
＊新着図書紹介＊ラベルの番号 書名 著者名 出版社 内容の順 

■は寄贈図書 紹介した本は「新着図書コーナー」にあります。 

【007 情報科学】 

007-ｶ ネット検索が怖い  
「忘れられる権利」の現状と活用 
神田知宏著 ポプラ新書 

ネット上の書き込みに苦しんで

いる人に向けて、グーグルから削除

仮処分決定を勝ち取った気鋭の IT

弁護士が、具体的な事例をもとに、

ネット情報の削除請求権「忘れられ

る権利」の現状と活用法を伝授する。 

 

007-ﾐ デジタルの作法 1 億総
スマホ時代のセキュリティ講座  
宮田健著   KADOKAWA 

てのひらから、あなたの個人情報

が漏れている! ヘンな人ともつなが

る時代の「デジタル作法」を教える。 

 

007-ﾔ 世界が変わるプログラム
入門  
山本貴光著  ちくまプリマー新書 

コンピュータを使わずに自分の

頭と紙と鉛筆でプログラムを疑似

体験する本。ゲームを題材に、プロ

グラムを作るのに必要となる、見通

しの立て方や進め方、ものの見方な

どを丁寧に説明する。 

 

【041 論文集】 
041-ｵ 生き抜く力を身につける
大澤真幸ほか著 桐光学園編  
ちくまプリマー新書編集部編  
ちくまプリマー新書 

いくらでも選択肢のあるこの社

会で、私たちは息苦しさを感じてい

る。社会学者や哲学者など、既存の

枠組みを超えてきた先人達が、見取

り図のない時代を生きるサバイバ

ル術を指南する。読書案内も掲載。 

 

041-ﾀ 揺らぐ世界  
立花隆ほか著 桐光学園編  
ちくまプリマー新書編集部編  
ちくまプリマー新書 

紛争、格差、環境問題…。グロー

バル化が進んだ世界は、多くの問題

を抱えて揺らいでいる。これらの状

況を理解する視点は、どうすれば身

につくのか? 多彩な先生たちがヒ

ントを示す。読書案内も掲載。 
 

【１４心理学 １５９生き方】 
143-ｻ 問いからはじめる発達心
理学 生涯にわたる育ちの科学 
坂上裕子ほか著 有斐閣  

発達するってどういうこと? 心

の発達には何が影響するの? 一生

をかけた心の発達のメカニズムと

その多様性にふれ、考える愉しみを

味わいながら学べる、発達心理学の

入門書。 

 

159-ｼ 大人になるっておもしろい? 
清水真砂子著 岩波ジュニア新書 

自分を信じきれず、個性や“らし

さ”を探しながらも一方で人と違わ

ないことに心を砕く若者たち。そん

な10代に魂を揺さぶる数々の物語

を通して悩むこと、傷つくことを怖

れず、もっと伸びやかに自由に生き

ようと呼びかける。 

 

 

 

【318 地方行政】 
318-ｶ 片山善博の自治体自立塾 
片山善博著  日本経済新聞出版社 

存在意義さえ問われる議会・議員

や教育委員会、そして行政運営。現

場を熟知した地方自治の論客が、自

治体が抱える問題の病巣を指摘し、

健全化への処方箋を示す。 

 

318-ﾌ 福井モデル  
未来は地方から始まる  
藤吉雅春著 文藝春秋 

共働き率と出生率で全国平均を

上回る北陸三県。地盤沈下しない都

市には歴史的な「強い教育力」と平

等な「協働システム」がある。大阪、

富山、福井を歩き、日本ならではの

都市再生モデルを考察した気鋭の

ルポ。 

 

【323 憲法】 
323-ｲ 超訳日本国憲法  
池上彰著 新潮社  

大臣を罷免=大臣をクビにできる、

文民=軍人ではない人…。池上版「超

訳」で読み解くと、こんなに憲法は

おもしろい! 池上彰が日本国憲法の

原文を紹介しつつ、超訳でわかりや

すく解説します。 

 

 

 

 

【361 社会学】 
361-ｺ クール・ジャパン!?  
外国人が見たニッポン  
鴻上尚史著 講談社  

カラオケはクール? 日本人は本

当に「ちゃんとしている」のか? 

