
書名 著者 資料ID 請求記号 所在
山椒魚 井伏鱒二 138202 913.6||Ibu 書庫BF
穆斯林的葬礼 霍达 578613 923.7||Huo 分書庫2F
ジャン・クリストフ1-4 ロマン・ローラン 307211- 953||Rol||1 書庫BF

●「人生という挑戦」

書名 著者 資料ID 請求記号 所在
一年中わくわくしてた ロアルド・ダール 533177 938||Dah 書庫BF
YAWARA! (全29巻) 浦沢直樹 所蔵なし

●「鞄に一冊入れておきたい本」

ブックトークで紹介した本とその関連本
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書名 著者 資料ID 請求記号 所在
チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 512124 933||Dah 書庫BF

マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール 512126 933||Dah 書庫BF

まぜこぜシチュー ロアルド・ダール 533178 938||Dah 書庫BF

ことっとスタート ロアルド・ダール 512125 933||Dah 書庫BF

きゃくいんソング ロアルド・ダール 533208 931||Dah 書庫BF

Matilda Roald Dahl 553786 823.91||Dah 書庫3F

Charlie and the chocolate factory Roald Dahl 541955 823.91||Dah 書庫3F
弁護士村松謙一 . 漫画家浦沢直樹 . コンピュータ研究者石井裕
（プロフェッショナル仕事の流儀 13） 日本放送出版協会 526891 366.29||Puro|

|13  第2閲覧室

翻訳困りっ話 柳瀬尚紀 239986 801.7||Yan 書庫BF

悪いのは翻訳だ : あなたのアタマではない 別宮貞徳 339561 801.7||Bek 書庫BF

翻訳ってなんだろう? : あの名作を訳してみる 鴻巣友季子 628181 801.7||Kon 書庫BF

サラダ記念日 俵万智 326715 911.168||Taw  書庫BF

滑走路 : 歌集 萩原慎一郎 647919 911.168||Hag 書庫BF

ビートルズ全歌詩集 380792 931||Bito 書庫BF

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 636154 726.5||Yos 書庫BF

思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ 635427 914.6||Yos 書庫BF

欲が出ました ヨシタケシンスケ 644123 914.6||Yos 第2閲覧室

こちらもいかがですか？

書名 著者 資料ID 請求記号 所在
[中国語] 山椒魚 井伏鱒二 433320 913.6||Ribe||40 分書庫2F

[ドイツ語] Pflaumenblüten in der Nacht : Erzählungen Ibuse Masuji 426552 895.635||Ibu 分書庫3F

[英語] 山椒魚 Salamander and other stories Masuji Ibuse 485910 895.635||Ibu 書庫3F

[フランス語] La salamandre Masuji Ibuse 460650 895.635||Ibu 分書庫3F

[フランス語] Jean-Christophe Romain Rolland 036087  843.91||Rol 書庫BF

イスラームを読む : クルアーンと生きるムスリムたち 小杉泰 618921 167||Kos 第2閲覧室
食卓から覗く中華世界とイスラーム 砂井紫里 579530 383.8||Sai 分閲覧室
中国のムスリムを知るための60章 中国ムスリム研究会 572776 302.228||Chug 分閲覧室
お隣りのイスラーム : 日本に暮らすムスリムに会いにいく 森まゆみ 641405 167||Mor 第2閲覧室
写真集ロマン・ロラン ロマン・ロラン全集編集部 001048 958||Rom 書庫BF

私とあなたのあいだ : いま、この国で生きるということ 温又柔 645742 915.6||On 書庫BF

ジョイ・ラック・クラブ エィミ・タン 437198 933||Tan 第1閲覧室

こちらもいかがですか？



書名 著者 資料ID 請求記号 所在
ロシア語だけの青春 : ミールに通った日々 黒田龍之助 627110 880.77||Kur 書庫BF
物語を忘れた外国語 黒田龍之助 647144 804||Kur 書庫BF
外国語の水曜日 : 学習法としての言語学入門 黒田龍之助 465511 807||Kur 書庫BF

