
No. 書名 著者 出版者 出版年 請求番号 場所区分
1 年鑑代表シナリオ集 日本シナリオ作家協会「'13年鑑代表シナリオ集」出版委員会／編シナリオ作家協会 2014.7 2639621 一般開架
2 この辞書・事典が面白い! 室伏 哲郎／監修 トラベルジャーナル 1999.6 030/2/ 一般書庫
3 明治もののはじまり事典 湯本 豪一／著 柏書房 2005.12 0314/7/ 一般開架
4 大英帝国の大事典作り 本田 毅彦／著 講談社 2005.11 033/12/ 一般開架
5 <辞書屋>列伝 田澤 耕／著 中央公論新社 2014.1 8013/11/ 一般開架
6 日本の辞書の歩み 辞典協会／編 辞典協会 1996.4 8013/4/ 一般書庫
7 辞書の世界史 ジョナサン・グリーン／著 朝日新聞社 1999.9 8013/5/ 一般書庫
8 辞書を読む愉楽 柳瀬 尚紀／著 角川書店 2003.3 8013/6/ 一般開架
9 「のっぺら坊」と「てるてる坊主」 松井 栄一／著 小学館 2004.4 81026/7/ 一般開架

10 雑学ことばの日本史 阿部 猛／著 同成社 2009.1 812/13/ 一般開架
11 目でみることば おかべ たかし／文 東京書籍 2013.2 812/16/ 一般開架
12 目でみることば おかべ たかし／文 東京書籍 2013.12 812/16/2/ 一般開架
13 理想の国語辞典 国広 哲弥／著 大修館書店 1997.11 812/2/ 一般書庫
14 身近なことばの語源辞典 西谷 裕子／著 小学館 2009.11 81203/7/ 一般開架
15 図説日本の辞書 沖森 卓也／編 おうふう 2008.1 81302/1/ 一般開架
16 日本国語大辞典 小学館国語辞典編集部／編集 小学館 2000.12 8131/21/1 参考開架
17 現代国語例解辞典 林 巨樹／監修 小学館 2006.1 8131/22/06 参考開架
18 言泉 尚学図書／編集 小学館 1986.12 8131/26/ 参考開架
19 辞書 文化庁(文化部国語課)／編集 文化庁(文化部国語課) 1997 8131/27/ 一般書庫
20 「国語」と「国語辞典」の時代 倉島 長正／著 小学館 1997.11 8131/30/1 一般書庫
21 「国語」と「国語辞典」の時代 倉島 長正／著 小学館 1997.11 8131/30/2/ 一般書庫
22 今様こくご辞書 石山 茂利夫／著 読売新聞社 1998.8 8131/42/ 一般書庫
23 『広辞苑』は信頼できるか 金武 伸弥／著 講談社 2000.7 8131/49/ 一般書庫
24 裏読み深読み国語辞書 石山 茂利夫／著 草思社 2001.2 8131/50/ 一般書庫
25 明解物語 柴田 武／監修 三省堂 2001.4 8131/51/ 一般開架
26 広辞苑の? 谷沢 永一／著 光文社 2001.1 8131/53/ 一般開架
27 出逢った日本語・50万語 松井 栄一／著 小学館 2002.12 8131/55// 一般開架
28 国語辞典の名語釈 武藤 康史／著 三省堂 2002.12 8131/56/ 一般開架
29 日本語一〇〇年の鼓動 倉島 長正／著 小学館 2003.3 8131/57// 一般書庫
30 国語辞書事件簿 石山 茂利夫／著 草思社 2004.11 8131/63// 一般開架
31 国語辞書誰も知らない出生の秘密 石山 茂利夫／著 草思社 2007.6 8131/69/ 一般開架
32 懐かしい日本語辞典 佐藤 勝／編著 東京堂出版 2008.1 8131/70/ 一般開架
33 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／著 角川学芸出版 2013.3 8131/73/ 一般開架
34 日本人の知らない日本一の国語辞典 松井 栄一／著 小学館 2014.4 8131/74/ 一般開架
35 「言海」を読む 今野 真二／著 KADOKAWA 2014.6 8131/76/ 一般開架
36 ちがいがわかる類語使い分け辞典 松井 栄一／編 小学館 2008.4 8135/22/ 一般開架
37 自然のことのは ネイチャー・プロ編集室／構成・文 幻冬舎 2000.11 814/16/ 一般書庫
38 生かしておきたい江戸ことば450語 沢田 一矢／著 三省堂 2001.12 814/18/ 一般書庫
39 右脳を刺激する日本語小辞典 城生 佰太郎／著 東京書籍 1996.11 814/2/ 一般書庫
40 辞書には書かれていないことばの話 仁田 義雄／著 岩波書店 2002.11 814/24/ 一般開架
41 まだまだ磨ける国語力 樺島 忠夫／[著] 角川書店 2003.8 814/28/ 一般書庫
42 四季のことば辞典 西谷 裕子／編 東京堂出版 2008.1 814/39/ 一般開架
43 里山のことのは ネイチャー・プロ編集室／構成・文 幻冬舎 2009.11 814/41/ 一般開架
44 セピア色の言葉たち グループ万華鏡／編著 蝸牛社 1998.7 814/9/ 一般書庫
45 明治生まれの日本語 飛田 良文／著 淡交社 2002.5 8147/7/ 一般書庫
46 雅な日本語 加藤 ゑみ子／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン2006.12 8149/13/ 一般書庫
47 みんなで国語辞典! 北原 保雄／監修 大修館書店 2006.12 8149/14/ 一般開架
48 新解さんの謎 赤瀬川 原平／著 文芸春秋 1996.7 9146/ｱｹ     2/ 一般書庫
49 松井簡治資料集 松井簡治資料刊行会 編 松井簡治資料刊行会 2014.3 C289/ﾏｶ     1/ 郷土開架
50 松井簡治と『大日本国語辞典』 銚子市公正図書館／編集 銚子市公正図書館 2004.3 C813/1/ 郷土開架
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