
 ２０１８年１１月特集展示「言葉の花束」

請求記号 書名 著者名 出版者名

007ア ＩＣＴことば辞典 大谷　和利 三省堂

049タ 私だけが知っている金言・笑言・名言録 高田　文夫 新潮社

100オ 世界の哲学者の言葉から学ぼう 小川　仁志 教育評論社

115シ シュタイナーの言葉 ルドルフ・シュタイナー 春秋社

121タ やまと言葉で哲学する 竹内　整一 春秋社

130ト 図解名言で学ぶ！哲学入門 富増　章成 洋泉社

131オ 仕事・人生に迷ったらアリストテレスに聞いてみろ！ 小川　仁志 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

131オ 賢人キケロに訊け！ 鬼木　光人 イースト・プレス

J159サ ビジネスマンの私から１３歳の君に贈る人生の言葉 佐々木　常夫 海竜社

B159シ 人生の指針が見つかる「座右の銘」１３００ 別冊宝島編集部 宝島社

159ナ 君はこの言葉を知っているか？ 夏川　賀央 主婦の友社

J159ヒ １０１人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社 河出書房新社

159マ 世界の大富豪１００の言葉 真山　知幸 ＰＨＰエディターズ・グループ

180ワ 仏教ことわざ辞典　やさしい教え 割田　剛雄 パイインターナショナル

188サ 声に出して読みたい禅の言葉 齋藤　孝 草思社

188ナ 栄西 中尾　良信 創元社

193シ なんか気分が晴れる言葉をください 塩谷　直也 保育社
204ヘ その一言が歴史を変えた ヘルゲ・ヘッセ 阪急コミュニケーションズ

209モ 世界を変えた名演説集 サイモン・シーバッグ・モンテフィオーレ 清流出版

210ハ 名言で楽しむ日本史 半藤　一利 平凡社

215キ 〈通訳〉たちの幕末維新 木村　直樹 吉川弘文館

281カ 人生を変える幕末志士たちの言葉 河合　敦 佼成出版社

281ツ 最期の言葉 柘植　久慶 太陽出版

281メ 名将名言録 火坂　雅志 角川学芸出版

336フ カイシャ語 福田　稔 小学館
336.4ム 困ったときの「モノの言い方」言い換え辞典 村上　英記 日本実業出版社
361.4ニ 結果を引き出す大人のほめ言葉 西村　貴好 同文舘出版
366.2キ 長く働いてきた人の言葉 北尾　トロ 飛鳥新社
376.1オ 大人に刺さる幼稚保育園児の名言 東邦出版編集部 東邦出版
377マ 就活生に親が言ってはいけない言葉言ってあげたい言葉 舛廣　純子 学研教育出版

378.2イ 人と人をつなぐ声・手話・指点字 市川　熹 岩波書店
388.8ア アロハの贈りもの トニー・タウヴェラ 阪急コミュニケーションズ

388.8ト 辞書から消えたことわざ 時田　昌瑞 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
388.8ハ ことわざびじん 橋本　テツヤ 太陽出版

402フ 時代を変えた科学者の名言 藤嶋　昭 東京書籍
451ア アマタツさん、ネコが顔を洗うと雨が降るって本当ですか？ 天達　武史 徳間書店
480エ 十二支 加藤　迪男 日本地域社会研究所
491.6ヒ いい覚悟で生きる 樋野　興夫 小学館
519ム 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 ホセ・ムヒカ 双葉社
674チ 超分類！キャッチコピーの表現辞典 森山　晋平 誠文堂新光社
702ア アーティストの言葉 ピエ・ブックス
720エ ＮＨＫ『迷宮美術館』巨匠の言葉 ＮＨＫ『迷宮美術館』制作チーム 三笠書房
726チ 私は人生をバケーションのように過ごしてきたわ ターシャ・テューダー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
726ハ 待てあわてるなこれは孔明の罠だ 原　寅彦 宝島社
726ミ 本日の水木サン 水木　しげる 草思社
728コ ことば大全墨場必携 日貿出版社 日貿出版社
749イ その日本語、ヨロシイですか？ 井上　孝夫 新潮社