NHK BS の人気番組「cool japan」

の司会者として、世界を旅する演劇

人として、著者が外国人から聞いて

議論したニッポンの姿を明らかに

する。 

 

361-ｼ 10 代からの情報キャッチボー

ル入門 使えるメディア・リテラシー 
下村健一著 岩波書店 

LINE、フェイスブック、ツイッ

ター、メール…。自己流でだいじょ

うぶ? 情報の被害者にも加害者に

もならないために、TV キャスター、

官邸広報などの現場で奮闘してき

た著者が、情報を受信、発信するた

めの基本を教える。 

 
【366 職業紹介】 

070-ｵ ?が!に変わるとき  
新聞記者、ワクワクする  
小国綾子著 汐文社  

人に会う。そして、疑問符を感嘆

符に変えていく-。新聞記者の毎日

は、そのくり返し。そんな風に仕事

にドキドキし、ワクワクしてきた

25 年間のことと、新聞記者になる

までのことをつづる。 

366-ﾅ-141 警備員・セキュリテ
ィスタッフになるには  
山中伊知郎著 ぺりかん社 

警備・防犯・ネットセキュリティ

サービスの第一線で活躍する人た

ちの生きた仕事現場を取材するほ

か、歴史や全体像、将来性も含めな

がら解説。なるための適性や心構え、

必要な資格や進路なども紹介する。 

 

366-ﾅ-補 17 イベントの仕事で
働く 岡星竜美著 ぺりかん社    

スポーツ、音楽、演劇、テーマパ

ーク、結婚式やお葬式…。企画運営

から音響・照明・美術などの技術職

まで、非日常の空間を創り出すイベ

ントに関わる人たちの活躍を紹介

する。「なるにはフローチャート」

も掲載。 

 

366-ｱ 百貨店・ショッピングセン
ターで働く人たち しごとの現場とし
くみがわかる!  

浅野恵子著 ぺりかん社 
店内案内、販売員、セールスマネ

ージャー、バイヤー、宣伝、店舗運

営管理など、百貨店・ショッピング

センターで働くいろいろな職種を

紹介。現場としくみ、 

実際に働く人たちの 

インタビューも掲載。 

 
 

366-ﾊ ケーキ屋さん・カフェで
働く人たち しごとの現場としくみが
わかる! 籏智優子著 ぺりかん社 

ケーキ屋さんのオーナー、パティ

シエ、製粉会社営業、カフェの店長、

店舗運営、商品開発、青果卸会社営

業など、ケーキ屋さん・カフェで働

くいろいろな職種を紹介。現場とし

くみ、実際に働く人たちのインタビ

ューも掲載する。 

 

369-ｷ 知りたい!ソーシャル 
ワーカーの仕事  

木下大生著 藤田孝典著  
岩波ブックレット 

深刻化する人口減少・高齢化社会、

格差・貧困、ニーズの多様化…。そ

んななか、需要が高まる「ソーシャ

ルワーカー」という職業。仕事の醍

醐味と面白さ、職場環境、今後の課

題などを、現場と理論をよく知る著

者が語る。 

 

【367 青少年問題】 
367-ﾄﾞ つながりを煽られる子ど
もたちネット依存といじめ問題を考える 
土井隆義著  岩波ブックレット 

LINE 疲れ、快楽でなく不安から

のスマホ依存、友だち関係を維持す

るためのいじめ…。子どもたちが

「つながり過剰症候群」に陥る社会

背景と心理メカニズムについて考

える。 

Ｈ２７－№４ 

三刀屋高校図書館 

平成 27 年 7 月 1 日 

今年の夏にすること 

期末試験が終わりました。夏休みまではあと 3 週間。夏休みも含め、あなたはこ

の期間にどんなふうに時間を使いますか？こういう時こそ、じっくりと 自分の将

来を想像してみませんか。そして、その姿を実現させるために必要なことは何か考

えて、必要なことのために使ってほしいです。例えば、その分野の本を読むとか、

体験に出向くとか。将来の姿がまだぼんやりしている人は将来の自分の姿を探しに

図書館へ来ませんか。図書館はいつでも応援します。（ｂｙ司書） 

 

