２F企画展示

展示期間：2019年10月9日-23日

図書館で英語学習
学情センター5階には英語学習コーナーがあります。
「英会話のコツをつかみたい」「リーディングの質を上げたい」など
学習のきっかけに応じて、様々な図書を用意しています。
また、たくさんの本を読んで英語を学習する「多読」コーナーもあります。
今回の展示では、みなさんの英語学習のサポートになる本を集めました。
書名

配置場所

請求記号

2F学生選書

369.7//KA95//1147

英語はアジアで学べばうまくいく / 星野達彦著. -- 秀和システム, 2013.7.

2F学生選書

830.7//H92//4613//西田蔵書

英語を暗記しないでモノにする方法 / 関正生著. -- 中経出版, 2012.12.

2F学生選書

830.7//SE24//4611//西田蔵書

2F学生選書

830.79//KO92//1082

2F学生選書

830.79//KO92//1083

中学英語でできる1日観光ツアー / 川本佐奈恵著. -- Jリサーチ出版, 2018.8. -- (ゼロからス
タート英語ボランティア : 世界中に友達の輪を広げよう! ; 観光ガイド編).

完全攻略!TOEFL iBTテストリーディングリスニング / コチェフ アレクサンダー著. -- アル
ク, 2018.1.
完全攻略!TOEFL iBTテストスピーキングライティング / コチェフ アレクサンダー著. -- ア
ルク, 2018.1.

動詞キャラ図鑑 : 核心のイメージがわかる! / 関正生, 煙草谷大地著. -- 新星出版社, 2018.7. 2F学生選書
絵をみてパッとおぼえる英文法 / カナヘイ, リサ・ヴォート著. -- DHC, 2017.12. -- (カナヘ

835.5//SE24//1078

2F学生選書

835//KA43//1079

3F開架新体系

015.6//N87//3364

3F開架新体系

430.7//MI77//3427

3F開架新体系

460.7//A46//6297

3F開架新体系

460.7//I33//4449

3F開架新体系

520.7//Y48//4373

3F開架新体系

830.7//N93//4166

3F開架新体系

835//Y78//5935

3F開架新体系

836.6//TH1//1653

究極の英語ライティング = Ultimate English writing / 遠田和子著. -- 研究社, 2018.10.

3F開架新体系

836//E59//0841

ネイティブがよく使う順英会話スピード表現520 / 原田高志著. -- KADOKAWA, 2013.10.

3F開架新体系

837.8//H32//4910

英会話瞬速トレーニングgold / 佐藤誠司, 小池直己著. -- ジャパンタイムズ, 2012.5.

3F開架新体系

837.8//SA85//9864

4F開架新体系

670.93//KO78//8448

4F開架新体系

670.93//SH19//6580

4F新書版

670.93//SE43//1136

4F新書版

670.93//SE43//9760

4F新書版

835//I89//5401

イの小動物 = Kanahei's small animals).
図書館多読のすすめかた / 西澤一, 米澤久美子, 粟野真紀子編著. -- 日本図書館協会, 2019.2.
-- (JLA図書館実践シリーズ ; 40).
化学英語30講 : リーディング・文法・リスニング / 宮本惠子著. -- 朝倉書店, 2017.10. -(やさしい化学30講シリーズ ; 5).
ポール・アンダーセンの生命科学英語入門 / ポール・アンダーセン, 野島博著. -- 講談社,
2012.7.
バイオ英語入門 / 池北雅彦, 田口速男著. -- 講談社, 2013.3. -- (新バイオテクノロジーテキ
ストシリーズ).
そのまま使える建築英語表現 = Ready-to-use Architectural English Expressions / 山㟢一
也著. -- 学芸出版社, 2016.10.
超「速音読」英語勉強法 : ネイティブの瞬発力が身につく! / 野島裕昭著. -- 日本実業出版
社, 2015.3.
ことわざ・格言を楽しみながら「骨組みの可視化図」で読み解く英文法の本質 / 横手隆弘
著. -- 三恵社, 2019.4.
デイビッド・セイン流なやまず書ける英文メール&SNSトレーニング / デイビッド・セイン
著 ; 古正佳緒里編集. -- 河出書房新社, 2018.11.

