
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も行いました「学生選書委員会」！ 

この企画は、学生・院生たちが図書館の棚と相談しながら、自分たちが必要としている本、

他の専攻の人にも興味が持てる本、また今後入学せいてくる後輩たちにも役に立つ本を、そ

れぞれの専門を生かして選書するものです。今年も 7 月から選書を始め、次々と本を増やし

ながら、ずっと図書館の入 

り口すぐの展示コーナーで 

利用者のみなさんを迎えて 

くれました。 

 選書人の学生さんたちが 

書いたオススメ POP は、 

文面もさることながらきれ 

いにデコレーションされた 

ものも多く、ぱっと目を引 

き楽しませてくれます。学 

生選書委員会のコーナーに 

新しく本が並ぶのを楽しみ 

にしている学生さんたちも 

いるようで、足を止めてじっ 

くり POP を読んでいる姿を 

よく見かけます。 

実は先生方もよくご覧になっているんですよ。「ここの本は私も借りられるんでしょう

か？」とか「学生も結構、勉強してるなぁ」、「お、これ僕んとこの学生でしょ。ふふ。」とか、

嬉しいコメントいただいています。 

 

 

 

 

今年は締めの会が 3月になってしまい、みんな帰省してい

たり旅行していたりちょっと記念撮影は人が少なめにな

ってしまいました。ごめんなさい。 

さて、今年の選書人の人たちに感想を紹介しましょう。まずは、選書委員会の音頭をとってくれた

生活技術 4 年の富山君のコメントから。富山君は昨年度も選書人をしてくれた縁で、今年はサポー

ターとして選書委員会の起ち上げに尽力してくれました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今年度も、例年大好評の「学生選書委員会」を立ち上げました。旭川校は、主に中学・高校

の教員を目指す学生が、特色ある各教科の専攻分野で日々勉学に励んでいます。この特色を

生かして、今年も各専攻分野から代表学生を選出し、旭川館に来る学生を入り口で多種多様

な専門書が迎えました。学生からの評判も良く、各教科の専門性向上のために効果的なプロ

ジェクトであったと思います。  

今後の課題として、代表学生を選出できていない専攻分野にも協力してもらい、旭川校全体

で図書館を盛り上げていければと思います。」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度最初の展示。ここから

どんどん増えていったんです

ね。感慨深いです。 

・2 回目の選書委員でしたので、前回よりも多く選書したいと思い、自分の

専門分野のことから、気軽に読めるものまで選書しました。たくさんの本

を入れられたのは良かったと思っていますが、その本の魅力をみなさんに

紹介しきれなかったことが残念です。選書委員を経験したことで、これか

らもたくさん本に触れていたいと思えるようになりました。  

・今回の選書では、自分が読みたいと思うものばかり選ぶ形となってしまい

ました。しかし、図書館に自分が選んだ本を置いてもらえるということが、

ある意味自分を主張することにもなるのかなとも思いました。次回は、自

分以外の人に紹介するために選書をするという視点を持ちたいです。 

 

・選書のためにいろんな本の文献リストを読みあさりました。予算の範囲内に収まるようにしなければならない

ので、「その文献は本当に重要なのか」も調べ、考えました。とてもよい勉強になりました。 

・図書館で購入する本を学生の希望で決めることができるというのは、とても良いシステムだと思いました。私

たち音研の選んだ本を多くの方に読んでもらいたいです。 

・選書委員会に入るのははじめてでしたが、とても楽しかったです。利用者の皆さんがどんな本を読むのか、ま

た、本を選ぶこちら側が利用者の皆さんにどんな本をオススメしたら良いか、色々考えながら本を選ぶ作業は

とても新鮮でやりごたえのあるものでした。また機会があれば参加してみたいです！ 

・多くの楽譜を探して、精選する作業が大変でした。特に合唱の楽譜を

多く選んだので、歌う人の笑顔を想像しながら楽しく作業しました。 

・今回は急遽参加させて頂きました。展示なども毎回毎回グレードアップしてて、驚きました。このような学生

の立場にたった素敵な企画が今後とも続くことを願ってます。  

 

  