090-ｼ ＮＡＶＩ島根 ２０１２  
〃   ２０１３ 
〃   ２０１４ 
〃   ２０１５ 

高校生のための島根県の地理・
歴史・文化・社会がわかる資料
集  
島根県高等学校地歴・公民科
教育研究会 編 
島根県高等学校地歴・公民科
教育研究会  

 地歴公民の授業の資料集。地域

産業研究や郷土研究に役立つ。 

 

091.7-ｶ 神々と出会う旅  

山陰の神々   
山陰の神々刊行会 中国山地の山 

「陰」、そこは神々が好んだ居住空間で

あった-。山陰の神々を詣でる旅をはじ

め、漫画家・安彦良和が歩く古代山陰、

山陰を旅するオオナムチ命などを収録

する。山陰の神社リストも掲載。 

 

092.9-ｲ 出雲の國 縁たび  
山陰中央新報社  

出雲・松江をめぐる幸せ縁結びた

び案内。出雲大社をはじめ、玉造温

泉、しまねの器・酒・お土産、各地

の観光スポットやパワースポット、

ランチ、カフェ、ショッピング情報

などを紹介。データ:2015 年 3 月

095.2-ｲ 松江城 
石井悠著  ハーベスト出版  

本丸を中心に段下がりに曲輪を

配置する梯郭式の松江城。城の概

観、本丸、二の丸、馬溜、城への

出入り口などを写真とともに解

説。ほか、石垣から読める歴史や、

印象の強い殿様なども紹介する。 

島根のこと、 
雲南のことを 
もっと知ろう！ 

■092.1-ｶ  昭和３９年加茂町大水
害復興記念誌 復興５０年を迎えて  
加茂あかがわ連合会 編  
加茂あかがわ連合会 

昭和39年7月18日から19日未明、

連日の雨と増水した市内各所と赤川。川

底より低かった加茂の町は堤防の決壊

とともに、町が水没。当時の記録から災

害に状況を知り、今後に備える。 

 

■092.9-ｳ  うんなんエリア  
温泉ガイドブック   
うんなん観光ネットワーク協議会 編  

うんなん観光ネットワーク協議会 
 雲南市、奥出雲町、飯南町は古来

より温泉が豊富な土地。地域に愛さ

れ、大切にされてきた。そして来る

人を心からもてなす温泉が今なお

多い。湯めぐりと合わせ、地域のこ

とを紹介。 

■095.9-ﾌ  ふるさと、ごはん  
雲南市編 雲南市  
 雲南には豊かな自然と旬の素材

を大切にした食卓が残されている

……。食の恵みを通して今ある暮

らしをいとおしみ守っていくこと

の素晴らしさを伝える。雲南なら

どこにでもある材料を使って、親

しまれている郷土料理を紹介。 

 

＊カブトムシ情報＊ 幼虫 11 匹のうち 
オス ２匹、メス １匹が成虫になりました。   



 

 

 

●ペンギンリーダーズ 

・Ａｐｏｌｌｏ １３ ・Ｍｏｔｈｅｒ Ｔｅｒｅｓａ 
・Ａｌｉｃｅ ｉｎ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎ   
・Ａ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｃａｒｏｌ  ・ＧＡＮＤＨＩ  
・Ｔｈｒｅｅ Ｓｈｏｒｔ Ｓｔｏｒｉｅｓ ｏｆ Ｓｈｅｒｌｏｃｋ Ｈｏｌｍｅｓ 
・Ｔｈｅ ｇｈｏｓｔ ｏｆ Ｇｅｎｎｙ  ・Ｔｈｅ ｍｉｓｓｉｎｇ ｃｏｉｎｓ 
・Ｍａｒｌｅｙ ＆ ｍｅ   ・Ｔｈｅ Ｇｉｆｔ ｏｆ ｔｈｅＭａｇｉ 
・ＢＡＢＥ Ｔｈｅ Ｓｈｅｅｐ Ｐｉｇ   ・Ｈｅｉｄｉ 
・ＴＨＥ ＣＡＬＬ ＯＦ ＴＨＥ ＷＩＬＤ ・Ｂｒａｃｋ Ｏｂａｍａ 
・Ａｕｓｔｒａｌｉａ ａｎｄ Ｎｅｗ Ｚｅａｌａｎｄ 
・Marcel goes to Hollywood   ・Ａｕｄｒｅｙ Ｈｅｐｂｕｒｎ 
・Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｌｉｆｅ   ・Ｇｕｌｌｉｖｅｒ’ｓ Ｔｒａｖｅｌｓ 
・Ｄａｖｉｄ Ｂｅｃｋｈａｍ ・ＷＨＥＲＥ ＴＨＥ ＷＩＬＤ ＴＨＩＮＧＳ 
・Ｋｉｎｇ Ａｒｔｈｕｒ ａｎｄ  ｔｈｅ Ｋｎｉｇｈｔｓ ｏｆ ｔｈｅ  