グローバルエリートのビジネス・キーワード100 : 成功を収めたリーダーたちの言葉の使い
方 / ロッシェル・カップ著. -- IBCパブリッシング, 2014.9.
すぐに使える接客英会話大特訓 : 誰でもカンタン・テキパキ対応できる! : 鉄板フレーズ810
/ 柴山かつの著. -- Jリサーチ出版, 2014.10.
みんな使える!こなれた英語201フレーズ / 関谷英里子著. -- 青春出版社, 2017.8. -- (青春新
書PLAY BOOKS ; P-1092).
中学英語をビジネスに生かす3つのルール / 関谷英里子著. -- NHK出版, 2012.11. -- (NHK
出版新書 ; 393).
逆転の英文法 : ネイティブの発想を解きあかす / 伊藤笏康著. -- NHK出版, 2014.10. -(NHK出版新書 ; 445).

書名
サバイバル英文読解 : 最短で読める!21のルール / 関正生著. -- NHK出版, 2017.6. -- (NHK
出版新書 ; 518).
日本人の9割が間違える英語表現100 / キャサリン・A・クラフト著 ; 里中哲彦編訳. -- 筑摩
書房, 2017.1. -- (ちくま新書 ; 1230).
ヤバいくらい使える英会話基本動詞40 / リック西尾著. -- ロングセラーズ, [2017.10]. -- (ロ
ング新書 . リック式「右脳」メソッド).
ヤバいくらい使える日常動作英語表現1100 / リック西尾著. -- ロングセラーズ, [2017.11]. - (ロング新書 . リック式「右脳」メソッド).

配置場所

請求記号

4F新書版

837.5//SE24//9968

4F新書版

837.8//C91//6183

4F新書版

837.8//R41//2334

4F新書版

837.8//R41//3366

現場で困らない!ITエンジニアのための英語リーディング / 西野竜太郎著. -- 翔泳社, 2017.8. 5F英語学習
トランプ演説集 : 生声CD : 対訳 = The speeches of Donald Trump / [トランプ述] ; 『CNN

007.35//N85//3169

5F英語学習

312.53//TR8//5786//西田蔵書

5F英語学習

407//KI29//0398

5F英語学習

407//KI29//0399

5F英語学習

407//KI29//0400

5F英語学習

407//KI29//0401

論文・レポートを読み書きするための理系基礎英語 / 臼井俊雄著. -- 技術評論社, 2018.7.

5F英語学習

407//U95//8945

世界をもてなす語学ボランティア入門 / イーオン著. -- 朝日出版社, 2017.5.

5F英語学習

801.7//I61//0605

映画のなかのちょっといい英語 / 原島一男著. -- 麗澤大学出版会.

5F英語学習

830.4//H32//3690

5F英語学習

830.7//KO67//1170

5F英語学習

830.7//R51//6849

英語多読 : すべての悩みは量が解決する! / 繁村一義, 酒井邦秀著. -- アルク, 2018.7.

5F英語学習

830.7//SH28//9863

新TOEICテスト厳選700問 : レベル別問題でスコアアップ! / 藤澤慶已著. -- DHC, 2010.1.

5F英語学習

830.79//F66//6822

5F英語学習

830.79//H46//0371

5F英語学習

830.79//I75//5137

5F英語学習

830.79//SA28//7002

5F英語学習

830.79//SH18//6994

5F英語学習

831.1//E37//2932

5F英語学習

831.1//MO63//9294

5F英語学習

831.1//MO66//1590

5F英語学習

831.1//Y43//5602

5F英語学習

834//MI68//2404

5F英語学習

834//MI73//6014

5F英語学習

836//B71//2480//西田蔵書

5F英語学習

836//E37//3367

English Express』編集部編. -- 朝日出版社, 2016.11. -- (ことばの力永久保存版).
生命科学編 / 近藤哲男著 ; アルク英語出版編集部編集. -- アルク, 2012.3. -- (キクタンサイ
エンス : 聞いて覚える理系英単語).
工学編 / 佐藤洋一著 ; アルク英語出版編集部編集. -- アルク, 2012.3. -- (キクタンサイエン
ス : 聞いて覚える理系英単語).
情報科学編 / 平井通宏著 ; アルク英語出版編集部編集. -- アルク, 2012.6. -- (キクタンサイ
エンス : 聞いて覚える理系英単語).
地球とエネルギー編 / 斎藤恭一著 ; アルク英語出版編集部編集. -- アルク, 2012.6. -- (キク
タンサイエンス : 聞いて覚える理系英単語).

