67//8204

: [CD
pack]

多読（初級）2 837.7//A46//8387

: [book
with
2audio

多読（初級）2 837.7//B26//7537
多読（初級）2 837.7//C22//3918
多読（初級）2 837.7//C22//8144

: [CD
多読（初級）2 837.7//C22//8389
pack]
[book and
多読（初級）2 837.7//KI43//7501
CD pack]
: lib. bdg

多読（初級）2 837.7//L77//7772

書名
Frog and toad are friends / by Arnold Lobel. -- : Lib. bdg, : pbk. -- Harper & Row,
c1970. -- (An I can read book ; 2).
Days with Frog and Toad / by Arnold Lobel. -- : lib. bgd, : pbk. -- Harper Collins,
c1979. -- (An I can read book ; 2).
Uncle Elephant / by Arnold Lobel. -- : lib. bdg, : pbk. -- Harper & Row. -- (An I
can read book ; 2).
Anne of Green Gables / L. M. Montgomery ; retold by Clare West ; illustrated by
Kate Simpson. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford University Press,
c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Human
Heidi / Johanna Spyri ; retold by John Escott. -- [book], [book and CD pack]. -Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 2).
Gulliver's travels / Jonathan Swift ; retold by Pauline Francis. -- : [CD pack]. -Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 2).
Pirates of the Caribbean : the curse of the Black Pearl / adapted by Irene Trimble ;
based on the screenplay by Ted Elliott & Terry Rossio and screen story by Ted
Elliott & Terry Rossio and Stuart Beattie and Jay Wolpert ; based on Walt Disney's
Ugly Betty. -- : [CD pack]. -- Scholastic, 2009. -- (Scholastic reader ; Level 2).
The devil wears Prada / Lauren Weisberger. -- Mary Glasgow Magazines
(Scholastic), 2008. -- (Scholastic reader ; Level 2).
Lizzie Zipmouth / Jacqueline Wilson ; illustrated by Nick Sharratt. -- Young Corgi,
A Christmas carol / Charles Dickens ; retold by Clare West ; illustrated by Ian
Miller. -- : [book with 2audio CDs], : [2 audio CDs]. -- Oxford University Press,
c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Classics ;
Elizabeth : the golden age. -- : pbk, : [CD pack]. -- Scholastic, 2009. -(Scholastic reader ; Level 3).
アメリカ民話傑作集 = American folklore / ラルフ・マッカーシー著. -- 研究社出版,
Hamlet / William Shakespeare ; retold by Chris Rice. -- Pearson Education, 2006. - (Penguin readers ; Level 3).
The Beatles / Paul Shipton. -- : [CD pack]. -- Pearson Education, 2008. -(Penguin readers ; level 3).
Dracula / Bram Stoker ; retold by Chris Rice. -- : [CD pack]. -- Pearson
Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 3).
Becoming Jane / Sarah Williams and Kevin Hood ; retold by Paola Trimarco. -- :
[CD pack]. -- Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 3).
But was it murder ? / Jania Barrell. -- [paperback plus audio CD pack ed.]. -Cambridge University Press, 2000. -- (Cambridge English readers ; Level 4).
Murder on the orient express / by Agatha Christie ; retold by Fiona Beddall. -- :
[CD pack]. -- Pearson Education, 2009. -- (Penguin readers ; level 4).
Charlie and the chocolate factory / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. -1st ed. -- Kodansha International, 2005. -- (Kodansha English library ; [179]).
Charlie and the great glass elevator / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. -Puffin Books, 2005. -- (Puffin modern classics).
American pie : slice of life essays on America and Japan / [Kay Hetherly]. -- NHK
Publishing, 2000.
The Amsterdam connection / Sue Leather. -- [paperback plus audio CD pack ed.].
-- Cambridge University Press, 2001. -- (Cambridge English readers ; Level 4).
My fair lady / Alan Jay Lerner ; retold by Derek Strange. -- New ed. -- Pearson
Education, 1999. -- (Penguin readers ; Level 3).
Strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde / by R.L. Stevenson ; edited with notes by
Tetsuo Aramaki. -- 開文社出版, 1959.3. -- (開文社出版英文選書 ; 112).
The wizard of OZ / L. Frank Baum ; illustrations by Yukiko Miki. -- Kodansha
International, 1991.8. -- (Kodansha English library ; 74).
A child called "it" : one child's courage to survive / Dave Pelzer. -- 1st ed. -Kodansha International, 2004, c1995. -- (Kodansha English library ; 177).
Charlie and the chocolate factory / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. -Puffin Books, 2004. -- (Puffin modern classics).
Matilda / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. -- Puffin Books, 2004, c1988.
-- (Puffin modern classics).
Harry Potter and the philosopher's stone / J.K. Rowling. -- Bloomsbury, 1999.
Harry Potter and the sorcerer's stone / by J.K. Rowling ; illustrations by Mary
Grandpré. -- : pbk. -- Scholastic, 1999.
Charlotte's web / by E.B. White ; pictures by Garth Williams. -- Harper Trophy, a
division of HarperCollins, c1980.
【多読ガイドブック
多読ガイドブック】
ガイドブック】
書名
ペーパーバック倶楽部 : 300冊のジャンル&レベル別特選洋書ガイド 文庫感覚で読
めるたのしい英語の世界 / アルクCAT編集部編. -- アルク, 1991.9.
英語多読法 : やさしい本で始めれば使える英語は必ず身につく / 古川昭夫著. -小学館, 2010.6. -- (小学館101新書 ; 083).
英語多読完全ブックガイド : めざせ!1000万語 : 多読におすすめの洋書、約一万三
千冊のデータを紹介! = The complete book guide for extensive reading / 古川昭夫,
神田みなみ編著 ; 黛道子 [ほか] 著. -- 改訂第3版. -- コスモピア, 2010.4.