他の選書人の学生さんたちの感想も紹介します。みんな忙しい中、 

頑張ってくれました。 

図書館の本なんてその辺に勝手に生えているもの(？)と思っていた人にも、自分と同じ学生が選んだ本があるこ

とで、図書館の本はそのときどきに誰かがみんなのために一所懸命選んで揃え先輩たちが大切に使って来たから

こそ受け継がれてきたものなんだと気づくきっかけとなります。将来教員になった時に、ぜひ本を通じて生徒さ

んたちに伝えていって欲しいと思います。選書委員会のみんなも、楽しみに待ってくれていたみんなも、本当に

ありがとうございました。 

   

・本を選ぶ作業をしていく中で、新たな本との出会いがあり、興味のある分野に対する視野が拡がりました。自

分の選んだ本が利用者に活用されているのを見ると、とてもうれしい気持ちになりました。ぜひもっと多くの

人に選書委員会の活動を経験してもらいたいです。 

 

   

・大好きな図書館という場所に自分が取り入れてもらえて嬉しいです。

教育書の他にも新書なども興味が引かれました。学生の POPも新鮮で

手に取りやすかったと思います。 

・自分の勉強に役立つ本や自分が読みたいと思っている本を図書館側で購

入してくださるという、この企画にはとても驚きました。またやって欲

しいです！ 



読書教育 : フランスの活気ある現場から / 辻由美 [著] -- みすず書房  

クマにあったらどうするか アイヌ民族最後の狩人姉崎等(ちくま文庫]) / 姉崎等, 片山龍峯著 -- 筑摩書房  

春秋學用語集 [正編],續編,3 編(汲古選書:57, 61, 69) / 岩本憲司著 -- 汲古書院  

方法序説 : ほか(中公クラシックス) / デカルト [著] ; 野田又夫 [ほか] 訳 -- 中央公論新社  

魂と心の知の探求 : 心理臨床学と精神医学の間 / 山中康裕監修 -- 創元社  

人を動かす : 新装版 / D・カーネギー著/山口博訳 -- 創元社  

本気になればすべてが変わる : 生きる技術をみがく 70 のヒント / 松岡修造著 -- 文芸春秋  

日本の宗教 24 刷改版(岩波ジュニア新書:27) / 村上重良著 -- 岩波書店  

出雲大社 : 神々が集う地へ : 縁を結ぶ旅こころの旅 / 中島隆広文・写真 -- 青林堂  

なんでもわかるキリスト教大事典(朝日文庫) / 八木谷涼子著 -- 朝日新聞出版  

岩波講座日本歴史 第 1～4.６～８,10～12,15～17,20 巻 / 大津透 [ほか] 編集 -- 岩波書店  

最新日本史 : 教授資料 / 最新日本史教授資料編集委員会著作編集 -- 明成社  

もう 10 年もすれば... : 消えゆく戦争の記憶-漫画家たちの証言 / 中国引揚げ漫画家の会著 -- 今人舎  

慰安婦と戦場の性(新潮選書) / 秦郁彦著 -- 新潮社 

慰安婦問題という問い 東大ゼミで「人間と歴史と社会」を考える / 大沼保昭[ほか] -- 勁草書房  

魏晉南北朝における貴族制の形成と三教・文学 : 歴史学・思想史・文学の連携による(日中学者中国古代史論壇論文

集:第 2 回) / 中国社会科学院歴史研究所, 東方学会 [編]/渡邉義浩編 -- 汲古書院  

額田王 : 新装版(人物叢書:[通巻 249]) / 直木孝次郎著/日本歴史学会編集 -- 吉川弘文館  

貨幣進化論 : 「成長なき時代」の通貨システム(新潮選書) / 岩村充著 -- 新潮社  

性の歴史学 : 公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法・優生保護法体制へ 普及版 / 藤目ゆき著 -- 不二出版  

廃娼ひとすじ / 久布白落實著 -- 中央公論社  

女は歩く / 久布白落実著 -- 市民協会出版部  

下流志向 : 学ばない子どもたち働かない若者たち / 内田樹著 -- 講談社  

愛について : アイデンティティと欲望の政治学 / 竹村和子著 -- 岩波書店  

性の国家管理 : 買売春の近現代史 / 藤野豊著 -- 不二出版  

いのち教育スピリチュアリティ / カール・ベッカー, 弓山達也編/岩田文昭 [ほか著] -- 大正大学出版会  

「いのち教育」をひもとく : 日本と世界 / 得丸定子編著 -- 現代図書/星雲社 (発売)  