文法ナビ / 小森道彦, 土屋知洋著. -- 海鳴社, 2014.3. -- (大学生のための英語の新マナビー /
瀬戸賢一監修 ; vol. 3).
どうすれば日本人は英語を話せるようになるのか!? : ハーバード大学とマサチューセッツ工
科大学で学んだ外国語習得法 / アンドリュー・ロビンス著. -- IBCパブリッシング, 2018.5.

新TOEICテスト800点と仕事で使える英語力を同時に手に入れる / 早川幸治著. -- 旺文社,
[2011.9].
TOEICテスト全パート完全攻略 / 石井辰哉著. -- 完全改訂版. -- アルク, 2014.10.
TOEICテスト600点突破リーディングパーフェクト講義 : 音声無料ダウンロード&別冊「問
題&構造分析編」つき / 坂口諭著. -- [学研教育出版].
TOEFL iBTテストはじめてゼミスピーキングの教科書 / 柴田由美子, Michael Ringen著. -ジャパンタイムズ, 2015.4.
AI、文学、100年時代の生き方 / 大野和基, ジャパンタイムズ編. -- ジャパンタイムズ,
2018.9. -- (英語で聞く知の最前線 : on the frontline of wisdom ; [1]).
ぐんぐん英語力がアップする音読パッケージトレーニング : 中級レベル / 森沢洋介著. -- ベ
レ出版, 2011.3. -- (CD book).
映画英語のリスニング : ボトムアップ式 : New York detective story / 森田勝之著. -- 新装
版. -- DHC, 2007.9. -- (CD book).
瞬時にわかる英語リスニング大特訓 : カンタン英語を聴きまくれ! : 精選704フレーズ / 山崎
祐一著. -- Jリサーチ出版, 2012.6.
日本人が必ず間違える英単語100 / 三輪裕範 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン,
2018.9.
単語ナビ / 宮畑一範, 瀬戸賢一著. -- 海鳴社, 2013.11. -- (大学生のための英語の新マナビー
/ 瀬戸賢一監修 ; vol. 1).
Instagram×English : 英語でインスタ! / ミカエラ・ブレスウェート著. -- ジャパンタイム
ズ, 2018.10.
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.

書名
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 - 2019年上半期. -- ジャパ
ンタイムズ, 1990-.
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 - 2019年上半期. -- ジャパ
ンタイムズ, 1990-.
見出しとリードで読み解く英語ニュース / ロッシェル・カップ著. -- 語研, 2014.7.
村上春樹「かえるくん、東京を救う」英訳完全読解 / 村上春樹原作 ; NHK出版編. -- NHK
出版, 2014.7.
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.
日本人の英語表現 / T・D・ミントン著 ; 国井仗司訳. -- 研究社, 2012.7.
アメリカホームスティ&留学の英会話 / 永野真司著 ; James A.Miller英文校閲. -- 三修社,
[2010.5].
留学英会話ハンドブック : Campus English A to Z / 仁木久恵, 田中典子, ウィリアム W. ウ
エスト著. -- 改訂版. -- 研究社, 2010.3.
人間関係をつくる英会話 : 日本人が知らなかった30のルール / 高橋朋子著. -- コスモピア,
2017.6.

配置場所

請求記号

5F英語学習

837.5//J24//2939

5F英語学習

837.5//J24//9373

5F英語学習

837.5//KO78//4218

5F英語学習

837.5//MU43//2892

5F英語学習

837.8//B33//9067

5F英語学習

837.8//MI47//7223

5F英語学習

837.8//N16//8688

5F英語学習

837.8//N73//8682

5F英語学習

837.8//TA33//2846

配置場所

請求記号

●英語多読図書
書名
Love or money? / Rowena Akinyemi. -- : [book with audio CD], : audio CD. -- Oxford
University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ;

5F多読（初級）1 837.7//A36//8148

Crime & mystery ; stage 1).
Japan / Rachel Bladon. -- : pbk, : [audio CD pack]. -- Oxford University Press, c2013. -(Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Factfiles ; stage 1).