Ｒｏｕｎｄ Ｔａｂｌｅ 
・Ｔｈｅ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ ｏｆ ＴｏｍＳａｗｙｅｒ 
・Ｔｗｅｎｔｙ ｔｈｏｕｓａｎｄ ｌｅａｇｕｅｓ ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ｓｅａ 
 

 

 

 

●オックスフォード 

・ＴＨＥ ＰＩＡＮＯ  ・ＭＯＯＮＤＩＡＬ  ・Ｔｉｔｎｉｃ 
・ＴＨＥ Ｈｏｕｎｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｂａｓｋ-ｅｒｖｉｌｌｅｓ 
・ＴＨＥ ＷＩＮＤ ＩＮ ＴＨＥ ＷＡＩＬ-ＬＯＷＳ 
 

●ディズニー絵本  

・Ｔｈｅ Ｓｏｅｒｃｅｒｅｒ’ｓ Ａｐｐｒｅｎｔｉｃｅ ・Ｐｅｔｅｒ Ｐａｎ 
・Ｗｉｎｎｉｅ ｔｈｅ Ｐｏｏｈ ａｎｄ ｔｈｅ ｂｌ-ｕｓｔｅｒｙ ｄａｙ 

・Ｃｉｎｄｅｒｅｌｌａ     ・Ｄｕｍｂｏ  ・Ｂａｍｂｉ   
・Ｓｎｏｗ Ｗｈｉｔｅ ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｅｖｅｎ Ｄｗａｒｆｓ 
・Ｌａｄｙ ａｎｄ ｔｈｅ ＴＲＡＭＰ  
・ＡＬＩＣＥ ｉｎ ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ  
・Ｓｌｅｅｐｉｎｇ Ｂｅａｕｔｙ   ・Ｔｈｅ Ａｒｉｓｔｏ ｃａｔｓｂｂ  
・Ｗｉｎｎｉｅ ｔｈｅ Ｐｏｏｈ ａｎｄ ｔｈｅ ｈｏ-ｎｅｙ ｔｒｅｅ 

・Ｔｈｅ Ｌｉｔｔｌｅ Ｍｅｒｍａｉｄ 
・Ｂｅａｕｔｙ ａｎｄ Ｂｅａｓｔｂ・ＴＡＲＺＡＮ 
・ＴＯＹ ＳＴＯＲＹ ・Ａ ｂｕｇ’ｓ Ｌｉｆｅ   
 

【369 社会福祉】 
369-ｺ ルポ保育崩壊  
小林美希著 岩波新書 

時間内に食べ終えるのが至上命

題の食事風景。バーンアウトする保

育士たち。ひたすら利益追求に汲々

とする企業立保育所の経営陣…。知

られざる厳しい現状を余すところ

なく描き出し、「保育の質」の低下

に警鐘を鳴らす。 

 

369-ｼ 復興<災害> 阪神・淡
路大震災と東日本大震災  
塩崎賢明著 岩波新書 

阪神・淡路大震災から 20 年。そ

の痛恨の教訓は生かされず、今また

「復興」の名のもとにもたらされる

災害が東北を覆っている。次の復興

災害をどう防ぐのか、多くの災害現

場を見てきた著者が提言。 

 

【37 教育】 
375-ｺ アクティブラーニング入門  

アクティブラーニングが授業と生徒を

変える  

小林昭文著 産業能率大学出版部 

生徒と先生の新しい授業のカタ

チ「アクティブラーニング」がわか

る入門書。高校で 6 年間アクティブ

ラーニング型授業を実践してきた

著者が、アクティブラーニングの意

義・実践方法・効果などを解説。 

 

