
日本語学

資料番号 著者 出版社 請求記号

100121516 「やさしい日本語」で伝わる!公務員のための外国人対応 岩田一成  栁田直美 著 学陽書房      318.3   /I       /

100054501 日本語という外国語 　 　荒川  洋平 　講談社      810     /A       /        

100106582 ソレ!へんてこな日本語です。 　 　冨士本昌恵 　パルコエンタテインメント事業部     810     /F       /        

000117994 二重言語国家・日本 　 　石川九楊∥著 　日本放送出版協会      810     /I       /        

100001205 日本語は生き残れるか 　 　井上史雄∥著 　ＰＨＰ研究所      810     /I       /        

100117803 「やさしい日本語」表現事典 　 　庵功雄 編著 　丸善出版      810     /I       /        

100122910 日本語はこわくない 　 　飯間浩明 著 　PHP研究所      810     /I       /        

000053363 日本語と国語学 　1 　柴田武∥〔ほか〕著 　岩波書店      810     /I       /1       

000053371 言語生活 　2 　国廣哲彌∥執筆 　岩波書店      810     /I       /2       

000053389 国語国字問題 　3 　千野栄一[ほか]∥著 　岩波書店      810     /I       /3       

000053397 敬語 　4 　南不二男[ほか]∥執筆 　岩波書店      810     /I       /4       

000053405 音韻 　5 　橋本萬太郎[ほか]∥著 　岩波書店      810     /I       /5       

000053413 文法Ⅰ 　6 　宮地裕∥〔ほか〕編 　岩波書店      810     /I       /6       

000053421 文法Ⅱ 　7 　宮地裕∥〔ほか〕編 　岩波書店      810     /I       /7       

000053439 文字 　8 　河野六郎[ほか]∥執筆 　岩波書店      810     /I       /8       

000053447 語彙と意味 　9 　宮島達夫[ほか]∥執筆 　岩波書店      810     /I       /9       

000053454 文体 　10 　築島裕[ほか]∥執筆 　岩波書店      810     /I       /10      

000053462 方言 　11 　柴田武∥〔ほか〕編 　岩波書店      810     /I       /11      

000053470 日本語の系統と歴史 　12 　風間喜代三[ほか]∥執筆 　岩波書店      810     /I       /12      

000053488 日本語研究の周辺 　別巻 　伊谷純一郎[ほか]∥執筆 　岩波書店      810     /I       /B       

100111541 教科書では教えてくれないゆかいな日本語   今野  真二   河出書房新社      810     /K       /

000133777 ２１世紀を生きぬく日本語力 　 　川本信幹∥著 　明治書院      810     /K       /        

100056035 あなたの日本語間違ってますよ！ 　 　北田  瀧 　小池書院      810     /K       /        

000146902 ケジメのない日本語 　 　影山太郎∥著 　岩波書店      810     /K       /        

100108562 コモリくん、ニホン語に出会う 　 　小森陽一 　KADOKAWA      810     /K       /        

書名



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

000147777 心に届く日本語 　 　重松清∥〔ほか〕著 　新潮社      810     /K       /        

000017335 日本語の特質 　 　金田一春彦∥著 　日本放送出版協会      810     /K       /        

000164400 日本語を知るための５１題 　 　加藤重広∥著 　研究社      810     /K       /        

100111541 教科書では教えてくれないゆかいな日本語 　 　今野真二 著 　河出書房新社      810     /K       /        

100110899 日本語が世界を平和にするこれだけの理由 　 　金谷武洋 　飛鳥新社      810     /K       /        

000009118 ことばの意味 　１ 　柴田武∥〔ほか〕著 　平凡社      810     /K       /1       

000009126 ことばの意味 　２ 　柴田武∥〔ほか〕著 　平凡社      810     /K       /2       

000009134 ことばの意味 　３ 　国広哲弥∥〔ほか〕著 　平凡社      810     /K       /3       

100117373 大人の言葉づかい言い換え便利帳 　 　日本語倶楽部 編 　河出書房新社      810     /N       /        

100079268 驚くべき日本語 　 　Roger Pulvers ∥ 著 　集英社インターナショナル      810     /P       /        

10011129 日本語びいき   清水由美   中央公論新社      810     /S       /

000146894 言い間違いはどうして起こる？ 　 　寺尾康∥著 　岩波書店      810     /T       /        

100116896 図解眠れなくなるほど面白い大人のための日本語と漢字　 　山口謠司 監修 　日本文芸社      810     /Y       /        

000102202 「する」と「なる」の言語学 　 　池上  嘉彦 　大修館書店      810.1   /I       /        

