英語教育の本棚
入門
書名
1 英語の発音パーフェクト学習事典
2 TOEICテストに役立つ日常英語

著者名

請求記号

資料ID

深澤俊昭著

831.1||84ア

120121994

830.79||19

120121938

著者名

請求記号

資料ID

大喜多喜夫著

375.893||192

120151922

807||457

120161022

809.4||7

120164082

金森強 [著]

375.893||195

120152274

和泉伸一著

375.893||99

120121970

830.1||56ア

120164078

Samuela Eckstut,青木雅
幸著

初級
書名
3 英語教員のための授業活動とその分析

英語授業の組み立てをする場合に役に立つ本。4 Skills (Reading, Writing, Listening, Speaking) 及び発
音、単語学習などについて、英語学習活動の事例と根拠が溢れている。

4 Second language acquisition (Oxford introductions to language study)

Rod Ellis

This book, from the renowned expert Rod Ellis, introduces the basic principles of how second
and foreign languages are learned. It is written for newcomers to the field in simple and direct
English that is easy to understand.

5 アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書

スティーブン E. ルーカ
ス著

プレゼンテーションの使い方に迷う学生にとても良い本です。ルーカス氏はプレゼンのテーマの選択、聴
衆を引き込む方法、プレゼンの書き方など簡単に説明します。アメリカの大学生のベストセラーです。

6

小学校外国語活動成功させる55の秘訣 : うまくいかないのには理由(わけ)があ
る

7 「フォーカス・オン・フォーム」を取り入れた新しい英語教育
8 日英語対照による英語学概論 増補版

西光義弘編/窪薗晴夫 [ほ
か] 著

中級
書名

著者名

9 英語授業デザイン : 学習空間づくりの教授法と実践 (英語教育学大系:第11巻)

山岸信義, 高橋貞雄, 鈴木
政浩編集

請求記号

資料ID

830.7||347||11

120151872

830.7||397

120170697

375.893||209

120160970

375.893||90ア

120122111

コミュニケーション中心の授業の作り方を学びたい教員に薦める本です。タスク中心の指導、内容中心の
指導など現在の英語教育指導のコアプリンシパルの研究結果を積み上げ、明快に説明している。

Nicola Galloway and

10 Introducing global Englishes

Heath Rose

This book introduces core principles and examples for analyzing how English has grown and
changed around the world. It provides numerous examples and applications of the principles
that show how “English” has become “Englishes”.

11 小学校英語の教育法 : 理論と実践

アレン玉井光江著
望月昭彦編著/久保田章,

12 新学習指導要領にもとづく英語科教育法 改訂版

磐崎弘貞, 卯城祐司著

13 ことばの習得 : 母語獲得と第二言語習得

鈴木孝明, 白畑知彦著

807||426イ

120164092

14 First steps in English linguistics 2版

影山太郎 [ほか] 著

830.1||60

120121928

15

Discourse analysis : a resource book for students : hbk (Routledge

Rodney Jones
830.1||62
120130260
English language introductions)
英語教育と文化 : 異文化間コミュニケーション能力の養成 (英語教育学大系:第 塩澤正, 吉川寛, 石川有香
16
830.7||347ア||3 120151869
3巻)
編集
17 英語の音声を科学する : 新装版

川越いつえ著

831.1||78ア

120181039

著者名

請求記号

資料ID

18 世界と日本の小学校の英語教育 : 早期外国語教育は必要か

西山教行, 大木充編著

375.893||208

120160955

19 英語科教育 (教科教育学シリーズ:09)

馬場哲生編著

375.893||216ア 120163644

上級
書名

20

Focus on form in classroom second language acquisition (The
Cambridge applied linguistics series)

21 最新言語理論を英語教育に活用する
22 Techniques and principles in language teaching 3rd ed

[edited by] Catherine
Doughty and Jessica

807||427

120121929

830.4||85ア

120122063

830.7||345

120121937

Williams
藤田耕司 [ほか] 編
Diane Larsen-Freeman
and Marti Anderson

AMUNDRUD Thomas Martin（英語教育講座、図書館運営委員会委員）

