
Kinoden 大分大学契約タイトル一覧（2021.9.30）
No 書名 シリーズ名 出版年月 出版社 URL

1 桜
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.1 1

200907 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004920/

2 木村家の毎日「いってきます」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.1 3

200907 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004921/

3 木村家の毎日「いただきます」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.1 4

200907 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004922/

4 木村家の毎日「一郎、学校で」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.1 5

200907 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004923/

5 西町交番の良さん「交番はどこ？」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.1 6

200907 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004924/

6 風と太陽 : イソップ物語より
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.2 7

201007 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004925/

7 木村家の毎日「ただいま」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.2 8

201007 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004926/

8 木村家の毎日「お正月」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.2 9

201007 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004927/

9 西町交番の良さん「にわにわに？」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.2 10

201007 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004928/

10 西町交番の良さん「助けて！」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.2 11

201007 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004929/

11 ウサギとカメ : イソップ物語より
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.3 13

201406 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004930/

12 西町交番の良さん「良さんのクリスマス」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.3 14

201406 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004931/

13 西町交番の良さん「落とし物がいっぱい」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.3 15

201406 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004932/

14 木村家の毎日「結婚式」
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル0 vol.3 17

201406 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004933/

15 女の子
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.1 1

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004934/

16 ジョンさん日本へ
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.1 3

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004935/

17 浦島太郎
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.1 4

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004936/

18 笑い話
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.1 5

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004937/

19 ジョンさんバスの中で
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.2 9

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004938/

20 笠地蔵
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.2 8

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004939/

21
どうして猿の尾は短い？／どうしてクラゲは骨が
ない？

レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.2 10

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004940/

22
どうしてエビの体は曲がった？／どうしてねこ年
がない？

レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.3 13

200803 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004941/

23 ジョンさんの夏休み
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル1 vol.3 15

200803 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004942/

24 絵姿奥さん
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.1 1

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004943/

25 クリスマスプレゼント : The Gift of the Mogi
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.1 3

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004944/

26 象のトンキー
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.1 4

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004945/

27 わらしべ長者
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.2 7

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004946/

28
トルストイ民話集 : 王様とルパシカ／お父さんの
物／細い糸

レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.2 9

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004947/

29 最後の葉
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.2 10

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004948/

30 いろいろな国の昔話―中国― : ホウイとチャンア
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.3 12

200803 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004949/

31 ソーピーの冬の家
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル2 vol.3 14

200803 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004950/

32 小泉八雲の怖い話 : むじな／幽霊滝
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル3 vol.1 1

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004951/

33 かぐや姫
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル3 vol.1 3

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004952/

34 芥川龍之介短編集 : 蜘蛛の糸／鼻
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル3 vol.1 5

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004953/

35 かげのこいびと
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル3 vol.2 6

200707 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004954/

36 幸せな王子 : The Happy Prince
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル3 vol.3 11

200904 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004955/

37
アラジンと魔法のランプ : 『アラビアン・ナイ
ト』より

レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル3 vol.3 12

200904 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004956/

38 雪女
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.1 1

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004957/
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39 杜子春
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.1 3

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004958/

40 走れメロス
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.1 4

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004959/

41 野菊の墓
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.1 5

200610 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004960/

42
小泉八雲の怖い話 2 : 耳なし芳一／梅津忠兵衛の
話

レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.2 7

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004961/

43 森鷗外短編集 : 高瀬舟／最後の一句
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.2 10

200706 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00004962/

44 田舎のネズミと町のネズミ にほんご多読ブックス Level 0 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008487/
45 屋久島 にほんご多読ブックス Level 0 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008488/
46 私はだれでしょう？ にほんご多読ブックス Level 0 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008489/
47 おもしろい！日本のトイレ にほんご多読ブックス Level 0 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008490/
48 きょうだい : 明と由香の一年 にほんご多読ブックス Level 0 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008491/
49 ニホンザル にほんご多読ブックス Level 0 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008492/
50 「キツネとカラス」「ネズミの相談」 にほんご多読ブックス Level 0 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008493/

