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埼玉県のマスコット「コバトン」 
「さいたまっち」 

2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が近づいてきてい

ます。今年の 6月にはロシアでのサッカーワールドカップもありますね！ 

熊谷市でラグビーワールドカップが 3 試合、埼玉県で 4 種目がオリンピック競技として開催されま

す。来年・再来年は県内に観光に来られる外国人が多く見込まれる 2年になりそうです。 

道を聞かれる機会などもあるかもしれません。今のうちに外国語に少し慣れておきませんか？ 

外国語の入門書だけでなく、外国人が日本語を学ぶための資料や日本の方言など言葉にまつわる資料

を紹介します。 
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１　世界の言葉

書名 著（編）者 出版社 出版年 請求記号

事典＊世界のことば１４１ 梶茂樹／編 大修館書店 2009 803.6

英語

日本人のための英語術 ピーター・フランクル／著 岩波書店 2001 830/ﾆﾎ/

ＫＹ式英語　 ＤＪ　Ｊｅｒｒｙ／著 大修館書店 2011 831.6/ｹｲ/

英語のたくらみ、フランス語のたわむれ 斎藤兆史／著　 東京大学出版会 2004 804/ｴｲ/

アリスの英語 稲木昭子／著 研究社出版 1991 830.7/ｱ/

物語英語の歴史 フィリップ・グッデン／著 悠書館 2012 830.2/ﾓﾉ/

オーストラリアのことば Ａ．Ｇ．ミッチェル／著 オセアニア出版社 1998 830/ｵｽ/

ニュージーランドのことば Ｅ．ゴードン／著 オセアニア出版社 1998 838/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　イギリス英語 古家聡／著 白水社 2012 〔熊〕830/ﾆﾕ/

中国語

中国のことわざ 千野明日香／著 大修館書店 2010 824/ﾁﾕ/

　
  ■リストは書名順で掲載しています。掲載資料は所蔵資料の一部です。
　■「請求記号」欄の表示は次のとおりです。
　　（ 〔熊〕の表記がない資料はすべて久喜図書館所蔵です）
　　　〔熊〕・・・熊谷図書館所蔵　　　「B」・・・文庫本　　「Ｓ」・・・埼玉資料
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中国語の手紙の書き方 楊愚魯／共著 ナツメ社 1997 826/ﾁﾕ/

中国語はおもしろい 新井一二三／著 講談社 2004 820/ﾁﾕ/

近くて遠い中国語 阿辻哲次／著 中央公論新社 2007 820.4/ﾁｶ/

中国語はじめの一歩 木村英樹／著 筑摩書房 2017 B820/ﾁﾕ/

ニューエクスプレス　中国語 喜多山幸子／著 白水社 2007 〔熊〕820/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　上海語 榎本英雄／著 白水社 2010 〔熊〕828.2/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　広東語 飯田真紀／著 白水社 2010 〔熊〕828.4/ﾆﾕ/

韓国・朝鮮語

朝鮮語の入門 菅野裕臣／著 白水社 2007 829.1/ﾁﾖ/

ハングル入門 金裕鴻／〔著〕 講談社 2000 B829.1/ﾊﾝ/

ハングルがわかればサッカーは２倍たのしい 金貞淑／著 三省堂 2001 829.1/ﾊﾝ/

Ｅメールの韓国語 白宣基／著 白水社 2011 829.16/ｲﾒ/

手紙・メールの韓国語 山崎玲美奈／著 三修社 2016 829.16/ﾃｶ/

フランス語

フランス語・はじめの一歩まえ 長谷川イザベル／著 ディーエイチシー 2000 850/ﾌﾗ/

フランス語はどんな言葉か 田辺保／〔著〕 講談社 1997 B850/ﾌﾗ/
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ＣＤ付フランス語が面白いほど身につく本 中野久夫／著 中経出版 1999 850/ｼﾃ/