宗教を考える教育 / 宗教教育研究会編/頼住光子 [ほか著] -- 教文館  

教育のなかのアイヌ民族 近代日本アイヌ教育史(竹ヶ原幸朗研究集成:第 1 巻) -- 社会評論社  

近代北海道史をとらえなおす 教育史・アイヌ史からの視座(竹ヶ原幸朗研究集成:第 2 巻) -- 社会評論社  

問題解決能力を育成するアースシステム教育とその教師教育プログラムの開発に関する実践的研究 : 科学的リテラ

シーの育成を目指した理科教育の在り方に関する理論的・実践的研究 / 五島政一著 -- 東洋館出版社  

理科教育における「ものづくり」の研究 / 寺田光宏著 -- 日本評論社  

子どものつまずきがみるみる解決するコーディネーション運動 器械運動編, ボール運動編 / 東根明人監修 -- 明

治図書出版  

スキルアップドリル : 小学生バレーの指導者を目指す人の「必携バイブル」/ 工藤憲著 -- 日本文化出版 

サッカー指導の教科書 : 小学校体育 : 全学年対応 / 日本サッカー協会著 -- 東洋館出版社  

すべての子どもが必ずできる体育の基本 走る・泳ぐ・投げる・回る・跳ぶ 必ずできるようになる正しい体育の学

び方・教え方 子どもの視点に立ったアドバイス!運動のチェックポイントがわかる! / 高橋健夫 [ほか] 編 -- 学研  

昭和技術教育史 / 清原道壽著 -- 農山漁村文化協会  

日本人に遺したい国語 : 101 歳最後の授業 / 橋本武著 -- 幻冬舎  

https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=486974&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687430&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=689777&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=686604&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=374395&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=524567&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=693143&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=692359&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687429&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=692360&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=669821&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=658715&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=691316&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=307141&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687436&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=695331&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=695331&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=481738&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687434&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=364784&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=52851&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687433&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=474671&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687431&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687432&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=573153&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=692358&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=692361&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=581621&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=581622&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=691086&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=691086&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=681338&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=481595&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=481595&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687820&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=682939&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=606157&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=606157&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=235964&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687425&lang=ja&charset=utf8&dimode=on


