Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
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学術認証フェデレーションと連携
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DBジャパン
2019年 新規配信タイトル
テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸2017.7-2017.12①
―ストーリー/乗り物/自然・環境/場所・建物・施設/学校・学園・学生/文化・芸能・スポーツ/暮らし・生活/ご当地もの―
著編者名

DBジャパン

発行年

2019

冊子版ISBN

9784861400575

同時1アクセス（本体）

¥24,750

同時3アクセス（本体）

¥37,125

商品コード

1030814249

異世界転生をする作品が知りたい。好きな本に似たジャンルの作品を探している。サッカーが題材になった作品はどれ？図書館が出てくる作品が
知りたい…。そんな読者の要望を叶える、「テーマ・ジャンル」から引けるライトノベル・ライト文芸の索引。2017年7月から12月に日本で刊行されたラ
イトノベル・ライト文芸1,384作品を編纂。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸2017.7-2017.12②
―キャラクター・立場/職業/人間関係/アイテム・能力/作品情報―
著編者名

DBジャパン

発行年

2019

冊子版ISBN

9784861400582

同時1アクセス（本体）

¥24,750

同時3アクセス（本体）

¥37,125

商品コード

1030814250

警察が活躍する作品を探している。好きな本に似たジャンルの作品はどれ？動物が出てくる作品を探している。コミカライズされている作品が知りた
い…。そんな読者の要望を叶える、「テーマ・ジャンル」から引けるライトノベル・ライト文芸の索引。2017年7月から12月に日本で刊行されたライトノ
ベル・ライト文芸1,384作品を編纂。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸2017.1-2017.6①
―ストーリー/乗り物/自然・環境/場所・建物・施設/学校・学園・学生/文化・芸能・スポーツ/暮らし・生活/ご当地もの―
著編者名

DBジャパン

発行年

2019

冊子版ISBN

9784861400551

同時1アクセス（本体）

¥24,750

同時3アクセス（本体）

¥37,125

商品コード

1030814247

冒険や旅をするストーリーの作品を探している。好きな本に似たジャンルの作品を探している。特定の地名が出てくる作品を探している。中学生が
活躍する作品が知りたい…。そんな読者の要望を叶える、「テーマ・ジャンル」から引けるライトノベル・ライト文芸の索引。2017 年1月から6月に日本
で刊行されたライトノベル・ライト文芸 1,268 作品を編纂。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸2017.1-2017.6②
―キャラクター・立場/職業/人間関係/アイテム・能力/作品情報―
著編者名

DBジャパン

発行年

2019

冊子版ISBN

9784861400568

同時1アクセス（本体）

¥24,750

同時3アクセス（本体）

¥37,125

商品コード

1030814248

勇者が活躍する作品を探している。好きな本に似たジャンルの作品はどれ？出版社を舞台にした作品を探している。魔法が出てくる作品が知りた
い…。そんな読者の要望を叶える、「テーマ・ジャンル」から引けるライトノベル・ライト文芸の索引。2017 年1月から6月に日本で刊行されたライトノベ
ル・ライト文芸 1,268 作品を編纂。