4

巻号次

配置場所

請求記号

: Lib. bdg 多読（初級）2 837.7//L77//7789
: lib. bgd

多読（初級）2 837.7//L77//7791

: lib. bdg

多読（初級）2 837.7//L77//7796

: [book
with audio 多読（初級）2 837.7//MO38//8829
CD]
[book and
多読（初級）2 837.7//SP9//7498
CD pack]
: [CD
多読（初級）2 837.7//SW7//8399
pack]
[book and
多読（初級）2 837.7//TR5//8419
CD pack]
多読（初級）2 837.7//U55//8720
多読（初級）2 837.7//W55//8717
pbk
: [book
with
2audio

多読（初級）2 933.7//W75//7782

: pbk

多読（中級）3 837.7//E47//8726

多読（中級）3 837.7//D72//7551

多読（中級）3 837.7//MA13//9245
多読（中級）3 837.7//SH12//3953
: [CD
pack]
: [CD
pack]
: [CD
pack]

多読（中級）3 837.7//SH79//7504
多読（中級）3 837.7//ST7//8474
多読（中級）3 837.7//W74//8468
多読（中級）4 837.7//B24//8748

: [CD
pack]

多読（中級）4 837.7//C58//9974
多読（中級）4 837.7//D13//8628
多読（中級）4 933.7//D13//8642
多読（中級）4 837.7//H53//8637
多読（中級）4 837.7//L48//8750
多読（中級）3 837.7//L56//3925
多読（上級）5 837.7//ST5//1669
多読（上級）6 837.7//B28//8616
多読（上級）6 837.7//P36//8625
多読（上級）6 933.7//D13//7275
多読（上級）6 933.7//D13//7788
多読（上級）6 933.7//R78//5719

: pbk

多読（上級）6 933.7//R78//7374
多読（上級）6 933.7//W68//7794

巻号次

配置場所

請求記号

英語学習

019//A41//5063

英語学習

830.7//F93//2965

英語学習

830.7//F93//8717

