
A20
テーマ展示のリストです。

資料探しにご活用ください。

請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

N081-14-1701B 英語達人塾 : 極めるための独習法指南 斎藤兆史著 中央公論新社 2003.6

N830.2-87 物語英語の歴史 P.グッデン著 悠書館 2012.1

N830.7-230-2 決定版英語シャドーイング 門田修平, 玉井健共著 コスモピア 2005.2

N830.7-230-2B 決定版英語シャドーイング 門田修平, 玉井健共著 コスモピア 2005.2

N830.7-323 これが正しい!英語学習法 斎藤兆史著 筑摩書房 2007.1

N830.7-392
LIVE from オーストラリア : 学んで旅するシド
ニー&メルボルン

木谷朋子著 ジャパンタイムズ 2009.2

N830.7-393
Live from N.Y. : ニューヨークをまるごと聞き取ろ
う!

ジャパンタイムズ編 ジャパンタイムズ 2000.6

N830.7-416
Study skills for college English : writing,
reading, presentations

慶應義塾大学経済学部英
語部会編著

慶応義塾大学出版会 2011.4

N830.7-418 世界とつながるTwitter英語学習法 本間正人 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

2010.6

N830.7-429 iPhone英語勉強法 : 書く&話すトレーニング 松本秀幸著 日本実業出版社 2012.2

N830.7-446B
英語シャドーイング練習帳 : 台本なしのな
ま音声を聞き取る

玉井健監修・著 コスモピア 2012.12

N831.1-172
4カ国の英語リスニング強化ブック : アメリカ&イ
ギリス&オーストラリア&カナダ

キャサリン・フランセス, デ
リック・マイロ・カイトリン
ガー共著

ジャパンタイムズ 2007.12

N831.1-175
決定版英語シャドーイング超入門 : リスニン
グ力と会話力UP!

玉井健著 コスモピア 2008.5

N831.1-175B
決定版英語シャドーイング超入門 : リスニン
グ力と会話力UP!

玉井健著 コスモピア 2008.5

N831.1-180
英語を聞ける耳を作ろう : リスニング・トレーニン
グ・ブック

藤沼千晴著 ベレ出版 2009.2

N831.1-196
絶対『英語の耳』になる!NEWSリスニング超難関
トレーニング50

長尾和夫, アンディ・バー
ガー著

三修社 2012.2

N832-45
英単語語源ネットワーク : 語彙力アップの決め
手!

クリストファー・ベルトン, 長
沼君主共著

コスモピア 2010.6

N834.4-32 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 IBCパブリッシング 2012.1

N834.4-33 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 IBCパブリッシング 2012.1

N834-90 コーパス練習帳パーフェクト 投野由紀夫著 日本放送出版協会 2008.6

N834-99
トーキング・ボディ : 英語からだ表現辞典 =
the talking body

稲葉茂生, ウィリアム・I.エリ
オット, 西原克政著

港の人 2009.1

N835.28-16
冠詞マスター教本 : 冠詞の意味と使い方が豊
富な例文とイラスト図解で分かる

石井隆之著 ベレ出版 2003.11

N835.29-3 数量表現の英語トレーニングブック 大島さくら子著 ベレ出版 2009.10

N835.5-60
英語の類義語「動詞」使い分けBOOK : 英語の
動詞のニュアンスを場面・状況別に使い分けら

清水建二著 ベレ出版 2003.6

N835.64-27 道を歩けば前置詞がわかる 宗宮喜代子 [ほか] 著 くろしお出版 2007.12

N835.64-30
「なぜ」がわかる動詞+前置詞 : イメージと理屈
でわかる句動詞 : 前置詞・副詞のイメージをおさ

中川右也, 土屋知洋著 ベレ出版 2011.8

N835.64-31
英語の冠詞・前置詞完全マスターブック :
イメージで覚えれば簡単!

尾崎哲夫著 ダイヤモンド社 2005.6

司書のおすすめD　第20回 英語を磨く！
　展示期間　2013年4～5月
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請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

N837.5-149
英字新聞が頭からどんどん読みくだせる! :
キーフレーズ先取り式 : ビジネス・経済

DHC文化事業部編著 DHC 2012.7

N837.8-109 アメリカで生活する英語表現集 長井千枝子著 ベレ出版 2002.8

N837.8-169 英語で上手に質問する : 聞き上手になるために 崎村耕二著 創元社 2006.7

N837.8-173
イギリス暮らしの英語表現 : 英国のホストファミ
リー滞在12カ月

津野志摩子著 ベレ出版 2006.11

N837.8-192
相手にどんどん質問する英会話 : 会話上手にな
るための720文例

浦島久, クライド・ダブン
ポート共著

研究社 2008.5

N837.8-199
ドクター・ヴァンスの英語で考えるスピーキング :
すらすら話すための7つの思考法

ウィリアム A.ヴァンス著 ダイヤモンド社 2009.2

N837.8-200
ネイティブがよく使う英会話表現ランキング : 日
本語から引ける

小林敏彦, Shawn
M.Clankie著

語研 2009.1

N837.8-205 ネットで楽しく英語コミュニケーション 松本青也編著 大修館書店 2009.10

N837.8-222
英語で雑談 (スモールトーク)! : ネイティブと気
軽に楽しむ : 218 small talk samples that work

Nathan Long著 語研 2010.8
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