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

翻訳ミステリー小説登場人物索引 単行本篇2015-2017

DBジャパン

2019

9784861400537

¥24,750

¥37,125

1030652899

翻訳ミステリー小説登場人物索引 単行本篇2012-2014

DBジャパン

2019

9784861400513

¥24,750

¥37,125

1030652898

翻訳ミステリー小説登場人物索引 単行本篇2009-2011

DBジャパン

2019

9784861400445

¥24,750

¥37,125

1029883397

翻訳ミステリー小説登場人物索引 単行本篇2006-2008

DBジャパン

2019

9784861400438

¥36,300

¥54,450

1029883396

翻訳ミステリー小説登場人物索引 単行本篇 2001-2005

DBジャパン

2018

9784861400391

¥41,250

¥61,875

1028657338

物語づくりのための黄金パターン117 増補改訂版

榎本 秋

2019

9784861400452

¥2,970

¥4,455

1029883398

物語づくりのための黄金パターン117 キャラクター編 増補改訂版

榎本 秋

2019

9784861400469

¥2,970

¥4,455

1029883399

テーマ・ジャンルからさがす紙芝居 1991-2015

DBジャパン

2019

9784861400483

¥24,750

¥37,125

1030071662

テーマ・ジャンルからさがす紙芝居 1952-1990

DBジャパン

2019

9784861400544

¥24,750

¥37,125

1030652901

長田先生。なんで私、勉強しても英語がうまくならないの?
―NOVAを立ち上げた理系技術者の"英語習得の世界"―（ES books）

長田 實

2019

9784861400520

¥2,475

¥3,712

1030652900

この一冊がプロへの道を開く！エンタメ小説の書き方 （ES BOOKS）

榎本 秋

2019

9784861400476

¥2,970

¥4,455

1030071663

世界の児童文学登場人物索引 単行本篇2014-2016

DBジャパン

2018

9784861400414

¥24,750

¥37,125

1029883395

星新一作品登場人物索引

DBジャパン

2018

9784861400407

¥8,250

¥12,375

1028975447

● 表示価格は税抜きです。

2019年10月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

EPUBリフロー版コンテンツ
2019年 新規配信タイトル
映画でみがく英語道 映画「最後の誘惑」編
―松本道弘の映画道場―
著編者名

同時1アクセス（本体）

¥990

同時3アクセス（本体）

¥1,485
9784861400490

冊子版ISBN

松本 道弘

発行年

2019

商品コード

1030071664

“the last temptation” は「最後の誘惑」ではなく、「あってはならない誘惑」。映画館焼き討ちまで起きた問題作を「誘惑」から
再検証する！『映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場』は、映画を見て単に英語を学ぶ作品内容ではありません。映画
を見て“英語道”を磨くための作品です。海外に一度も行くことがない環境で学生時代の松本道弘先生が英語道の修行をし
た場所は映画館でした。

映画でみがく英語道 映画「十二人の怒れる男」編
―松本道弘の映画道場―

同時1アクセス（本体）

¥990

同時3アクセス（本体）

¥1,485
9784861400506

冊子版ISBN
著編者名

松本 道弘

発行年

2019

商品コード

1030071665

陪審員が全員一致に至る道程はまさにディベートの嵐。松本英語道の原点となった不朽の名作を振り返る！『映画でみがく
英語道 松本道弘の映画道場』は、映画を見て単に英語を学ぶ作品内容ではありません。映画を見て“英語道”を磨くため
の作品です。海外に一度も行くことがない環境で学生時代の松本道弘先生が英語道の修行をした場所は映画館でした。

¥990

同時1アクセス（本体）

映画でみがく英語道 映画「恋愛小説家」編
―松本道弘の映画道場―
著編者名

松本 道弘

同時3アクセス（本体）

¥1,485

冊子版ISBN

9784861400353

発行年

2018

商品コード

1029883400

ウェイトレスの英語、小説家の英語、両方の中にナマの”英語の大和言葉”を見つけ出す！！『映画でみがく英語道 松本道
弘の映画道場』は、映画を見て単に英語を学ぶ作品内容ではありません。映画を見て“英語道”を磨くための作品です。海外
に一度も行くことがない環境で学生時代の松本道弘先生が英語道の修行をした場所は映画館でした。

¥990

同時1アクセス（本体）

映画でみがく英語道 映画「カッコーの巣の上で」編
―松本道弘の映画道場―
著編者名

松本 道弘

同時3アクセス（本体）

¥1,485

冊子版ISBN

9784861400360

発行年

2018

商品コード

1029883401

抑圧装置としての病院ビジネスに、白人による支配構造を見つけ出す！！『映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場』は、
映画を見て単に英語を学ぶ作品内容ではありません。映画を見て“英語道”を磨くための作品です。海外に一度も行くことが
ない環境で学生時代の松本道弘先生が英語道の修行をした場所は映画館でした。

これから会社を継ぐ人のための実践ノート

同時1アクセス（本体）

¥990

同時3アクセス（本体）

¥1,485
9784861400421

冊子版ISBN
著編者名

市川 正人

発行年

2018

商品コード

1029883402

中小零細企業の経営に深く関わり、その企業・その経営者・その場面ごとに的確で厳しさと優しさを両方備えた指導をし続け
てきた部奈壮一先生。独特の関西弁の語りは有名で多くのファンを魅了し続けてきました。部奈先生の監修の下、部奈先生
の後継者育成連続セミナーを企画運営していた中小零細企業診断士市川正人が、父の経営する中小零細企業の後継者と
なった主人公、元大手ゼネコン営業管理者永池英樹の体験を描きます。

● 表示価格は税抜きです。

●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。

2019年10月

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
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）