【383 食文化】 
383-ｱ 「和食」って何?  
阿古真理著 ちくまプリマー新書 

食をたどれば、社会の変化が見え

てくる。すし、天ぷら、ラーメン、

カレー…。江戸時代から現代まで、

和食の歴史をたどるとともに、和食

が現状で抱える問題点や、秘めてい

る可能性について探る。 

 

【493 依存症】 
493-ｵ インターネット・ゲーム依
存症 ネトゲからスマホまで  
岡田尊司著 文春新書 

インターネット・ゲーム依存症を

理解するために必要な基本的知識

や最新の専門的な知見を平易に伝

えるとともに、その危険を予防し、

依存症になった場合にはどのよう

に治療し克服していけばいいかを

述べる。チェックリスト付き。 

【499 薬学】 
499-ﾓ 脱法ドラッグの罠  
森鷹久著 イースト・プレス  

若者はなぜ“脱法と快楽”にハマる

のか? 覚せい剤よりも危険だとさ

れている脱法ハーブの関連業者に

取材を重ね、製造工場にまで潜入し

た著者が、脱法ドラッグ問題の全貌

を明らかにする。 

 

【519 環境】 
519-ｶ 産廃処理が一番わかる 
廃棄物の種類や処理の流れ法制
度を実務に即して解説  
上川路宏著 技術評論社 

産業廃棄物処理の流れ、製造施設を

使った処理とリサイクル、契約書と

マニフェスト運用の実際、不法投棄

と罰則規定など、産廃処理専門業者

だけでなく、企業側も知るべきポイ

ントを実務に即して解説する。 

 

【料理】 596-ｲ 朝食おやつ 
磯谷仁美著 文化学園文化出版 

アールグレイビスコッティ、プレ

ーンクイックスコーン、りんごのバ

ターケーキ…。気軽に作れて、時間

がない中でもサクッと食べられる、

朝にふさわしい「おやつ」のレシピ

を紹介します。 

 
【産業】 601-ｵ クールジャパン
とは何か?   太田伸之著  
ディスカヴァー・トゥエンティワン  

あなたの商品を海外に売り込む

チャンス! 日本の何がクールで何が

クールではないのか。世界のどんな

地域のどんな消費者層に向け、具体

的に何を発信するのか。著者が考え

る「クールジャパン戦略」とは。 

 

【放送】 699-ｸ テレビの企画書  
新番組はどうやって生まれるか? 
栗原美和子著 ポプラ社  

テレビ番組はどのように企画さ

れ、誕生するのか? ドラマプロデュ

ーサーとして数々のヒットを生み

出してきた著者が、様々な現場の体

験をリアルに 

描き、テレビと 

いう巨大メディ 

アの本質に迫る。 

 

 

【78 スポーツ】 
780-ﾀ 彼らの奇蹟  
傑作スポーツアンソロジー  
玉木正之編 新潮文庫 

走る、蹴る、漕ぐ、叫ぶ。肉体を

鍛え上げ、ひとり限界の向こうへ踏

み出すとき、人間は神々に近づく。

スポーツの喜びと興奮へ誘う全 19

編の読み物傑作選。 

 

780-ﾔ アスリートのためのスポ
ーツ栄養学 最新版 栄養の基本
と食事計画 柳沢香絵監修  
学研パブリッシング  

何をどう食べるかで、からだは変

化する! スポーツ愛好者からトップ

アスリートまで、パフォーマンス向

上に欠かせないスポーツ栄養学の

知識と食事計画を、競技別・世代

別・目的別に紹介する。 

 

783-ﾆ 頂点への道  
錦織圭著 秋山英宏著  
文藝春秋 

2014 年に開花した、「動かず攻

める」攻撃テニス誕生の秘密とは。

チャンコーチとの出会い、怪我の克

服…。2009 年からの苦闘を綴った、

錦織圭初の公式本。ブログに観戦記

等を加えて書籍化。 

 

【８３ 英語】 
■831-ﾊﾞ 猿はマンキお金はマニ 
日本人のための英語発音ルール 
ピーター・バラカン著  日本放送出
版協会  

「マネー」だと印象派の画家にな

っちゃう? 「イメージ」はイミジュ、

「メッセージ」はメシジュ? 来日

35 年の著者が英語発音をめぐる日

本人の誤解を面白おかしく指摘、正

しい発音のルールを伝授する。 

 