000018259 日本の言語学 　第１巻 　服部四郎∥〔ほか〕編集 　大修館書店      810.1   /N       /1       

000018267 日本の言語学 　第２巻 　服部四郎∥〔ほか〕編集 　大修館書店      810.1   /N       /2       

000018275 日本の言語学 　第３巻 　 　大修館書店      810.1   /N       /3       

000018283 日本の言語学 　第４巻 　 　大修館書店      810.1   /N       /4       

000018291 日本の言語学 　第５巻 　 　大修館書店      810.1   /N       /5       

000018309 日本の言語学 　第６巻 　 　大修館書店      810.1   /N       /6       

000018317 日本の言語学 　第７巻 　服部四郎∥〔ほか〕編集 　大修館書店      810.1   /N       /7       

000018325 日本の言語学 　第８巻 　服部四郎∥〔ほか〕編集 　大修館書店      810.1   /N       /8       

100106525 だめだし日本語論 　 　橋本  治 　太田出版      810.2   /H       /        

000118042 日本語の系統 　 　服部四郎∥著 　岩波書店      810.29  /H       /        

000118059 日本語はどこからきたのか 　 　大野晋∥著 　中央公論新社      810.29  /O       /        

000169839 日本語の謎 　 　裴学泰∥著 　文芸社      810.29  /P       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

000156703 岩波＊日本語使い方考え方辞典 　 　北原保雄∥監修 　岩波書店      810.36  /I       /        

100064567 言語と教育 　 　小山  悟 　くろしお出版      810.4   /        /        

100086784 日本人ですが、ただいま日本語見習い中です！　 　ふじいまさこ ∥ 漫画 　学研教育出版      810.4   /F       /        

000146936 失われた日本語、失われた日本 　 　林秀彦∥著 　草思社      810.4   /H       /        

100030816 日本人の知らない日本語 　 　蛇蔵＆海野凪子 　メディアファクトリー      810.4   /H       /        

100038660 日本人の知らない日本語　２ 　2 　蛇蔵＆海野凪子 　メディアファクトリー      810.4   /H       /2       

100049915 日本人の知らない日本語  3 　3 　蛇蔵＆海野凪子 　メディアファクトリー      810.4   /H       /3       

100064369 日本人の知らない日本語  4 　4 　蛇蔵＆海野凪子 　メディアファクトリー      810.4   /H       /4       

100064799 日本人の知らない日本語ドリル全235問 　 　海野  凪子 　メディアファクトリー      810.4   /H       /        

000143875 日本語の値段 　 　井上史雄∥著 　大修館書店      810.4   /I       /        

000168922 おいしい日本語 　 　金川欣二∥著 　出版芸術社      810.4   /K       /        

000170282 ふしぎ日本語ゼミナール 　 　金田一秀穂∥著 　日本放送出版協会      810.4   /K       /        

000118075 外国語になった日本語の事典 　 　加藤秀俊∥編 　岩波書店      810.4   /K       /        

000150227 感じる日本語 　 　川崎洋∥著 　思潮社      810.4   /K       /        

000157040 口のきき方 　 　梶原しげる∥著 　新潮社      810.4   /K       /        

000146357 常識として知らないと恥をかく日本語 　 　神辺四郎∥著 　ロングセラーズ      810.4   /K       /        

000150235 心にしまっておきたい日本語 　 　金田一春彦∥著 　ベストセラーズ      810.4   /K       /        

000017319 日本語誤用・慣用小辞典 　 　国広哲弥∥著 　講談社      810.4   /K       /        

000164418 問題な日本語 　 　北原保雄∥編 　大修館書店      810.4   /K       /        

000169037 問題な日本語 　続弾！ 　北原保雄∥編著 　大修館書店      810.4   /K       /2       

000150243 日本語の真実 　 　三浦朱門∥著 　海竜社      810.4   /M       /        

100114784 日本語質問箱 　 　森田良行 [著] 　角川学芸出版      810.4   /M       /        

100102508 「ほぼほぼ」「いまいま」?! 　 　野口  恵子 　光文社      810.4   /N       /        

000146019 「間違いやすい日本語」の本 　 　日本博学倶楽部∥著 　ＰＨＰ研究所      810.4   /N       /        

000156711 完璧に使いこなしたい日本語 　 　日本語倶楽部∥著 　河出書房新社      810.4   /N       /        

000167130 知らないと恥ずかしい日本語の常識３５０ 　 　日本語の常識研究会∥編纂 　彩図社      810.4   /N       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

