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底本発行年

英語日記ドリル ―complete― Complete ed

2011年 商品コード

1011604132

学術・1アクセス

¥3,300(＋税)

学術・3アクセス

¥5,000(＋税)

著編者名
石原, 真弓
底本ISBN
9784757420410
●発信力の土台を作る重要構文60 ＋ その用法を示す例文180●日常を語るための頻出表現（約）1100●言いたいことを英語に
するための発想のヒントが、詰まっており、「英語日記」のスターターキットとしても最適です。また、学習法アドバイスなどを取り上
げた「コラム」、英語日記に役立つ文法知識や用語をまとめた巻末付録など、日記生活をサポートする情報も満載です。

高校英語授業を変える! ―訳読オンリーから抜け出す3
つのモデル―（ アルク選書シリーズ）

底本発行年

2011年 商品コード

1011604133

学術・1アクセス

¥4,900(＋税)

学術・3アクセス

¥7,300(＋税)

著編者名
金谷, 憲
底本ISBN
9784757420199
高校の英語授業を変えるための解決策を提案。パラグラフ・チャート活用型授業、縮約版を利用した2度読みなど、3つの授業モデ
ルと、その背景にある考え方を解説。授業で用いるツールやタスク、定期テスト案も収録する。

大学院留学GREテスト学習法と解法テクニック 新テ
スト対応版

底本発行年

2011年 商品コード

1011604137

学術・1アクセス

¥8,400(＋税)

学術・3アクセス

¥12,600(＋税)

著編者名
アゴス・ジャパン
底本ISBN
9784757420335
アメリカなどの学術系大学院受験に必要な共通テスト「GRE」のスコアを効率的に伸ばすための戦略と学習方法を解説。GREの概
要から、Verbal、Quantitativeなど、セクション別の攻略法までを掲載。

底本発行年

MBA留学GMAT完全攻略 新テスト対応版

2012年 商品コード

1015254421

学術・1アクセス

¥8,800(＋税)

学術・3アクセス

¥13,200(＋税)

著編者名
アゴス・ジャパン
底本ISBN
9784757422179
GMAT（Graduate Management Admission Test）は、MBA（Master of Business Administration: 経営管理学修士）取得に当た
り、ビジネス・スクールに入学するために要求される試験です。競争率の高いスクールに合格するには、GMATで高得点を挙げるこ
とが必要となります。GMATのスコアアップの秘訣は無駄な勉強を避け、要領よく学習することですが、本書では日本人受験者の
実情に合わせた受験戦略、効率の良い学習法を紹介しています。
底本発行年

バイリンガル教育の方法 ―12歳までに親と教師がで
学術・1アクセス
きること― 増補改訂版
学術・3アクセス

2001年 商品コード

1015254422

¥5,500(＋税)
¥8,300(＋税)

9784757402829
著編者名
中島, 和子
底本ISBN
子どもに二つ以上の言語を与えるとき、親や教師はどうすればよいのか。バイリンガルの先進国カナダで言語教育の研究・実践に
あたる著者が、豊富なデータや自らのバイリンガル子育ても含めたさまざまな実践例をもとに、これからの日本の子どもに必要な
英語力獲得を念頭に置いて、具体的に解説。1997年の初版本のデータを一新して全面的に改訂し、索引や重要項目の整理など
の要素を加えて、より理解しやすい内容にしました。
※発行年、ISBN はプリント版の情報です

学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 〜 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

日本語学習【ビジネス / 語彙 / 表現】
10 冊セット価格

形容詞・副詞編 （日本語多義
語学習辞典 : イメ ー ジ でわか
る言葉の意味と使い方）

底本発行年

2011年 商品コード

1011604135

学術・1アクセス

¥6,200(＋税)

学術・3アクセス

¥9,300(＋税)

著編者名
今井, 新悟
底本ISBN
9784757420489
認知言語学の理論から生まれた、日本語多義語の学習テキスト。多義性が高い形容詞・
副詞84語を取り上げ、中心義から派生する語義のネットワーク図、語義の説明を補足する
イラスト、例文、合成語や慣用表現などを掲載する。

商品コード：1017162450
同時 1 アクセス：¥47,000(＋税 )
同時 3 アクセス：¥70,500(＋税 )

動詞編 （日本語多義語学習辞
典 : イメ ー ジ でわかる言葉の
意味と使い方）

★分売可
しごとの日本語
メールの書き方編

底本発行年

2008年 商品コード

1011253321

学術・1アクセス

¥4,400(＋税)

学術・3アクセス

¥6,600(＋税)

著編者名
奥村, 真希
底本ISBN
9784757413689
ビジネスで必要な日本語でのメールの書き方の基本を、効率よくマスターできるテキスト。
基礎編では、ビジネスメールの常識とマナー、敬語について総整理。実践編では、メール
の内容別に17のカテゴリーに分け、ケーススタディとしてメールの定型書式（テンプレート）
を紹介。応用編では各カテゴリー別の問題を掲載しました。仕事でメールを使う必要がある
すべての外国人の方々に活用していただきたい一冊です。