51
ロボットD太 「はじめまして」「いただきま
す」

にほんご多読ブックス Level 0 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008494/

52 子猫ユキ にほんご多読ブックス Level 0 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022746/
53 きょうだい : 明と由香の夏休み にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022747/
54 床屋さんの一日 にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022748/
55 魚屋さんの一日 にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022749/
56 日本のお米 にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022750/
57 ネズミの結婚 にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022751/
58 ハーメルンの笛吹き男 にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022752/
59 ロボットD太 : 「D太の車」「いいにおい」 にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022753/
60 山下さんの静かな日々 にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022754/
61 広島の少年 飯田くん にほんご多読ブックス Level 1 201908 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00022755/
62 船 にほんご多読ブックス Level 1 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008495/
63 招き猫 にほんご多読ブックス Level 1 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008496/
64 みにくいアヒルの子 にほんご多読ブックス Level 1 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008500/
65 どうして蚊は人の血を吸う？ にほんご多読ブックス Level 1 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008501/
66 日本の行事 にほんご多読ブックス Level 1 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008497/
67 ロボットD太 「日記」 にほんご多読ブックス Level 1 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008498/
68 南の島のタクシー にほんご多読ブックス Level 1 201702 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008499/
69 二人の恋人 他2話 にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008508/
70 サルとカニ にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008502/
71 赤ずきんちゃん にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008504/
72 ジャックと豆の木 にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008506/
73 ヘンゼルとグレーテル にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008509/
74 裸の王様 にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008503/
75 シンデレラ にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008507/
76 老人の町 にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008510/
77 屁っこき嫁 にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008511/
78 悪魔の散歩 にほんご多読ブックス Level 2 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008505/
79 よだかの星 にほんご多読ブックス Level 3 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008512/
80 ばかオンダル にほんご多読ブックス Level 3 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008514/
81 五兵衛と津波 にほんご多読ブックス Level 3 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008518/
82 海幸山幸 : 日本の神話 にほんご多読ブックス Level 3 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008515/
83 大男の話 にほんご多読ブックス Level 3 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008516/
84 梨とり兄弟 にほんご多読ブックス Level 3 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008513/
85 天狗の鼻 にほんご多読ブックス Level 3 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008517/

86
中国の悲しい恋物語～「孟姜女」「梁山伯と祝英
台」～

にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008522/

87 おちくぼ物語 にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008528/
88 落語 「馬小屋の火事」「風呂敷包み」 にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008529/
89 赤毛クラブ にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008524/
90 クリスマス・キャロル にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008526/
91 羅生門/トロッコ にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008520/
92 京都 にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008527/
93 広島・宮島 にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008519/
94 信長・秀吉・家康～戦国時代を生きた三武将 にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008525/
95 女王 卑弥呼 にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008521/
96 奈良の大仏 にほんご多読ブックス Level 4 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008523/
97 野口英世 : 日本が生んだ世界的医学者 にほんご多読ブックス Level 5 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008531/
98 坂本龍馬 : 日本を変えた若者 にほんご多読ブックス Level 5 201606 大修館書店 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00008530/

99
日本語基本文法辞典 : A Dictionary of Basic 
Japanese Grammar

A Dictionray of Japanese Grammar 198603
ジャパンタイ
ムズ出版

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024234/

100
日本語文法辞典【中級編】 : A Dictionary of 
Intermediate Japanese Grammar

A Dictionray of Japanese Grammar 199506
ジャパンタイ
ムズ出版

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024235/

101
日本語文法辞典【上級編】 : A Dictionary of 
Advanced Japanese Grammar

A Dictionray of Japanese Grammar 200805
ジャパンタイ
ムズ出版

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024236/

102 どんなときどう使う 日本語語彙学習辞典 201405 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00019122/
103 ぼおるぺん古事記 : 天の巻 . 1 201205 平凡社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00013976/
104 SWAN －白鳥－ 愛蔵版 . 1 SWAN 200705 平凡社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00013981/
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105 探さないでください 201612 平凡社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00014006/
106 けんぽう絵本 おりとライオン 201809 かもがわ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00015797/
107 マンガでわかる人工知能 201707 インプレス https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00016697/