000166298 日本語、どっちがホント？ 　 　日本語博学倶楽部∥編 　サンマーク出版      810.4   /N       /        

000170498 日本語とジェンダー 　 　日本語ジェンダー学会∥編 　ひつじ書房      810.4   /N       /        

000142315 日本語早わかりおもしろクイズ 　 　日本語表現研究会∥著 　二見書房      810.4   /N       /        

000146928 日本人にも外国人にも心地よい日本語 　 　小林美恵子∥ほか著 　明石書店      810.4   /N       /        

000144030 日本語と韓国語 　 　大野敏明∥著 　文藝春秋      810.4   /O       /        

100024652 日本語力検定クイズ 　 　太田 美代∥著 　秀和システム      810.4   /O       /        

000114181 ポンフェイ博士の知れば知るほど「はてな？」のニッポン　 　彭飛∥著 　祥伝社      810.4   /P       /        

100017730 日本人と中国人とのコミュニケーション 　 　彭飛∥著 　和泉書院      810.4   /P       /        

000053033 日本語の旅 　 　劉徳有∥著 　サイマル出版会      810.4   /R       /        

100019959 食べる日本語 　 　塩田丸男∥著 　講談社      810.4   /S       /        

000007682 日本語のバリエーション 　 　真田信治∥著 　アルク      810.4   /S       /        

000168823 日本語不思議図鑑 　 　定延利之∥著 　大修館書店      810.4   /S       /        

000154856 はじめちょろちょろなかぱっぱ 　 　高柳蕗子∥著 　集英社      810.4   /T       /        

100040153 日本人でも知らない！？外国人の大疑問 　 　高橋陽子 　アルク      810.4   /T       /        

000174904 タモリのジャポニカロゴス国語辞典 　第１版 　 　フジテレビ出版      810.4   /T       /        

100084094 さりげなく思いやりが伝わる大和言葉 　 　上野  誠 　幻冬舎      810.4   /U       /        

100115377 センパイ!その日本語まちがってます! : 人に言われて赤っ恥をかく前に知っておきたいよくある誤用　 　植松眞人 著 　保育社      810.4   /U       /        

000146027 世界で一番おもしろい日本語の本 　 　話題の達人倶楽部∥編 　青春出版社      810.4   /W       /        

000166694 美人の日本語 　 　山下景子∥著 　幻冬舎      810.4   /Y       /        

100055185 とりあえず日本語で 　 　荒川  洋平 　スリーエーネットワーク      810.7   /A       /        

000158733 大学大学院総合日本語櫻～さくら 　 　玉村文郎∥監修  編集 　凡人社      810.7   /D       /        

100001924 ハンドブック＊論文・レポートの書き方 　 　宮地裕∥〔ほか〕編 　明治書院      810.7   /H       /        

100075068 教養としての大学受験国語   石原  千秋   筑摩書房      810.7   /I       /

100100130 やさしい日本語 　 　庵  功雄 　岩波書店      810.7   /I       /        

100105691 なぜ、日本人は日本語を説明できないのか   日本語を教えてみたいと思ったときに読む本  倉本幸彦   文芸社      810.7   /K       /

000134007 外国人力士はなぜ日本語がうまいのか 　 　宮崎里司∥著 　日本語学研究所      810.7   /M       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

100104231 マンガで体験!にっぽんのカイシャ   ビジネス日本語を実践する  日本漢字能力検定協会   日本漢字能力検定協会      810.7   /N       /

100008176 敬語 　 　文化庁∥編集 　財務省印刷局      810.8   /K       /1       

100008580 国際化と日本語 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /1       

100008184 言葉のしつけ 　 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /2       

100008606 日本語教育 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /3       

100008192 言葉に関する問答集 　１ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /3       

100008614 言葉に関する問答集 　敬語編　２　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /4       