しごとの日本語
電話応対基礎編

底本発行年

2007年 商品コード

1011253320

学術・1アクセス

¥4,900(＋税)

学術・3アクセス

¥7,300(＋税)

9784757413313
著編者名
奥村, 真希
底本ISBN
日系企業で必要とされる日本式のビジネス電話対応のマナーや、頻出の語彙・フレーズ
を、1ユニット30分×35ユニットでマスターできるテキスト。ロールプレイ、一人語りなど、実
践的な練習で、聞き取る力、話す力を養成。（書籍版付録のCD音声はついておりません）

底本発行年
漢字系学習者のため の漢字か
ら 学ぶ語彙 1 日常生活編

2008年 商品コード

1011253322

学術・1アクセス

¥4,200(＋税)

学術・3アクセス

¥6,300(＋税)

著編者名
佐藤, 保子
底本ISBN
9784757413665
中国・台湾・韓国などの日本語学習者の漢字・漢語の背景知識を十分に活用しながら、日
本語の漢字をマスターするための教材。漢字の意味や用法の違いなど、漢字系学習者な
らではの落とし穴に配慮した多様な練習問題を掲載し、語彙にはすべて、中国語・韓国
語・英語の３カ国語の対訳が付いています。
底本発行年
漢字系学習者のため の漢字か
ら 学ぶ語彙 2 学校生活編

2008年 商品コード

1011253323

学術・1アクセス

¥4,200(＋税)

学術・3アクセス

¥6,300(＋税)

底本発行年

2012年 商品コード

1011604136

学術・1アクセス

¥7,500(＋税)

学術・3アクセス

¥11,300(＋税)

著編者名
森山, 新
底本ISBN
9784757420496
認知言語学の理論から生まれた、日本語多義語の学習テキスト。多義性が高い動詞104
語を取り上げ、中心義から派生する語義のネットワーク図、語義の説明を補足するイラス
ト、例文、合成語や慣用表現などを掲載する。

ど ん なときど う使う日本語表現
文型辞典 新装版 ―英・ 中・ 韓
3 カ国語訳付き 日本語能力試験
N1 ～N5 の重要表現を網羅―

底本発行年

2010年 商品コード

1011604138

学術・1アクセス

¥6,200(＋税)

学術・3アクセス

¥9,300(＋税)

著編者名
友松, 悦子
底本ISBN
9784757418868
日本語学習者が、国語の辞書では引けない「文型」について知るための辞典。初級から上
級までの「文型」を集めて、その意味・機能・使い方などをわかりやすく例文の中で提示し、
英語・中国語・韓国語の翻訳をつけて解説する。

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― 改訂版

底本発行年

2010年 商品コード

1012369429

学術・1アクセス

¥5,500(＋税)

学術・3アクセス

¥8,300(＋税)

9784757418905
著編者名
友松, 悦子
底本ISBN
中・上級の文法形式を体系的に学びたい日本語学習者に向けて、表現文型を機能別に分
かりやすく整理。運用力を付けるための練習問題も掲載する。新しい日本語能力試験Ｎ１
～Ｎ３レベルのテキスト。書き込み式。

ど ん なときど う使う日本語表現
文型500短文完成練習帳
―中・上級― 改訂版

底本発行年

2011年 商品コード

1012369430

学術・1アクセス

¥3,100(＋税)

学術・3アクセス

¥4,700(＋税)

9784757420526
著編者名
友松, 悦子
底本ISBN
1996年9月発売以来、好調な売れ行きを見せている『どんな時どう使う日本語表現文型
500』に準拠した練習問題集。虫食いになった短文を完成させることで中・上級レベルの機
能語が自然に身に付くようになっている。

9784757413672
著編者名
佐藤, 保子
底本ISBN
中国・台湾・韓国などの日本語学習者の漢字・漢語の背景知識を十分に活用しながら、日
本語の漢字をマスターするための教材。漢字の意味や用法の違いなど、漢字系学習者な
らではの落とし穴に配慮した多様な練習問題を掲載し、語彙にはすべて、中国語・韓国
語・英語の３カ国語の対訳が付いています。

名詞編 （日本語多義語学習辞
典 : イメ ー ジ でわかる言葉の
意味と使い方）

底本発行年

2011年 商品コード

1011604134

学術・1アクセス

¥6,200(＋税)

学術・3アクセス

¥9,300(＋税)

著編者名
荒川, 洋平
底本ISBN
9784757420472
認知言語学の理論から生まれた、日本語多義語の学習テキスト。多義性が高い名詞121
語を取り上げ、中心義から派生する語義のネットワーク図、語義の説明を補足するイラス
ト、例文、合成語や慣用表現などを掲載する。

※表示価格は税抜きです。
また、学術機関向け料金となっておりますので、
その他の機関（企業・官公庁）については弊社までお問い合わせください。

学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 〜 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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