108 日本の食卓
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.3 11

201701 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024673/

109 坊っちゃん . 上
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.3 12

201701 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024674/

110 坊っちゃん . 下
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.3 13

201701 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024675/

111 四十七人の侍
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.3 14

201701 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024676/

112 ローマの休日 : Roman Holiday
レベル別日本語多読ライブラリー にほ
んごよむよむ文庫 レベル4 vol.3 15

201701 アスク出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024677/

113
キクタン 日本語 日本語能力試験 N1 : 聞いて覚
える日本語単語帳

201908 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00025210/

114 この日本語バリバリ英語にしにくいバイ！ GOTCHA!シリーズ 201910 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00025223/
115 クイズで楽しむ 三国志仰天エピソード210 マイナビ文庫 201405 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026441/
116 二階堂弁護士は今日も仕事がない マイナビ出版ファン文庫 201603 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026576/

117
謎解きよりも君をオトリに : 探偵・右京の不毛な
推理

マイナビ出版ファン文庫 201603 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026577/

118
繰り巫女あやかし夜噺 : お憑かれさんです、ごく
ろうさま

マイナビ出版ファン文庫 201611 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026633/

119 花屋「ゆめゆめ」で不思議な花束を マイナビ出版ファン文庫 201703 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026668/

120
喫茶『猫の木』の日常。 : 猫マスターと初恋レモ
ネード

マイナビ出版ファン文庫 201704 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026677/

121 神様のごちそうー神在月の宴― マイナビ出版ファン文庫 201802 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026706/
122 神様のごちそうー新年の祝い膳― マイナビ出版ファン文庫 201811 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026707/
123 大阪城下 老舗ごふくや事件帖 マイナビ出版ファン文庫 201801 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026773/

124
東京謎解き下町めぐり : 人力車娘とイケメン大道
芸人の探偵帖

マイナビ出版ファン文庫 201806 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026809/

125
河童の懸場帖（かけばちょう） 東京「物ノ怪
（もののけ）」訪問録 : 夏の木立に雪が舞う

マイナビ出版ファン文庫 201807 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026818/

126
万国菓子舗 お気に召すまま : 秘めた真珠と闇を
照らす光の砂糖菓子

マイナビ出版ファン文庫 201809 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026837/

127 Sのエージェント : お困りのあなたへ マイナビ出版ファン文庫 201811 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026853/
128 家政夫くんは名探偵！ マイナビ出版ファン文庫 201812 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026860/
129 家政夫くんは名探偵！ : 冬の謎解きと大掃除 マイナビ出版ファン文庫 201912 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026861/

130
万国菓子舗 お気に召すまま : 幼き日の鯛焼きと
神様のお菓子

マイナビ出版ファン文庫 201905 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026899/

131 君と過ごす最後の一週間 マイナビ出版ファン文庫 201906 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026908/

132
ご試食はいかがですか？ : 店頭販売は伊達じゃな
い

マイナビ出版ファン文庫 201907 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026913/

133
腹ペコ神さまがつまみ食い : 深夜一時の訪問者た
ち

マイナビ出版ファン文庫 201909 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026924/

134 ファイヤーファイター : 命がけのバディ マイナビ出版ファン文庫 201912 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026931/
135 神様のごちそう マイナビ出版ファン文庫 201708 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00026933/
136 ようこそ幽霊寺へ : 新米僧侶は今日も修行中 マイナビ出版ファン文庫 202001 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00030319/
137 電車であった泣ける話 : あの日、あの車両で ファン文庫Tears 202006 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00031358/

138
腹ペコ神さまがつまみ食い : 深夜二時のミニオム
ライス

マイナビ出版ファン文庫 202006 マイナビ出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00031363/

139
An Introduction to Yōkai Culture: Monsters, 
Ghosts, and Outsiders in Japanese History : 英文
版：妖怪文化入門

JAPAN LIBRARY 201703
出版文化産業
振興財団 
(JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032139/

140
フリーア美術館 : アメリカが出会った日本美術の
至宝

別冊太陽 日本のこころ 269 201812 平凡社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032301/

141 芥川龍之介 幻想ミステリ傑作集 魔術 201812 彩流社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00035770/

142
基本語力アップ！ 初級から学ぶ 日本語コロケー
ション

202008 くろしお出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00041365/

143
わくわく城めぐり : ビギナーも楽しめる〈城旅〉
34

201210 山と溪谷社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00042468/

144 ときめく妖怪図鑑 Tokimeku Zukan＋ 201607 山と溪谷社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00042522/
145 でこでこてっぺん : 元祖女子山マンガ 201003 山と溪谷社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00042719/