100008622 辞書 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /5       

100008200 言葉に関する問答集 　２ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /5       

100008218 標準語と方言 　 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /6       

100008630 言葉に関する問答集 　外来語編 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /6       

100008648 文章表現の工夫 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /7       

100008226 言葉に関する問答集 　３ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /7       

100008234 和語漢語 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /8       

100008655 言葉に関する問答集 　外来語編　２　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /8       

100008663 情報化時代の言語能力 　 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /9       

100008242 言葉に関する問答集 　４ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /9       

100008259 日本語の特色 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /10      

100008671 言葉に関する問答集 　意味の似た言葉　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /10      

100008689 豊かな言語生活のために 　 　国立国語研究所∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /11      

100008267 言葉に関する問答集 　５ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /11      

100008697 言葉に関する問答集 　 　国立国語研究所∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /12      

100008275 話し言葉 　 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /12      

100008705 「ことば」を調べる考える 　 　国立国語研究所∥編 　財務省印刷局      810.8   /K       /13      

100008283 言葉に関する問答集 　６ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /13      

100008291 あいさつと言葉 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /14      



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

100008713 言葉に関する問答集 　 　国立国語研究所∥編 　財務省印刷局      810.8   /K       /14      

100008309 言葉に関する問答集 　７ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /15      

100008325 漢字 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /16      

100008317 言葉に関する問答集 　８ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /17      

100008333 言葉と音声 　 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /18      

100008341 言葉に関する問答集 　９ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /19      

100008358 文章の書き方 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /20      

100008366 言葉に関する問答集 　１０ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /21      

100008374 話し方 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /22      

100008382 言葉に関する問答集 　１１ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /23      

100008390 続敬語 　 　文化庁∥編集 　財務省印刷局      810.8   /K       /24      

100008408 言葉に関する問答集 　１２ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /25      

100008416 日本語と外国人 　 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /26      

100008424 言葉に関する問答集 　１３ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /27      

100008432 言葉の変化 　 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /28      

100008440 言葉に関する問答集 　１４ 　文化庁∥編 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /29      

100008457 言葉の伝達 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /30      

100008465 言葉に関する問答集 　１５ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /31      

100008473 言葉遣い 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /32      

100008481 言葉に関する問答集 　１６ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /33      

100008499 言葉の意味 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /34      

100008507 言葉に関する問答集 　１７ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /35      

100008515 話し合い 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /36      

100008523 言葉に関する問答集 　１８ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /37      

100008531 言葉と環境 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /38      

100008549 言葉に関する問答集 　１９ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /39      



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

100008556 言葉の教育 　 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /40      

100008564 言葉に関する問答集 　２０ 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      810.8   /K       /41      