ニューエクスプレス　フランス語 東郷雄二／著 白水社 2007 〔熊〕850/ﾆﾕ/

ドイツ語

ドイツ語はじめの一歩まえ 矢羽々崇／著 ディーエイチシー 2002 840/ﾄｲ/

手紙・メールのドイツ語 マルコ・ラインデル／著 三修社 2011 846/ﾃｶ/

歌うドイツ語ハンドブック 三ケ尻正／著 ショパン 2003 767.1/ｳﾀ/

ニューエクスプレス　ドイツ語 太田達也／著 白水社 2007 〔熊〕840/ﾆﾕ/

ロシア語

ロシア・中欧・バルカン世界のことばと文化 桑野隆／編著 成文堂 2010 889/ﾛｼ/

ロシアの文字の話 小林潔／〔著〕 東洋書店 2004 881/ﾛｼ/

ロシア語のメール・手紙の書き方 大森雅子／著 研究社 2016 886.6/ﾛｼ/

時事ロシア語 加藤栄一／著 東洋書店新社 2016 887/ｼｼ/

ニューエクスプレス　ロシア語 黒田龍之助／著 白水社 2007 〔熊〕880/ﾆﾕ/

スペイン語

文化と歴史で学ぶスペイン語 坂東省次／著 丸善 2000 860/ﾆﾕ/

スペイン語の手紙 木下登／著 白水社 2013 866/ｽﾍ/
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ニューエクスプレス　スペイン語 福嶌教隆／著 白水社 2007 〔熊〕860/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　カタルーニャ語 田澤耕／著 白水社 2010 〔熊〕859.9/ﾆﾕ/

北欧・ゲルマン諸語

蛮語箋 〔熊秀英〕／〔原著〕 皓星社 2000 849.3/ﾊﾝ/

オランダ語誌 Ｂ．Ｃ．ドナルドソン／著 現代書館 1999 849.3/ｵﾗ/

ニューエクスプレス　オランダ語 川村三喜男／著 白水社 2008 〔熊〕849.3/ﾆﾕ/

北欧世界のことばと文化 岡澤憲芙／編著 成文堂 2007 849.4/ﾎｸ/

アイスランド語基礎１５００語 森信嘉／編 大学書林 1996 849.5/ｱ/

金曜日のアンナ ヘレーネ・ウーリ／著 大修館書店 1999 804/ｷﾝ/

フィンランド語は猫の言葉 稲垣美晴／著 文化出版局 1981 893.6/ﾌ/

ルーン文字の世界 ラーシュ・マーグナル・
エーノクセン／著 国際語学社 2007 849/ﾙﾝ/

ニューエクスプレス　デンマーク語 三村竜之／著 白水社 2011 〔熊〕849.7/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　スウェーデン語 速水望／著 白水社 2007 〔熊〕849.8/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　ノルウェー語 青木順子／著 白水社 2009 〔熊〕849.6/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　フィンランド語 山川亜古／著 白水社 2013 〔熊〕893.61/ﾆﾕ/

ヨーロッパの言語

ニューエクスプレス　アイルランド語 梨本邦直／著 白水社 2008 〔熊〕893.2/ﾆﾕ/
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ロマンス語入門 町田健／著 三省堂 2011 879/ﾛﾏ/

ラテン語とギリシア語 風間喜代三／著 三省堂 1998 891/ﾗﾃ/

ラテン語とギリシア語を同時に学ぶ 小倉博行／著 白水社 2015 892/ﾗﾃ/

やさしいポーランド語の決まり文句 マレック・カミンスキ／著南雲堂フェニックス 1994 889.8/ﾔ/

ニューエクスプレス　ポーランド語 石井哲士朗／著
　三井レナータ／著 白水社 2008 〔熊〕889.8/ﾆﾕ/

エストニア語入門 小泉保／著 大学書林 2009 893.62/ｴｽ/

役に立つ　リトアニア語 インドレ・バロニナ／著 本の風景社 2004 889.9/ﾔｸ/

ニューエクスプレス　ラトヴィア語 堀口大樹／著 白水社 2013 〔熊〕889.9/ﾆﾕ/

ハンガリー語のしくみ 大島一／著　 白水社 2009 893.7/ﾊﾝ/

ニューエクスプレス　ハンガリー語 早稲田みか／著 白水社 2011 〔熊〕893.7/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　グルジア語 児島康宏／著 白水社 2011 〔熊〕829.69/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　イタリア語 入江たまよ／著 白水社 2007 〔熊〕870/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　ラテン語 岩崎務／著 白水社 2011 〔熊〕892/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　現代ギリシア語 木戸雅子／著 白水社 2012 891.9/ﾆﾕ/