5F多読（初級）1 837.7//B52//5534

Deserts / Janet Hardy-Gould. -- : pbk, : audio CD. -- Oxford University Press, 2009. -(Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ; Factfiles / series editor

5F多読（初級）1 837.7//H32//7526

Christine Lindop ; Stage 1).
Who is Bob Dylan? / by Jim O'Connor ; illustrated by John O'Brien ; : pbk, : hbk. -Grosset & Dunlap, c2013. -- (Who was--?).
英語で読む日本昔ばなし = Japanese folk tales / ジャパンタイムズ「週刊ST」編. -- Book
1 - Book 5. -- ジャパンタイムズ, 2005.7-.
Rich man poor man / T.C. Jupp ; [illustrated by Michael Charlton] ; audio CD. -Macmillan Heinemann ELT, 2005. -- (Macmillan readers ; 2, beginner level).
Frog and toad together / by Arnold Lobel. -- : lib. bdg, : pbk. -- Harper Collins, c1972. -(An I can read book ; 2).
The memory man. -- Heinle cengage learning, c2009. -- (Footprint reading library / Rob
Waring, series editor ; Level 2).
And then there were none / by Agatha Christie. -- IBCパブリッシング, 2014. -- (洋販ラ
ダーシリーズ ; Level 4(2000-word)).
Hamlet / William Shakespeare ; retold by Chris Rice. -- Pearson Education, 2006. -(Penguin readers ; Level 3).

5F多読（初級）1 837.7//W69//9520
5F多読（初級）2 837.7//J24//6150
5F多読（初級）2 837.7//J96//8659
5F多読（初級）2 837.7//L77//7772
5F多読（初級）2 837.7//ME38//9634
5F多読（中級）3 837.7//C58//8454
5F多読（中級）3 837.7//SH12//3953

Recycling / Sue Stewart. -- : pbk, : [book with 2audio CDs], : [2 audio CDs]. -- Oxford
University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor, Jennifer Bassett ;

5F多読（中級）3 837.7//ST8//7740

Factfiles ; stage 3).
Justice / Tim Vicary. -- Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library /
series editor, Jennifer Bassett ; Thriller & adventure ; stage 3).
Dinosaur builder. -- Heinle cengage learning, c2010. -- (Footprint reading library / Rob
Waring, series editor . National geographic ; Advanced 2600 headwords).

5F多読（中級）3 837.7//V67//8220
5F多読（中級）4 837.7//D76//5509

書名

配置場所

請求記号

The whispering knights / Penelope Lively ; retold by Clare West ; illustrated by Ernesto
Melo. -- Oxford University Press, c2008. -- (Oxford bookworms library / series editor,

5F多読（中級）4 837.7//L73//8240

Jennifer Bassett ; Fantasy & horror ; stage 4).
Natacha's animal rescue. -- Heinle cengage learning, c2010. -- (Footprint reading library
/ Rob Waring, series editor . National geographic ; Advanced 3000 headwords).
Space walk. -- Heinle cengage learning, c2010. -- (Footprint reading library / Rob
Waring, series editor . National geographic ; Advanced 2600 headwords).
Kyoto city guide / Chris Rowthorn. -- 4th ed. -- Lonely Planet, 2008.
Robots / John Jordan ; : pbk. -- MIT Press, c2016. -- (The MIT Press essential
knowledge series).

5F多読（中級）4 837.7//N57//5505
5F多読（中級）4 837.7//SP1//5506
5F多読（上級）5 291.62//R78//8650
5F多読（上級）5 548.3//J75//8343

Rudolf and Ippai Attena / Saito Hiroshi ; translated by Deborah Iwabuchi and Kazuko
Enda ; illustrated by Hanmo Sugiura. -- Kodansha, 2017. -- (Kodansha English library ;

5F多読（上級）5 837.7//SA25//1878

[210]).
The invisible man / H.G. Wells ; retold by T.S. Gregory ; [book], [book and CD pack],
[book and MP3 audio CD]. -- Pearson Education, 2008. -- (Penguin readers ; level 5).
Postmodernism : a very short introduction / Christopher Butler. -- Oxford University
Press, 2002. -- (A very short introduction ; 74).
The British Empire : a very short introduction / Ashley Jackson. -- Oxford University
Press, 2013. -- (Very short introductions ; 355).
Astrobiology : a very short introduction / David C. Catling. -- Oxford University Press,
2013. -- (Very short introductions ; 370).
Asura girl / Otaro Maijo ; translated by Stephen Snyder ; : pbk. -- Haikasoru, 2014.

5F多読（上級）5 837.7//W57//8520
5F多読（上級）6 118//B96//2819
5F多読（上級）6 233.06//J11//5557
5F多読（上級）6 440//C26//5572
5F多読（上級）6 913.6//MA31//7708

