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トランプ就任演説 ―対訳― 

 （ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥2,090  

同時3アクセス(本体) ¥3,135  

冊子版ISBN 9784255009803  

著編者名 ドナルド・ジョン・トランプ 発行年 2017 商品コード 1028350925 

トランプ就任演説のほか、当選後初の記者会見、就任後100日の行動計画、メラニア・トランプの半生等を
英日完全対訳で、詳しい語注とともに収録。 

  

トランプ演説集 ―対訳― 

 （ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥2,200  

同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN 9784255009698  

著編者名 ドナルド・ジョン・トランプ 発行年 2016 商品コード 1028350927 

破壊者か、新時代の創造者か。異端のリーダーの声を聞く! 衝撃の過激発言から「勝利演説」まで、トラン
プ演説を英日完全対訳で、詳しい語注とともに収録。 

  

オバマ広島演説 ―対訳― 

 （ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥1,540  

同時3アクセス(本体) ¥2,310  

冊子版ISBN 9784255009322  

著編者名 バラク・オバマ 発行年 2016 商品コード 1028350928 

バラク・オバマが、2016年5月27日に被爆地・広島で行った歴史的スピーチ「道義的な目覚めの始まり」と、
その原点となったプラハ演説「核なき世界を目指す」の英文と日本語訳を収録する。 

  

オバマ退任演説 ―対訳― 

 （ことばの力永久保存版） 

同時1アクセス(本体) ¥2,090  

同時3アクセス(本体) ¥3,135  

冊子版ISBN 9784255009797  

著編者名 バラク・オバマ 発行年 2017 商品コード 1028350926 

8年間の思いを込めた最後のスピーチ! オバマ大統領退任演説の全文を英日完全対訳で、詳しい語注と
ともに収録。就任演説(1期目)の一部も掲載。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

（本体) 
商品コード 

セレブたちの卒業式スピーチ 
 ―次世代に贈る言葉― 

『CNN english express
』編集部 

2015 9784255008905 ¥2,640  ¥3,960  1028350929 

スタンフォードの「英語ができる自分」になる教室 
 ―対訳― 

ケリー・マクゴニガル 2014 9784255008066 ¥2,200  ¥3,300  1028350930 

マララ・ユスフザイ国連演説&インタビュー集  
―対訳― 

マララ・ユスフザイ 2014 9784255007670 ¥2,200  ¥3,300  1028350933 

キャロライン&ジョン・F・ケネディ演説集 
 ―対訳― 

キャロライン・ケネディ 2013 9784255007557 ¥2,200  ¥3,300  1028350931 

スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ＆プレゼン  
―対訳― 

スティーブ・ジョブズ 2012 9784255006796 ¥2,200  ¥3,300  1028350932 

オバマ「核なき世界」演説 ―対訳― バラク・オバマ 2009 9784255004884 ¥2,200  ¥3,300  1028350924 

※こちらの書籍には生声CDは付きません。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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◆科学の名著 第1期 全8巻 
第1期 全8巻セット特価 