ニューエクスプレスセルビア語・クロアチア語 中島由美／著 白水社 2010 〔熊〕889.2/ﾆﾕ/

ヨーロッパのおもしろ言語 柳沢民雄／著 白水社 2010 〔熊〕802.3/ﾖﾛ/

日本語から考える！ポルトガル語の表現 市之瀬敦／著 白水社 2011 869/ﾆﾎ/
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海の見える言葉ポルトガル語の世界 市之瀬敦／著 現代書館 2004 869.04/ｳﾐ/

ニューエクスプレス　バスク語 　吉田浩美／著　 白水社 2017 893.5/ﾆﾕ/

アジアの言語

ベトナム語はじめの一歩まえ 冨田健次／著 ディーエイチシー 2001 829.37/ﾍﾄ/

ニューエクスプレス　ベトナム語 三上直光／著 白水社 2007 〔熊〕829.37/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　台湾語 村上嘉英／著 白水社 2009 〔熊〕828.3/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　カンボジア語 上田広美／著 白水社 2008 〔熊〕829.38/ﾆﾕ/

ビルマ文字 こどもくらぶ／編・著 同友館 2007 829.35/ﾋﾙ/

ニューエクスプレス　ビルマ語 加藤昌彦／著 白水社 2015 〔熊〕829.35/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　ラオス語 鈴木玲子／著 白水社 2010 〔熊〕829.36/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　タイ語 水野潔／著 白水社 2007 〔熊〕829.36/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　ヒンディー語 町田和彦／著 白水社 2008 〔熊〕829.83/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　フィリピノ語 山下美知子／著 白水社 2010 〔熊〕829.44/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　マレー語 ファリダ・モハメッド／著 白水社 2010 〔熊〕829.42/ﾆﾕ/

モンゴル語のしくみ 温品廉三／著 白水社 2009 829.55/ﾓﾝ/

ニューエクスプレス　モンゴル語 橋本勝／著 白水社 2010 〔熊〕829.55/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　インドネシア語 降幡正志／著 白水社 2017 829.42/ﾆﾕ/
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ゾンカ語基礎１５００語 西田文信／編 大学書林 2016 829.328/ｿﾝ/

ゾンカ語口語教本 今枝由郎／著 大学書林 2006 829.3/ｿﾝ/

熱帯語の記憶、スリランカ 丹野冨雄／著 南船北馬舎 2000 829.85/ﾈﾂ/

楔形（くさびがた）文字をよむ　 ブリジット・リオン／編
セシル・ミシェル／編 山川出版社 2012 829.711/ｸｻ/

ニューエクスプレス　シンハラ語 野口忠司／著 白水社 2016 829.85/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　タミル語 宮本城／著 白水社 2012 〔熊〕829.6/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　アラビア語 竹田敏之／著 白水社 2010 〔熊〕829.76/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　ウルドゥー語 萩田博／著 白水社 2012 〔熊〕829.85/ﾆﾕ/

ニューエクスプレス　トルコ語 大川博／著 白水社 2010 〔熊〕829.57/ﾆﾕ/

アフリカの言語/人工語

ベルベル人とベルベル語文法 石原忠佳／著 新風舎 2006 894.3/ﾍﾙ/

ニューエクスプレス　スワヒリ語 竹村景子／著 白水社 2010 〔熊〕894.7/ﾆﾕ/

ヒエログリフの謎をとく ミシェル・ドヴァシュテール／著 創元社 2001 894.2/ﾋｴ/

ヒエログリフ解読法 マーク・コリア／著 ニュートンプレス 2000 894.3/ﾋｴ/

国際共通語の夢 二木紘三／著 筑摩書房 1994 899/ﾌ/

エスペラント　異端の言語 田中克彦／著　 岩波書店 2007 899.1/ｴｽ/

ニューエクスプレス　エスペラント語 安達信明／著 白水社 2008 〔熊〕899.1/ﾆﾕ/

世界毒舌大辞典 ジェローム・デュアメル／著
吉田城／訳 大修館書店 1988 957/ｾ/
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２　日本語を学ぶ