100008150 日本語音声学のしくみ 　 　猪塚元∥著 　研究社      810.8   /N       /        

000009431 日本語講座 　第１巻 　 　大修館書店      810.8   /N       /1       

000009449 日本語講座 　第２巻 　 　大修館書店      810.8   /N       /2       

000009456 日本語講座 　第３巻 　 　大修館書店      810.8   /N       /3       

000009464 日本語講座 　第４巻 　 　大修館書店      810.8   /N       /4       

000009472 日本語講座 　第５巻 　 　大修館書店      810.8   /N       /5       

000009910 日本語講座 　第６巻 　 　大修館書店      810.8   /N       /6       

000007781 漢字読み・書き・使い方字典 　 　石田佐久馬∥編 　講談社      811     /I       /        

100108265 日本語の風景   文字はどのように書かれてきたのか  専修大学図書館   専修大学出版局      811     /S       /

000052969 日本語の表記 　 　武部良明∥著 　角川書店      811     /T       /        

100117431 日本語のイントネーション : しくみと音読・朗読への応用　 　郡史郎 著 　大修館書店      811.1   /K       /        

000161919 魚（さかな）へん漢字講座 　 　江戸家魚八∥著 　新潮社      811.2   /E       /        

000166975 書けないと恥ずかしい漢字 　 　書けない漢字研究会∥編纂 　彩図社      811.2   /K       /        

000150250 なぜ〈バカ〉は〈馬鹿〉なのか？ 　 　高坂登∥著 　アスキー・コミュニケーションズ      811.2   /K       /        

000048496 漢字の本 唱えておぼえる １年生   下村昇∥著   偕成社      811.2   /K       /1       

000048504 漢字の本 唱えておぼえる ２年生   下村昇∥著   偕成社      811.2   /K       /2

000048512 漢字の本 唱えておぼえる ３年生   下村昇∥著   偕成社      811.2   /K       /3

000048520 漢字の本 唱えておぼえる ４年生   下村昇∥著   偕成社      811.2   /K       /4

000048538 漢字の本 唱えておぼえる ５年生   下村昇∥著   偕成社      811.2   /K       /5

000048546 漢字の本 唱えておぼえる ６年生   下村昇∥著   偕成社      811.2   /K       /6

000009951 漢字講座 　１ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /1       

000009969 漢字講座 　２ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /2       

000009977 漢字講座 　３ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /3       

000009985 漢字講座 　４ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /4       



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

000009993 漢字講座 　５ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /5       

000010009 漢字講座 　６ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /6       

000010017 漢字講座 　７ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /7       

000010025 漢字講座 　８ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /8       

000010033 漢字講座 　９ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /9       

000010041 漢字講座 　１０ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /10      

000010058 漢字講座 　１１ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /11      

000010066 漢字講座 　１２ 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      811.2   /K       /12      