778エ 映画を撮った３５の言葉たち 渡辺　進也 フィルムアート社
B778ミ 円谷英二の言葉 右田　昌万 文藝春秋
781ホ ボディビルのかけ声辞典 日本ボディビル・フィットネス連盟 スモール出版
788ケ 競馬語辞典 奈落　一騎 誠文堂新光社
791イ 茶道名言集 井口　海仙 里文出版
796メ 名棋士１００の言葉 椎名　龍一 宝島社
801セ たとえる技術 せきしろ 文響社
801タ 〈辞書屋〉列伝 田澤　耕 中央公論新社
B801ト 歴史をかえた誤訳 鳥飼　玖美子 新潮社
801ト 言語が違えば、世界も違って見えるわけ ガイ・ドイッチャー インターシフト
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801ナ 翻訳がつくる日本語 中村　桃子 白澤社
802ヨ なくなりそうな世界のことば 吉岡　乾 創元社
804サ 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース 創元社
J807イ まさかさかさま動物回文集　新版 石津　ちひろ 河出書房新社
809オ お嬢さまことば速修講座　改訂版 加藤　ゑみ子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

809タ あたらしい話し方の辞典 高橋　健太郎 日本文芸社
B809チ 朝礼・スピーチに使える座右の銘７７ 文春文庫編集部 文藝春秋
810オ 昭和ことば辞典 大平　一枝 ポプラ社
810コ 困ったときのベタ辞典 アコナイトレコード 大和書房
810コ 校閲記者の目 毎日新聞校閲グループ 毎日新聞出版

B810サ 「サバを読む」の「サバ」の正体 ＮＨＫアナウンス室 新潮社
J812オ 目でみることば おかべ　たかし 東京書籍
813コ 漢和辞典の謎 今野　真二 光文社

J813サ 学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方 サンキュータツオ 角川学芸出版
814イ 春は曙光、夏は短夜 岩佐　義樹 ワニブックス
814サ 落語で楽しむ江戸ことば事典 澤田　一矢 みやび出版
814シ 四季のことば辞典 西谷　裕子 東京堂出版
814ソ それっ！日本語で言えばいいのに！！ カタカナ語研究会議 秀和システム
814ネ ネガポ辞典　実践編 ネガポ辞典制作委員会 主婦の友社
814ネ ネガポ辞典 ネガポ辞典制作委員会 主婦の友社
818シ 誤解されやすい方言小辞典 篠崎　晃一 三省堂
B818ト とっさの方言 小路　幸也 ポプラ社
833エ 英語辞書をつくる 南出　康世 大修館書店
904イ 溜息に似た言葉 岩松　了 ポット出版

911.5キ 名作童謡北原白秋…１００選 北原　白秋 春陽堂書店
911.5ニ 日本の名詩、英語でおどる アーサー・ビナード みすず書房
913イ 江戸のことわざ遊び 南　和男 平凡社
914ウ 幸福の言葉 宇野　千代 海竜社

B914ヤ 言葉の力、生きる力 柳田　邦男 新潮社
914ヤ また明日会いましょう 山本　周五郎 河出書房新社
914ワ 言葉の羅針盤 若松　英輔 亜紀書房
915イ 旅だから出逢えた言葉 伊集院　静 小学館
917シ 人生の流儀 城山　三郎 ＰＨＰ研究所
917ス 粋に暮らす言葉 杉浦　日向子 イースト・プレス
917テ 寺山修司名言集 寺山　修司 パルコエンタテインメント事業局

B917ナ 生れて来た以上は、生きねばならぬ 夏目　漱石 新潮社
917マ 鈴虫炒飯 又吉　直樹 幻冬舎

B917ヤ 泣き言はいわない 山本　周五郎 新潮社
933モ 赤毛のアンの名言集 Ｌ．Ｍ．モンゴメリー 講談社
957カ 悪の箴言（マクシム） 鹿島　茂 祥伝社
991キ ギリシア喜劇名言集 ギリシア喜劇全集編集部 岩波書店

Fミ 舟を編む 三浦　しをん 光文社
Fミ 校閲ガール 宮木　あや子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fミ 校閲ガール　ア・ラ・モード 宮木　あや子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Fミ 校閲ガール　トルネード 宮木　あや子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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