書名 著（編）者 出版社 出版年 請求記号

みんなの日本語　初級　１　漢字　英語 新矢麻紀子／著
古賀千世子／著

　スリーエーネット
ワーク 2014 810/ﾐﾝ/

みんなの日本語　初級　１
翻訳・文法解説　英語版 　スリーエーネットワーク 　スリーエーネット

ワーク 2012 810/ﾐﾝ/

みんなの日本語　初級　１
翻訳・文法解説　中国語版 　スリーエーネットワーク 　スリーエーネット

ワーク 2012 810/ﾐﾝ/

みんなの日本語　初級　１
　翻訳・文法解説　韓国語版 　スリーエーネットワーク 　スリーエーネット

ワーク 2013 810/ﾐﾝ/

みんなの日本語　初級　１
翻訳・文法解説　フランス語版 　スリーエーネットワーク 　スリーエーネット

ワーク 2013 810/ﾐﾝ/

みんなの日本語　初級　１
翻訳・文法解説　スペイン語版 　スリーエーネットワーク 　スリーエーネット

ワーク 2012 810/ﾐﾝ/

みんなの日本語　初級　１
翻訳・文法解説　ロシア語版 　スリーエーネットワーク 　スリーエーネット

ワーク 2014 810/ﾐﾝ/

みんなの日本語　初級　１
翻訳・文法解説　タイ語版 　スリーエーネットワーク 　スリーエーネット

ワーク 2013 810/ﾐﾝ/

ドイツ語を話す人々のための日本語講
座

Ｋｏｎｒａｄ　ｖｏｎ
Ｈｅｕｄｕｃｋ他 　同学社 1992 810.7/ﾎ/

みんなの日本語　初級　２
初級で読めるトピック25

牧野昭子／〔ほか〕
著

　スリーエーネット
ワーク 2001 810/ﾐﾝ/

日本語で学ぶ日本語 黒羽栄司／著 大修館書店 1995 810.7/ﾆ/

日本人の生活と習慣 山田ボパナ／［ほか］
訳

アジア福祉教育財
団難民事業本部 1987 810.7/ﾆﾎ/

実践日本語教育を学ぶ人のために 佐々木瑞枝／著 世界思想社 2011 810.7/ｼﾂ/

日本語教師の役割／コースデザイン 国際交流基金／著 ひつじ書房 2006 810.7/ﾆﾎ/

みんなの日本語事典 中山緑朗／編 明治書院 2009 810/ﾐﾝ/

初級を教える 国際交流基金／著 ひつじ書房 2007 810.7/ｼﾖ/

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｋａｒｉｔａ　Ｋａｉ 白水社 2008 〔熊〕810/Ja/

ニューエクスプレスアイヌ語 中川裕／著 白水社 2013 〔熊〕829.2/ﾆﾕ/

３　日本の方言

書名 著（編）者 出版社 出版年 請求記号

方言の日本地図 真田信治／〔著〕 講談社 2002 818/ﾎｳ/

新日本言語地図 大西拓一郎／編 朝倉書店 2016 818/ｼﾝ/
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県別方言感情表現辞典 真田信治／編 東京堂出版 2015 818/ｹﾝ/