000158915 なぜか書けないやさしい漢字 　 　水野靖夫∥著 　アルク      811.2   /M       /        

000018069 日本語漢字入門 　 　 　凡人社      811.2   /N       /        

000018127 日本語漢字入門，  アラビア語版 　 　 　国際交流基金      811.2   /N       /        

000026096 日本語 漢字入門 　 　国際交流基金∥著 　国際交流基金      811.2   /N       /        

000018093 日本語漢字入門，  韓国語版 　 　 　国際交流基金      811.2   /N       /        

000018085 日本語漢字入門，  インドネシア語版 　 　 　国際交流基金      811.2   /N       /        

000018101 日本語漢字入門，  ヒンディー語版 　 　 　国際交流基金      811.2   /N       /        

000018119 日本語漢字入門，  モンゴル語版 　 　 　国際交流基金      811.2   /N       /        

000018077 日本語漢字入門 　ポルトガル語版　国際交流基金日本語国際センター∥〔編〕　凡人社      811.2   /N       /        

000169052 日本の漢字 　 　笹原宏之∥著 　岩波書店      811.2   /S       /        

000060061 三省堂＊難読語便覧 　 　三省堂編修所∥編 　三省堂      811.2   /S       /        

100100593 当て字の辞典 　 　東京堂出版編集部 ∥ 編 　東京堂出版      811.2   /T       /        

100001171 漢字と日本人 　 　高島俊男∥著 　文藝春秋      811.2   /T       /        

100043850 知らないと恥をかく漢字 　 　山口  謠司 　幻冬舎      811.2   /Y       /        

000045419 日本語とテンの打ち方 　 　岡崎洋三∥編 　晩声社      811.7   /O       /        

000060079 語源の辞典 　 　北嶋広敏∥著 　日本実業出版社      812     /K       /        

000010405 意味分析の方法 　 　森田良行∥著 　ひつじ書房      812     /M       /        

100103928 知れば恐ろしい日本人のことば   日本語倶楽部   河出書房新社      812     /N       /



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

100008077 ひらがなでよめばわかる日本語のふしぎ 　 　中西進∥著 　小学館      812     /N       /        

100114370 語源500 : 面白すぎる謎解き日本語 　 　日本語倶楽部 編 　河出書房新社      812     /N       /        

000052977 日本の漢語 　 　佐藤喜代治∥著 　角川書店      812     /S       /        

000154864 日本語の語源 　 　佐藤武義∥著 　明治書院      812     /S       /        

000052951 漢字の語源 　 　山田勝美 　角川書店      813     /Y       /        

000151969 出逢った日本語・５０万語 　 　松井栄一∥著 　小学館      813.1   /M       /        

000051375 漢字の読み方 　 　武部良明∥著 　角川書店      813.2   /T       /        

000052985 四字漢語の用法 　 　武部良明∥著 　角川書店      813.4   /T       /        

100040823 朝日キーワード 　2012 　朝日新聞社∥編 　朝日新聞社      813.7   /A       /12      

100072792 朝日キーワード 　2015 　朝日新聞社∥編 　朝日新聞社      813.7   /A       /15      

000144071 日本人なら知っておきたい日本語 　 　井口樹生∥著 　幻冬舎      814     /I       /        

100106558 オノマトペの謎   ピカチュウからモフモフまで  窪薗晴夫   岩波書店      814     /K       /

000167361 日本人が忘れてはいけない美しい日本の言葉 　 　倉島長正∥著 　青春出版社      814     /K       /        

000012914 日本語の感情表現集 　 　村上真美子∥著 　講談社インターナショナル      814     /M       /        

100059740 日本人の心がわかる日本語 　 　森田  六朗 　アスク      814     /M       /        

000012963 語彙とその意味 　 　森田良行∥著 　アルク      814     /M       /        

000061895 日本語語彙大系 　１ 　池原悟  ［ほか］編集 　岩波書店      814     /N       /1       

000061903 日本語語彙大系 　２ 　池原悟  ［ほか］編集 　岩波書店      814     /N       /2       

000061911 日本語語彙大系 　３ 　池原悟  ［ほか］編集 　岩波書店      814     /N       /3       

000061929 日本語語彙大系 　４ 　池原悟  ［ほか］編集 　岩波書店      814     /N       /4       

000061937 日本語語彙大系 　５ 　池原悟  ［ほか］編集 　岩波書店      814     /N       /5       

100003987 常識として知っておきたい日本語 　 　柴田武∥著 　幻冬舎      814     /S       /        

000146126 日本人が忘れてしまった美しい日本語 　 　佐藤勝∥著 　主婦と生活社      814     /S       /        

000146977 オノマトペ擬音・擬態語をたのしむ 　 　田守育啓∥著 　岩波書店      814     /T       /        

000146092 知らずに使っている間違い日本語 　 　〔ツル〕岡昭夫∥著 　学習研究社      814     /T       /        

100108794 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 　 　山口謠司 　ワニブックス      814     /Y       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

000146134 犬は「びよ」と鳴いていた 　 　山口仲美∥著 　光文社      814     /Y       /        

100103225 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 　 　山口  謡司 　ワニブックス      814     /Y       /        

000018226 講座＊日本語の語彙 　第２巻 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      814.08  /K       /2       

000045518 講座日本語ノ語彙 　第２巻 　佐藤喜代治  編 　明治書院      814.08  /K       /2       

000018234 講座日本語の語彙，  第  ７巻 　 　佐藤喜代治 　明治書院      814.08  /K       /7       

000045526 講座日本語ノ語彙 　第７巻 　佐藤喜代治  編 　明治書院      814.08  /K       /7       

000018242 講座＊日本語の語彙 　第９巻 　佐藤喜代治∥編 　明治書院      814.08  /K       /9       

100115245 食のことば : 言い得て妙 : これは知らなかった!! 　 　三宮庄二  幸田美智子 共著 　宮帯出版社      814.4   /M       /        