■837-ﾍ Hamburgers And Other 
Essays on America and Japan 
ケイ・ヘザリ著  日本放送出版協会 

日本の芸人好きな隣人との付き

合い方は? ホームセンターは出会

いの場? 日本人以上に日本的な感

覚を持つアメリカ人が、現代アメリ

カ社会の日常とトレンドをユーモ

アたっぷりに綴る、中学卒業レベル

の英語力で読める本 

 

■837-ﾍ ベスト・オブ・オー・ヘンリ
ー Level 2(1300‐word)  
オー・ヘンリー著 David Olivier 改
作 アイビーシーパブリッシング  

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ 武道館  
朝井リョウ著 文藝春秋 

武道館ライブの実現を目指して

活動するアイドルグループ「NEXT 

YOU」。恋愛禁止、スルースキル、

特典商法、握手会、卒業…。成長す

る彼女たちをシビアかつ熱を持っ

た視線で描いた長編小説。 

 

913-ｸ 星読島に星は流れた 
久住四季著 東京創元社 

天文学者が孤島で毎年開く、天体

観測の集い。家庭訪問医の加藤盤を

はじめ、孤島に上陸した 6 人の招待

客のあいだに静かな緊張が走るな

か、滞在 3 日目、ひとりが死体とな

って海に浮かぶ。犯人は、このなか

にいる…。松江市出身作家 

 

913-ｽ 樹海  
鈴木光司著 文藝春秋  

「死」の気配を濃厚に漂わせる、富

士の樹海。訪れる人々が生むドラマ

をこの世ならざるものが見守って

いる…。人生の重みがみっちりと詰

まった全 6 編を収録した連作短編 

913-ﾄﾞ あん  
ドリアン助川著 ポプラ文庫 

千太郎のどら焼き店のバイト求

人をみてやってきたのは、70 歳を

過ぎた手の不自由な女性・吉井徳江

だった。徳江のつくる「あん」のう

まさに舌をまく千太郎は彼女を雇

い、店は繁盛しはじめるのだが…。

限りなく優しい魂の物語。映画原作 

 

913-ﾎﾞ 冒険の森へ 傑作小説
大全 

永遠なれ、冒険の物語。ジャンル

を越え、小説の面白さを追求するア

ンソロジー。 

11 復活する男 星新一ほか著 
飯嶋和一「汝ふたたび故郷へ帰れ

ず」など長編 2 編、ショートショー

ト&ショートストーリー5 編、短編

6 編を収録する。 

 

16 過去の囁き 桐野夏生ほか著 

16 は、花村萬月「なで肩の狐」

など長編 2 編、ショートストーリー

5 編、短編 5 編を収録する。 

 

913-ﾐ 過ぎ去りし王国の城  
宮部みゆき著  KADOKAWA 

ヨーロッパの古城のデッサンを

拾った中 3 の真は、絵の中にアバタ

ーを描きこむと、その世界に入れる

ことを知る。真は仲間はずれされて

いる､女子の珠美と冒険するうち、

塔の中に少女が閉じこめられてい

ることを発見し…。 

 
913-ﾐ リバース  
湊かなえ著 講談社 

平凡なサラリーマン、深瀬和久の

趣味はコーヒーを飲むこと。その縁

で、美穂子という彼女もでき、人生

に彩りが添えられると思った。だが、

「深瀬和久は人殺しだ」と書かれた

告発文が送りつけられ…。 

 

913-ﾕ 夜の木の下で  
湯本香樹実著 新潮社 

もし恋というものが、相手の持っ

ている時間と自分の時間を重ね合

わせたいと願うものなら、あのとき

僕はもう、恋をしていたのだ-。少

女の揺らぐ性の兆し。少年の淡い恋

心……。記憶の底の繊細な情感を描

く、珠玉の作品集。 

 

お 知 ら せ 

 来週の火曜日は七夕です。 

今年も図書館に笹を用意します

ので、皆さんの願い事を短冊に

書いて飾ってください。 

書くだけでなく、実現させる

ための行動もしよう！ 

 

「洋書コーナー」できました 英語で書かれた本を読んで、英語力アップを目指そう！ 
皆さんがよく知っているお話もあるよ。苦手な人はレベル１やディズニー絵本から始めよう。 

 