県別罵詈雑言辞典 真田信治／編 東京堂出版 2011 818/ｹﾝ/

日本のことばシリーズ　１　北海道のことば 平山輝男／〔ほか〕編 明治書院 1997 818.08/ﾆﾎ/

日本のことばシリーズ１３　東京都のことば 平山輝男／〔ほか〕編 明治書院 1997 818.08/ﾆﾎ/

日本のことばシリーズ１４　神奈川県のことば 平山輝男／〔ほか〕編 明治書院 1997 818.08/ﾆﾎ/

日本のことばシリーズ　２２　静岡県のことば 平山輝男／〔ほか〕編 明治書院 2002 818.08/ﾆﾎ/

日本のことばシリーズ　２３　愛知県のことば 平山輝男／〔ほか〕編 明治書院 2013 818.08/ﾆﾎ/

日本のことばシリーズ　２７　大阪府のことば 平山輝男／〔ほか〕編 明治書院 2007 818.08/ﾆﾎ/

日本のことばシリーズ　４０　福岡県のことば 平山輝男／〔ほか〕編 明治書院 2015 818.08/ﾆﾎ/

幸手のことば 上野勇／著 国書刊行会 1984 818.3/ｻ/

久喜の話しことば 久喜市教育委員会 2009 S817/ｸｷ/

久喜の昔（昭和初期）のことば　 久喜市教育委員会 2002 S817/ｸｷ/

ものの言いかた西東 小林隆／著 岩波書店 2014 818/ﾓﾉ/

方言は絶滅するのか 真田信治／著 ＰＨＰ研究所 2001 818/ﾎｳ/

「方言コスプレ」の時代 田中ゆかり／著 岩波書店 2011 818/ﾎｳ/

東北ことば 読売新聞地方部／著 中央公論新社 2002 818.2/ﾄｳ/

べらんめぇ言葉を探る 横田貢／著 芦書房 1992 818.3/ﾍﾞ/

加賀城下町の言葉 島田昌彦／著 能登印刷出版部 1998 818.43/ｶｶ/

大阪ことば学 　尾上圭介／著 創元社 1999 818.63/ｵｵ/

関西弁講義 山下好孝／著 講談社 2004 818.6/ｶﾝ/

落語大阪弁講座 小佐田定雄／著 平凡社 2002 818.63/ﾗｸ/

琉球のことばの書き方 小川晋史／編 くろしお出版 2015 818.99/ﾘﾕ/

全国都道府県の歌・市の歌 中山裕一郎／監修 東京堂出版 2012 767.51/ｾﾝ/
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４　日本語

書名 著（編）者 出版社 出版年 請求記号

図説日本語の歴史 今野真二／著 河出書房新社 2015 811/ｽｾ/

図説日本の文字 今野真二／著 河出書房新社 2017 810.2/ｽｾ/

読めない漢字の読本 尚学図書・
言語研究所／編 小学館 1990 811.2/ﾖ/

戦時中の話しことば 遠藤織枝／他著 ひつじ書房 2004 810.26/ｾﾝ/

揺れ動くニホン語 田中章夫／著 東京堂出版 2007 810.26/ﾕﾚ/

図説＊日本の辞書 沖森卓也／編 おうふう 2008 813/ｽｾ/

広辞苑を読む 柳瀬尚紀／著 文藝春秋 1999 813.1/ｺｳ/

日本人と敬語 奥山益朗／著 東京堂出版 1972 815.8/ｵ/

テンとマルの話 芝原宏治／著 松柏社 2013 811.7/ﾃﾝ/

現代日本の異体字 笹原宏之／著 三省堂 2003 811.2/ｹﾝ/

外国語として出会う日本語 小林ミナ／著 岩波書店 2007 810.7/ｶｲ/

閉された言語・日本語の世界 鈴木孝夫／著 新潮社 2017 810.4/ﾄｻ/

日本語は人間をどう見ているか 籾山洋介／著 研究社 2006 810.4/ﾆﾎ/

日本語の森を歩いて フランス・ドルヌ／著 講談社 2005 810.4/ﾆﾎ/

日本語のできない日本 鈴木義里／著 中央公論新社 2002 810/ﾆﾎ/

「千と千尋の神隠し」のことばと謎 佐々木隆／著 　国書刊行会 2003 778.77/ｾﾝ/

例解おかしな日本語正しい日本語 土屋道雄／著 柏書房 2002 814/ﾚｲ/

５　言葉あれこれ

書名 著（編）者 出版社 出版年 請求記号

日本語と外国語 鈴木孝夫／著 岩波書店 1990 804/ﾆ/

はじめての言語学 黒田龍之助／著 講談社 2004 801

ことばとは何か 田中克彦／著 筑摩書房 2004 801/ｺﾄ/

言葉とは何か 丸山圭三郎／著 夏目書房 2001 801/ｺﾄ/
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バイリンガリズム 東照二／著 講談社 2000 801.03/ﾊｲ/

おじさん、語学する 塩田勉／著 集英社 2001 807/ｵｼ/

ことば遊びの楽しみ 阿刀田高／著 岩波書店 2006 807.9/ｺﾄ/

人類最高の発明アルファベット ジョン・マン／著 晶文社 2004 801.1/ｼﾝ/

外国語の水曜日 黒田龍之助／著 現代書館 2000 807/ｶｲ/

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか 森島泰則／著 勁草書房 2015 801.03

古代日本語をよむ 奥村悦三／著 和泉書院 2017 810.23/ｺﾀ/

中世の言語と読者 エーリヒ・
アウエルバッハ／〔著〕 八坂書房 2006 892/ﾁﾕ/
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