
2022年3月時点

No. 分類 タイトル 著者名 出版者 備考
1 旅行ガイド 地球の歩き方 Ａ２９ 北欧　デンマーク ノルウェー スウェーデン フィンランド 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年~2022年版
2 旅行ガイド 地球の歩き方  Ａ２６ チェコ ポーランド スロヴァキア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
3 旅行ガイド 地球の歩き方  Ａ１７ ウィーンとオーストリア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
4 旅行ガイド 地球の歩き方  Ａ１４ ドイツ 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年~2022年版
5 旅行ガイド 地球の歩き方  Ａ１９ オランダ ベルギー ルクセンブルク 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年~2022年版
6 旅行ガイド 地球の歩き方  Ａ２０ スペイン 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年〜2021年版
7 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｂ１６ カナダ 地球の歩き方編集室 学研プラス 2019年~2020年版
8 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｃ１１ オーストラリア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年~2022年版
9 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｃ１２ ゴールドコースト＆ケアンズ グレートバリアリーフ ハミルトン島 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版

10 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ１０ 台湾 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
11 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ１１ 台北 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
12 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ１８ バンコク 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年~2022年版
13 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ１９ マレーシア ブルネイ 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
14 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ２１ ベトナム 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年~2022年版
15 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ２５ インドネシア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
16 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ２７ フィリピン 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
17 旅行ガイド 地球の歩き方  Ｄ３７ 韓国 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2020年~2021年版
18 旅行エッセイ（異文化理解） 週末バンコクでちょっと脱力 下川裕治 朝日新聞出版
19 旅行エッセイ（異文化理解） 週末台湾でちょっと一息 下川裕治 朝日新聞出版
20 旅行エッセイ（異文化理解） 週末ベトナムでちょっと一服 下川裕治 朝日新聞出版
21 旅行エッセイ（異文化理解） 週末香港・マカオでちょっとエキゾチック 下川裕治 朝日新聞出版
22 旅行エッセイ（異文化理解） 週末ソウルでちょっとほっこり 下川裕治 朝日新聞出版
23 旅行エッセイ（異文化理解） 週末シンガポール・マレーシアでちょっと南国気分 下川裕治 朝日新聞出版
24 旅行エッセイ（異文化理解） 週末ちょっとディープな台湾旅 下川裕治 朝日新聞出版
25 旅行エッセイ（異文化理解） 週末ちょっとディープなタイ旅 下川裕治 朝日新聞出版
26 旅行エッセイ（異文化理解） 週末ちょっとディープなベトナム旅 下川裕治 朝日新聞出版
27 旅行エッセイ（異文化理解） 深夜特急1―香港・マカオ― 沢木耕太郎 新潮社
28 旅行エッセイ（異文化理解） 深夜特急2―マレー半島・シンガポール― 沢木耕太郎 新潮社
29 旅行エッセイ（異文化理解） 深夜特急3―インド・ネパール― 沢木耕太郎 新潮社
30 旅行エッセイ（異文化理解） 深夜特急4―シルクロード― 沢木耕太郎 新潮社