000118406 ことわざのこころ 　 　外山滋比古∥著 　チクマ秀版社      814.4   /T       /        

100109685 何がちがう?どうちがう?似ている日本語 　 　佐々木瑞枝 　東京堂出版      814.5   /S       /        

100068295 ビミョ～な日本語 　 　和田  みちこ 　スリーエーネットワーク      814.5   /W       /        

000146985 新語はこうして作られる 　 　窪薗晴夫∥著 　岩波書店      814.7   /K       /        

000144097 大人の参考書「現代用語」の新常識 　 　大人の参考書編纂委員会∥編 　青春出版社      814.7   /O       /        

100074905 コレモ日本語アルカ? 　 　金水  敏 ∥ 著 　      814.9   /K       /        

100064260 翻訳がつくる日本語 　 　中村  桃子 　白澤社      814.9   /N       /        

100103746 「接続詞」の技術 　 　石黒  圭 　実務教育出版      815     /I       /        

000150268 日本語文法の謎を解く 　 　金谷武洋∥著 　筑摩書房      815     /K       /        

000146993 表現を味わうための日本語文法 　 　森山卓郎∥著 　岩波書店      815     /M       /        

000010173 基礎日本語文法 　 　益岡隆志∥共著 　くろしお出版      815     /M       /        

000007799 日本語の時制とアスペクト 　 　町田健∥著 　アルク      815     /M       /        

000016188 24週日本語文法ツアー 　 　益岡隆志∥著 　くろしお出版      815     /M       /        

000007807 日本語表現文型 　 　森田良行∥著 　アルク      815     /M       /        

100002344 日本語の時制とアスペクト 　 　町田健∥著 　アルク      815     /M       /        

000147009 辞書には書かれていないことばの話 　 　仁田義雄∥著 　岩波書店      815     /N       /        

000133694 はじめての人の日本語文法 　 　野田尚史∥著 　くろしお出版      815     /N       /        

100091446 知ってるようで知らないものの数えかた 　 　小松  睦子 　幻冬舎コミックス      815.2   /K       /        
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100056027 敬語力の基本 　 　梶原  しげる 　日本実業出版      815.8   /K       /        

100008598 言葉に関する問答集 　敬語編 　文化庁∥編集 　大蔵省印刷局      815.8   /K       /2       

000164277 敬語力をつけるコツ 　 　永崎一則∥著 　ＰＨＰ研究所      815.8   /N       /        

100074327 誰にも聞けない文書の書き方   青木 一男   池田書店      816     /A       /

000010371 演習＊文章表現 　 　岡田啓助∥〔ほか〕著 　おうふう      816     /E       /        

000017749 文章表現法 　 　市川孝∥著 　明治書院      816     /I       /        

100116912 失礼な日本語 　 　岩佐義樹 著 　ポプラ社      816     /I       /        

100069970 頭がいい人の文章の書き方   イラスト図解版  小泉十三   河出書房新社      816     /K       /

000010389 ケーススタディ＊日本語の文章・談話 　 　寺村秀夫∥〔ほか〕編集 　桜楓社      816     /K       /        

100107002 大人のための国語ゼミ   野矢茂樹   山川出版社      816     /N       /

000168914 なぜ伝わらない、その日本語 　 　野田尚史∥著 　岩波書店      816     /N       /        

000154401 日本語文章がわかる。 　 　 　朝日新聞社      816     /N       /        

000150276 分かりやすい日本語の書き方 　 　大隈秀夫∥著 　講談社      816     /O       /        

100095819 いますぐはじめるWeb文章の書き方入門教室 　 　志鎌  真奈美 　技術評論社      816     /S       /        

000147702 〈入門〉＊日本語文章力 　 　渡辺富美雄∥編 　かんき出版      816     /W       /        

000165290 よくわかる＊文章表現の技術 　１（表現・表記編）　石黒圭∥著 　明治書院      816     /Y       /1       

000165308 よくわかる＊文章表現の技術 　２（文章構成編）　石黒圭∥著 　明治書院      816     /Y       /2       

000060053 レポートの組み立て方 　 　木下是雄∥著 　筑摩書房      816.5   /K       /        

100007699 手紙・はがきの書き方がすべて載ってる大事典 　 　中川越∥監修 　永岡書店      816.6   /N       /        

100007723 手紙・はがき基本文例集 　 　主婦の友社∥編 　主婦の友社      816.6   /S       /        

100007988 手紙の書き方 　 　斎藤芳樹∥著 　明治書院      816.6   /S       /        

000165530 ワンランク上の心のこもった手紙の書き方 　 　宇野義方∥著 　幻冬舎      816.6   /U       /        

000013086 日本の方言と古語 　 　加藤正信∥〔ほか〕著 　南雲堂      818     /K       /        

000146142 お国ことばを知る方言の地図帳 　 　小学館辞典編集部∥編 　小学館      818     /S       /        

000154872 方言の日本地図 　 　真田信治∥〔著〕 　講談社      818     /S       /        

000147033 方言・アクセントの謎を追って 　 　山口幸洋∥著 　悠飛社      818     /Y       /        
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000052993 全国方言辞典 　１ 　平山輝男∥編 　角川書店      818     /Z       /1       

000053009 全国方言辞典 　２ 　平山輝男∥編 　角川書店      818     /Z       /2       

100068279 絵で読む漢字のなりたち   白川静文字学への扉  金子  都美絵   太郎次郎社エディタス      821.2   /K       /

100106996 日本語のなかの中国故事   知っておきたい二百四十章  小林祥次郎   小林祥次郎      824     /K       /