146
マンガ こころの日曜日 : 14人のカウンセラーが語
る心と気持ちのほぐし方

202101 法研 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00045298/

147 銀河鉄道の夜 宮沢賢治大活字本シリーズ 1 201910 三和書籍 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00045525/
148 セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治大活字本シリーズ 2 201911 三和書籍 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00045527/
149 風の又三郎 宮沢賢治大活字本シリーズ 3 201912 三和書籍 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00045528/
150 注文の多い料理店 宮沢賢治大活字本シリーズ 4 202001 三和書籍 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00045531/
151 蜘蛛の糸 芥川龍之介大活字本シリーズ 1 202007 三和書籍 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00045537/
152 大学でまなぶ日本の歴史 201604 吉川弘文館 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00011002/
153 建物が語る日本の歴史 201808 吉川弘文館 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00019522/
154 頭が毒入りリンゴになったわかものと王国の話 201012 中外医学社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00029647/

155
Pilgrimages in the Secular Age: From El Camino 
to Anime : 英文版：聖地巡礼

JAPAN LIBRARY 201903
出版文化産業
振興財団 
(JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032117/
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156 The Art of Emptiness : 英文版：余白の美 JAPAN LIBRARY 201903
出版文化産業
振興財団 
(JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032118/

157
Mixing Work with Pleasure: My Life at Studio 
Ghibli : 英文版：仕事道楽 新版

JAPAN LIBRARY 201803
出版文化産業
振興財団 
(JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032128/

158
Kabuki, a Mirror of Japan: Ten Plays That Offer a 
Glimpse Into Evolving Sensibilities : 英文版：歌舞
伎の中の日本

JAPAN LIBRARY 201603
出版文化産業
振興財団 
(JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032149/

159 旅に出る日 ヤマケイ文庫 201512 山と溪谷社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00042578/

160
いでんしずかん 遺伝子図鑑 : はたらくしくみがマン
ガでわかる！

201612 化学同人 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00009282/

161
ここがポイント！レポート・論文を書くための日本語
文法 : 中上級～上級学習者対象

201612 くろしお出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00009553/

162
どんなときどう使う 日本語表現文型500 : 日本語能力
試験Ｎ１～Ｎ３の重要表現を網羅

201006 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00011267/

163
どんなときどう使う 日本語表現文型500 : 日本語能力
試験Ｎ１～Ｎ３の重要表現を網羅 . 短文完成練習帳

201112 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00011269/

164
どんなときどう使う 日本語表現文型辞典 新装版 : 日本
語能力試験N1～N5の重要表現を網羅

201006 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00011291/

165
キクタン 日本語 日本語能力試験 N2 : 聞いて覚える
日本語単語帳

201611 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00012955/

166
キクタン 日本語 日本語能力試験 N3 : 聞いて覚える
日本語単語帳

201611 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00012956/

167 耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニング N2 201005 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00019119/

168 耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニング N3 201002 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00019120/

169 耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニング N4 201006 アルク https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00019121/

170 教師と学習者のための日本語文型辞典 199802 くろしお出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00021295/

171 日本の国宝仏像 全画集 201309 彩流社 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00035766/

172 日本の歴史を解きほぐす : 地域資料からの探求 シリーズ・地方史はおもしろい 01 202004 文学通信 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00029776/

173 知っておきたい 和食の秘密 202003 勉誠出版 https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00030576/

174
The Lure of Pokémon: Video Games and the Savage 
Mind : 英文版：ポケモンの神話学

JAPAN LIBRARY 201903
出版文化産業振
興財団 (JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032116/

175
The Japanese Sense of Beauty : 英文版：日本人に
とって美しさとは何か

JAPAN LIBRARY 201803
出版文化産業振
興財団 (JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032126/

176
Myth and Deity in Japan: The Interplay of Kami and 
Buddhas : 英文版：神と仏の出逢う国

JAPAN LIBRARY 201703
出版文化産業振
興財団 (JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032138/

177
Bushido and the Art of Living: An Inquiry into Samurai 
Values : 英文版：日本人の知らない武士道

JAPAN LIBRARY 201703
出版文化産業振
興財団 (JPIC)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00032145/
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