●「外国語学習者に読んでほしい本」

書名 著者 資料ID 請求記号 所在
銭湯図解 塩谷歩波 634829 673.9||Eny 第2閲覧室
かわいいロシアのA to Z : 愛おしくて素朴なデザインたち 井岡美保 630621 293.8||Iok 第2閲覧室
京都 : カフェと洋館アパートメントの銀色物語 川口葉子 583700 596.7||Kaw レファ
世界の郵便ポスト : 196ヵ国の平和への懸け橋 酒井正雄 608391 693||Sak 第2閲覧室
ネコ立ちあがる 岩合光昭 534742 748||Iwa ビジュ

書名 著者 資料ID 請求記号 所在
嫌われる勇気 岸見一郎 588625 146.1||Kis 第2閲覧室

●「人生について」

●「『現実逃避』しませんか？」

書名 著者 資料ID 請求記号 所在
翻訳できない世界のことば エラ・サンダース 611132 804||San 書庫BF
ロシア四季暦 Россия : четыре русских сезона 小宮豊 519447 293.8||Kom  書庫BF
フランスのポスター 平芳幸浩 623093 727.6||Hir 書庫BF
考える旅人世界のホテルをめぐって 山口由美 636307 290.9||Yam 書庫BF
ネコを撮る 岩合光昭 517890 743.6||Iwa 書庫BF
地球とは思えない世界の絶景 世界の絶景調査委員会 603955 290.9||Sek 書庫BF
世界の城塞都市 千田嘉博 597968 290.9||Seka 書庫BF
イギリスの田舎 ジョニー・ハイマス 519394 748||Hym 書庫BF
ぷちもふ。 もふ。研究会 583015 748||Mof 書庫BF
ほんわか鳥日和 叶内拓哉 607245 748||Kan 書庫BF
北欧やすらぎ散歩 ティンドラ・ドロッペ 593728 293.895||Tin 書庫BF
Christmas (クリスマス) 光村推古書院編集部 607244 748||Kuri 書庫BF
世界のおやつ：おうちで作れるレシピ100 鈴木文 648017 596.65||Suz 第2閲覧室

こちらもいかがですか？

書名 著者 資料ID 請求記号 所在
標準ロシア語入門 東一夫 565978 880.7||Azu 書庫BF
フィンランド語は猫の言葉 稲垣美晴 254704 893.61||Ina 書庫BF
外国語上達法 千野栄一 300540 807||Chi 書庫BF
細雪 上・中・下 谷崎潤一郎 138187- 913.6||Tan 書庫BF
犬神家の一族 横溝正史 199179 918.68||Yok 書庫BF
牛山羊の星座 イスカンデール 471383 983||Gend 書庫BF
[英語]きまぐれロボット The capricious robot Shinichi Hoshi 553488 895.635||Hos 書庫3F
[英語]ムーミン谷の彗星 Coment in moominland Tove Jansson 553497 894.54133||Jan 書庫3F
[スウェーデン語] Kometen Kommer（ムーミン谷の彗星） Tove Jansson 596058 894.54133||Jan 書庫3F
『アンナ・カレーニナ』を読む 名作に学ぶロシア語読本シリーズ 望月哲男 645130 887.5||Moc 書庫BF
ロシア語で読むカラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー原作 638241 887.7||Dos 書庫BF
はじめに財布が消えた・・・現代ロシア短編集 マーシャ・トラウブ 645251 983||Haj 書庫BF

こちらもいかがですか？

書名 著者 資料ID 請求記号 所在
「今、ここ」にある幸福 : happy to be here now 岸見一郎 637220 159||Kis 第2閲覧室
面白くてよくわかる！アドラー心理学 星一郎 601499 146.1||Omos 第2閲覧室
７つの習慣 コヴィー 647292 159||Cov 書庫BF

習慣の力 チャールズ・デュヒッ
グ 637572 141.75||Duh 書庫BF

「最近なにもかもうまくいかない」と思ったら読む本 心屋仁之助 581555 146.8||Kok 第1閲覧室
その悩み、エピクテトスなら、こう言うね 吉川浩満 642920 131.5||Yam 書庫BF
オプティミストはなぜ成功するか セリグマン 641752 159||Sel 第2閲覧室
本当の勇気は「弱さ」を認めること ブレネー・ブラウン 636458 159||Bro 第2閲覧室
20歳のときに知っておきたかったこと ティナ・シーリング 646120 159||See 第2閲覧室
本当の自分を生きる 榎本英剛 641434 159||Eno 第2閲覧室
世界の自己啓発50の名著 T・バトラー=ボードン 641712 019||But 第2閲覧室

こちらもいかがですか？
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