同時１アクセス(本体) ¥68,200  

同時３アクセス（本体) ¥101,200 

商品コード 1028350834 

第2期 全10巻セット特価 

同時１アクセス(本体) ¥114,400  

同時３アクセス（本体) ¥171,600  

商品コード 1028350843 

ＴＥＤブックス 全12巻セット特価 

同時１アクセス(本体) ¥31,900  

同時３アクセス（本体) ¥47,300  

商品コード 1028350855 

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス（本体) 商品コード 

インド天文学・数学集 （1） 矢野 道雄  1981 9784255800417 ¥10,560  ¥15,840  1028350835 

中国天文学・数学集 （2） 薮内 清 1980 9784255800431 ¥10,560  ¥15,840  1028350836 

ロジャ－・ベイコン （3） 伊東 俊太郎 1980 9784255800516 ¥10,560  ¥15,840  1028350837 

近代生物学集 （4） 佐藤 七郎 1981 9784255810232 ¥10,560  ¥15,840  1028350838 

ニュートン （5） 渡辺 正雄 1981 9784255810102 ¥10,560  ¥15,840  1028350839 

ギルバ－ト （6） 三田 博雄 1981 9784255810119 ¥10,560  ¥15,840  1028350840 

アルキメデス （7） 伊東 俊太郎 1981 9784255810294 ¥10,560  ¥15,840  1028350841 

パストゥ－ル （8） 長野 敬 1981 9784255810126 ¥10,560  ¥15,840  1028350842 

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス（本体) 商品コード 

不確かな医学 シッダールタ・ムカジー 2018 9784255010366 ¥2,970  ¥4,455  1028350865 

火星で生きる スティーブン・ペトラネック 2018 9784255010526 ¥3,630  ¥5,445  1028350866 

細菌が人をつくる ロブ・ナイト 2018 9784255010571 ¥3,850  ¥5,775  1028350867 

恋愛を数学する ハンナ・フライ 2017 9784255009858 ¥2,860  ¥4,290  1028350859 

なぜ働くのか バリー・シュワルツ 2017 9784255009940 ¥3,080  ¥4,620  1028350860 

判断のデザイン チップ・キッド 2017 9784255010090 ¥3,740  ¥5,610  1028350861 

知らない人に出会う キオ・スターク 2017 9784255010113 ¥3,300  ¥4,950  1028350862 

煮えたぎる川 アンドレス・ルーソ 2017 9784255010168 ¥3,850  ¥5,775  1028350863 

小さな一歩が会社を変える マーガレット・ヘファナン 2017 9784255010229 ¥3,850  ¥5,775  1028350864 

未来をつくる建築100 マーク・クシュナー 2016 9784255009568 ¥3,300  ¥4,950  1028350858 

テロリストの息子 ザック・エブラヒム 2015 9784255008950 ¥2,640  ¥3,960  1028350856 

平静の技法 ピコ・アイヤー 2015 9784255008967 ¥2,420  ¥3,630  1028350857 

◆科学の名著 第2期 全10巻 

◆ＴＥＤブックス 全12巻 

書名 著編者名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス（本体) 商品コード 

インド医学概論 （1） 矢野 道雄 1988 9784255880013 ¥14,300  ¥21,450  1028350844 

ウィルヒョウ （2） 川喜 多愛郎 1988 9784255880037 ¥14,300  ¥21,450  1028350845 

近代熱学論集 （3） 村上 陽一郎 1988 9784255880105 ¥14,300  ¥21,450  1028350846 

ラヴワジエ （4） 坂本 賢三 1988 9784255880242 ¥14,300  ¥21,450  1028350847 

ラマルク （5） 木村 陽二郎 1988 9784255880280 ¥14,300  ¥21,450  1028350848 

ドルトン （6） 村上 陽一郎 1988 9784255880297 ¥14,300  ¥21,450  1028350849 

デカルト : 哲学の原理 （7） 井上 庄七 ・小林 道夫 1988 9784255880303 ¥14,300  ¥21,450  1028350850 

ボイル （8） 伊東 俊太郎 1989 9784255880310 ¥14,300  ¥21,450  1028350851 

ベルナ－ル （9） 長野 敬 1989 9784255880327 ¥14,300  ¥21,450  1028350852 

ホイヘンス （10） クリスティアン・ホイヘンス 1989 9784255880334 ¥14,300  ¥21,450  1028350853 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

生きた英語が楽しく学べる リスニング強化の決定版！ 

書名 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

2016年4月号-2017年3月号セット特価 ¥24,288 ¥36,432 1028350944 

2017年4月号-2018年3月号セット特価 ¥24,288 ¥36,432 1028350957 

2018年4月号-2019年3月号セット特価 ¥24,288 ¥36,432 1028350970 

各巻価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥2,530 ¥3,795 

音声データも 
Maruzen eBook Libraryに 

搭載予定です! 

2019年4月以降の 
新刊も続々配信！ 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