発達障害の子の感覚遊び運動遊び(健康ライブラリー:スペシャル 感覚統合をいかし適応力を育てよう 1) / 木村順

監修 -- 講談社  

結婚式幸せを創る儀式(NHK ブックス:1049) / 石井研士著 -- 日本放送出版協会  

日本海軍 400 時間の証言 軍令部・参謀たちが語った敗戦(新潮文庫) / NHK スペシャル取材班著 -- 新潮社  

知識ゼロからの科学史入門 / 池内了著 -- 幻冬舎  

科学史人物事典 : 150 のエピソードが語る天才たち(中公新書:2204) / 小山慶太著 -- 中央公論新社  

流れのふしぎ 遊んでわかる流体力学の ABC(ブルーバックス) / 石綿良三, 根本光正著/日本機械学会編 -- 講談社  

利己的な遺伝子 増補新装版 / リチャード・ドーキンス [著]/日高敏隆 [ほか] 訳 -- 紀伊國屋書店  

植木屋さんも知らないたくましいその生き方(ブルーバックス:B-1565. これでナットク!植物の謎) / 日本植物生

理学会編 -- 講談社  

「退化」の進化学 : ヒトにのこる進化の足跡(ブルーバックス:B-1537) / 犬塚則久著 -- 講談社  

図解・感覚器の進化 : 原始動物からヒトへ 水中から陸上へ(ブルーバックス:B-1712) / 岩堀修明著 -- 講談社  

魚は痛みを感じるか? / ヴィクトリア・ブレイスウェイト著/高橋洋訳 -- 紀伊國屋書店  

図解・内臓の進化 : 形と機能に刻まれた激動の歴史(ブルーバックス:B-1853) / 岩堀修明著 -- 講談社  

セラピストの動きの基本 : 運動器リハビリテーション新時代 / 山口光國, 春木豊編著 -- 文光堂  

我執の病理 : 森田療法による「生きること」の探究 / 北西憲二著 -- 白揚社  

ボディ・マッピング : だれでも知っておきたい「からだ」のこと(DVD ブック) / バーバラ・コナブル, エイミー・

ライカー著/小野ひとみ訳 -- 春秋社 

環境教育辞典 / 日本環境教育学会編 -- 教育出版  

持続可能な発展の教育学 : ともに世界をつくる学び / 鈴木敏正著 -- 東洋館出版社  

景徳鎮の旅 : 中国やきもの紀行 / 陳舜臣著 -- たちばな出版  

堆肥・有機質肥料の基礎知識 / 西尾道徳著 -- 農山漁村文化協会  

新世界へ / あべ弘士[作] -- 偕成社  

クロコダイルとイルカ / ドリアン助川作/あべ弘士絵 -- 映画『じんじん』事務局/メディアパル (発売)  

しろいやみのはてで : あらしのよるに特別編 / きむらゆういち作/あべ弘士絵 -- 講談社  

ひとりぼっちのガブ(シリーズあらしのよるに. あらしのよるにスペシャル) / 木村裕一作/あべ弘士絵 -- 講談社  

メイはなんにもこわくない(シリーズあらしのよるにスペシャル) / きむらゆういち作/あべ弘士絵 -- 講談社  

ごちそうがいっぱい(シリーズあらしのよるにスペシャル) / きむらゆういち作/あべ弘士絵 -- 講談社  

だれもしらないヒーロー(シリーズあらしのよるにスペシャル) / きむらゆういち作/あべ弘士絵 -- 講談社  

木(こどものとも傑作集) / 佐藤忠良画/木島始文 -- 福音館書店  

木工技法バイブル / ポール・フォレスター著/乙須敏紀訳/赤松明監修 -- ガイアブックス/産調出版(発売)  

吹奏楽部員のための和声がわかる本 / 天野正道著 -- ヤマハミュージックメディア  

ジュリアードで実践している演奏者の必勝メンタルトレーニング / ドン・グリーン著/那波佳子訳 -- ヤマハミュ

ージックメディア  

Ungarische Tanze : fur das Pianoforte zu vier Handen(Zen-on piano library) / Brahms/herausgegeben 

von Hans Kann/ブラームス -- 全音楽譜出版社  

よくわかるピアニスト呼吸法 : 呼吸を変えれば脱力できる!表現力がアップする! / 加瀬玲子 [ほか] 著 -- ヤマハ

ミュージックメディア  

ピアノ サラダ/ 南聡 / Satoshi Minami -- 音楽之友社  

状況上の妖精/静かなる化合 : for piano op.41 / 南聡作曲 -- マザーアース  

波?壇ノ浦? : ピアノのための / 夏田昌和作曲 -- マザーアース  

よく眠るための内気なセレナード : ピアノのための 2 版 / 夏田昌和作曲 -- マザーアース  
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https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=687803&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
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https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=695336&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
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https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=683540&lang=ja&charset=utf8&dimode=on
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ピアノのための 3 章 : for 4 hands / なかにしあかね作曲 -- マザーアース  

練習者のための トランペット独奏名曲集 / ドレミ楽譜出版社編集部編 -- ドレミ楽譜出版社  

やさしく楽しく吹けるリコーダー・アンサンブルの本 超定番&人気曲編 / -- ケイ・エム・ピー  

絶対!うまくなるリコーダー100 のコツ / 吉澤実著 -- ヤマハミュージックメディア  

フルート名曲 31 選 / 衛藤幸雄編著 -- ドレミ楽譜出版社  

アンサンブル曲集 : 器楽合奏用スコアー : Let's music! vol.1 / -- ブレーメン  

普通の子どもたちをできる子にする怒らない教え方 / 屋比久勲著 -- KADOKAWA  

歌劇夕鶴 / 團伊玖磨作曲/木下順二作 -- 全音楽譜出版社  

木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション : 混声合唱のための / 木下牧子作曲 -- 音楽之友社  