31 旅行エッセイ（異文化理解） 深夜特急5―トルコ・ギリシャ・地中海― 沢木耕太郎 新潮社
32 旅行エッセイ（異文化理解） 深夜特急6―南ヨーロッパ・ロンドン― 沢木耕太郎 新潮社
33 旅行エッセイ（異文化理解） 旅する力―深夜特急ノート― 沢木耕太郎 新潮社
34 短期留学準備 ひとり歩きのホームステイ・留学英語 JTBパブリッシング JTBパブリッシング
35 研究、理系の英語学習、留学 理系のための研究生活ガイド　第2版　テーマの選び方から留学の手続きまで 坪田一男 講談社
36 語学に親しむ（英語） 笑う英会話 草下シンヤ 彩図社
37 語学に親しむ（英語） 笑う英会話２ 草下シンヤ 彩図社
38 語学に親しむ（英語） 起きてから寝るまで英語表現1000　海外旅行編 吉田研作、荒井貴和、武藤克彦 アルク
39 語学に親しむ（英語） 改訂第二版　起きてから寝るまで英単語帳 荒井貴和、武藤克彦 アルク
40 語学に親しむ（英語） イラストでわかる日常生活の英語表現―英語/日本語版 (日本語) 大型本 ロ−レンス・J．ヅヴァイヤ− 三善
41 語学学習 ３６歳からオンライン英会話をはじめたら英語で仕事ができるようになりました 嬉野克也 KADOKAWA
42 語学学習 難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください！ スティーブ・ソレイシィ、大橋弘祐 文響社
43 留学準備（TOEFL） はじめてのTOEFL iBT®テスト総合対策 西部有司、内宮慶一 アスク
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44 留学準備（IELTS） Complete IELTS Bands 4–5 Student's Book with Answers with CD-ROM Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman Cambridge English
45 留学準備（IELTS） Complete IELTS Bands 5–6.5 Student's Book with Answers with CD-ROM (英語) Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman Cambridge English
46 留学準備（IELTS） ケンブリッジのIELTS公式ガイド アカデミック&ジェネラル・トレーニング(解答・DVD-ROM付き) (英語) Pauline Cullen, Amanda French, 
Vanessa Jakeman Cambridge English
47 語学学習、英語面接対策 話す英語 (実戦力徹底トレーニング) 愛場吉子、吉田研作、和泉伸一 アルク
48 語学学習、英語面接対策 1万人を面接した元・外資人事部長が教える 英文履歴書の書き方・英語面接の受け方 鈴木美加子 日本実業出版社
49 語学に親しむ（英語以外） イラストでわかる　はじめてのハングル(日本語) 八田靖史、hime 高橋書店
50 語学に親しむ（英語以外） CD付き オールカラー すぐに話せる! 韓国語会話 (日本語) 単行本（ソフトカバー） 金孝珍 ナツメ社
51 日本文化を英語で紹介 英語で言いたい日本語の慣用表現 柴田真一、鶴田知佳子 アルク
52 日本文化を英語で紹介 英語でガイド!世界とくらべてわかる日本まるごと紹介事典 (日本語) 江口裕之 Jリサーチ出版
53 日本文化を英語で紹介 英語で語る 日本事情2020 (日本語) 単行本 江口裕之 ジャパンタイムズ
54 日本文化を英語で紹介 イラストで解る! 英語で日本のしきたりと文化を伝える本 (日本語) 単行本 荒井弥栄 二見書房
55 日本文化を英語で紹介 カラー改訂版 CD付 日本のことを1分間英語で話してみる (日本語) 広瀬直子 KADOKAWA
56 語学に親しむ（英語以外） 新ゼロからスタート中国語 会話編 王 丹 Jリサーチ出版
57 語学に親しむ（英語以外） 新ゼロからスタート中国語 文法編 王 丹 Jリサーチ出版
58 異文化理解 フィンランド豊かさのメソッド 堀内都喜子 集英社
59 異文化理解 ヒュッゲ 365日「シンプルな幸せ」のつくり方 マイク・ヴァイキング 三笠書房
60 異文化理解 フィリピンのことがマンガで3時間でわかる本 鈴木紘司、坂本直弥 明日香出版社
61 異文化理解 人名の世界地図 （カラー新版） 21世紀研究会 文藝春秋
62 異文化理解 全196ヵ国おうちで作れる世界のレシピ 本山尚義 ライツ社
63 異文化理解 イラスト図解 社会人として必要な世界の宗教のことが３時間でざっと学べる 池上彰 KADOKAWA
64 異文化理解 最新 世界紛争地図 66の地図で見る世界の紛争 パスカル・ボニファス、ユベール・ヴェドリーヌ ディスカヴァー・トゥエンティワン
65 SDGs 世界でいちばん素敵なSDGsの教室 小林亮 三才ブックス
66 SDGs WE HAVE A DREAM 201カ国202人の夢×SDGs WORLD DREAM PROJECT いろは出版
67 歴史 ベトナム戦記［新装版］ 開高健 朝日新聞出版
68 歴史 輝ける闇 開高健 新潮社
69 歴史 夏の闇 開高健 新潮社
70 語学に親しむ（日本語） にほんごを　まなぼう 文部省 ぎょうせい 閲覧のみ（貸出不可）
71 語学に親しむ（日本語） 日本語を学ぼう〈2〉 文部省 ぎょうせい 閲覧のみ（貸出不可）
72 受入留学生対応 誰でも使える！　病気・けが・救助の英・中会話表現 聖路加国際病院 アルク
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