希望の轍 : 混声合唱のための / 桑田佳祐作詞・作曲 : 信長貴富編曲 -- 河合楽器製作所・出版部  

混声合唱のためのコスミック・エレジー / 千原英喜作曲, 草野心平作詞 -- 全音楽譜出版社  

そのひとがうたうとき : 混声合唱曲集 / 谷川俊太郎作詩/松下耕作曲 -- カワイ出版  

混声合唱とピアノのための四つの断章 / 茨木のり子作詩/松下耕作曲 -- カワイ出版  

天使のいる構図 : 混声合唱とピアノのための組曲 / 谷川俊太郎作詩/松本望作曲 -- カワイ出版  

木とともに人とともに : 混声合唱曲集 / 谷川俊太郎作詩/三善晃作曲 -- カワイ出版  

混声合唱のための「三節」 : そうらん節, 黒田節, 八木節 / 夏田昌和編曲 -- マザーアース  

ノヴァーリスによる 12 声のコラール / 夏田昌和作曲/ノヴァーリス詩 -- マザーアース  

雲は雲のままに流れ : 無伴奏混声合唱小品集 / 信長貴富作曲/music by Takatomi Nobunaga -- 音楽之友社  

かなしみはあたらしい : 混声合唱曲集 / 谷川俊太郎詩/信長貴富作曲/poems by Shuntaro Tanikawa ; music 

by Takatomi Nobunaga -- 音楽之友社  

くちびるに歌を : 混声合唱とピアノのための / 信長貴富作曲/music by Takatomi Nobunaga -- 音楽之友社  

いまぼくに : 混声合唱組曲 / 谷川俊太郎詩/信長貴富作曲 -- カワイ出版  

戦場のピアニスト / ロマン・ポランスキー監督・製作/ウワディスワフ・シュピルマン原作/ロナルド・ハーウッド

脚本/ロベール・ベンムッサ, アラン・サルド製作 -- 東芝デジタルフロンティア (発売)  

あひるのおうさま : フランス民話から(紙芝居ベストセレクション:第 1 集) / 堀尾青史脚本/田島征三画 -- 童心社  

チョコレートカステラだいじけん / かこさとし脚本, 北田卓史絵 -- 童心社  

うみにしずんだおに(松谷みよ子民話珠玉選) / 松谷みよ子脚本/二俣英五郎画 -- 童心社  

てんとうむしのテム(紙芝居ベストセレクション:第 1 集) / 得田之久脚本・画 -- 童心社  

一流選手の動きはなぜ美しいのか からだの動きを科学する / 小田伸午著 -- 角川学芸出版 

子どもの足をすぐに速くする! : 為末式かけっこメソッド / 為末大著 -- 扶桑社  

やろうよバドミントン(こどもスポーツシリーズ) / 能登則男著 -- ベースボール・マガジン社  

大相撲の見かた(平凡社新書:684) / 桑森真介著 -- 平凡社  

現代スポーツは嘉納治五郎から何を学ぶのか : オリンピック・体育・柔道の新たなビジョン / 菊幸一編著/日本体

育協会監修 -- ミネルヴァ書房  

Practice in a second language : perspectives from applied linguistics and cognitive psychology (The 

Cambridge applied linguistics series) / edited by Robert M. DeKeyser -- Cambridge University Press  

Communication in the classroom : applications and methods for a communicative approach (Longman 

handbooks for language teachers) / edited by Keith Johnson and Keith Morrow -- Longman  

ナチュラル・アプローチのすすめ(英語指導法叢書) / スティーブン D. クラッシェン, トレイシー D. テレル著/藤

森和子訳 -- 大修館書店  

The input hypothesis : issues and implications pbk. / Stephen D. Krashen -- Laredo Pub. Co.  
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Principles and practice in second language acquisition 1st ed : pbk(Language teaching methodology 

series) / Stephen D. Krashen -- Pergamon  

Theories of second-language learning(Second-language acquisition) / Barry McLaughlin -- Edward 

Arnold  

コミュニケーション能力 理論と実践 / サンドラ・サヴィニョン著/草野ハベル清子, 佐藤一嘉, 田中春美訳 -- 法
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