
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

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 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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 

● 表示価格は税抜きです。 

No.2019-606 

2019年11月 

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 

日本まるごとQ&A 
 ―everything you should know about Japan― 

安部 直文 2015 9784794603586 ¥3,520  ¥5,280  1022704143 

通訳ガイドがナビする東京歩き 増補改訂版 松岡 明子 2014 9784794602770 ¥3,300  ¥4,950  1022704144 

日本の論点  
ジェームス・M.
バーダマン 

2014 9784794602572 ¥3,300  ¥4,950  1022704145 

日本現代史 = Contemporary Japanese history 
 ―since 1945―増補改訂版 

ジェームス・M.
バーダマン 

2013 9784794602299 ¥3,300  ¥4,950  1022704146 

大人の粋 = Adult chic  立川 談四楼 2013 9784794601988 ¥3,080  ¥4,620  1022704147 

全図解日本のしくみ 新版 安部 直文 2012 9784794601254 ¥3,520  ¥5,280  1022704148 

五輪書  宮本 武蔵 2012 9784794601223 ¥3,080  ¥4,620  1022704149 

完璧すぎる日本人 = All too perfect Japanese  山久瀬 洋二 2011 9784794601056 ¥3,080  ¥4,620  1022704150 

日本人のこころ = Heart & soul of the Japanese  山久瀬 洋二 2011 9784794600936 ¥3,300  ¥4,950  1022704151 

英語で訴える「病気の症状」  黒田 基子 2011 9784794600905 ¥3,300  ¥4,950  1022704152 

日本昔ばなし = Long-ago stories of Japan  
カルラ・ヴァレン
タイン 

2011 9784794600882 ¥2,860  ¥4,290  1022704153 

外国人によく聞かれる日本の宗教  
ジェームス・M.
バーダマン 

2011 9784794600769 ¥3,300  ¥4,950  1022704154 

日本人が誤解される100の言動 
 ―国際交流やビジネスで日本を再生するヒント― 

山久瀬 洋二 2011 9784794600592 ¥3,080  ¥4,620  1022704155 

日本の伝統文化 = Understanding cultural treasures of 
Japan  

山本 素子 2010 9784794600332 ¥3,300  ¥4,950  1022704156 

不思議の国ニッポン ―イラストで目からウロコの日本紹介 : 
Japan through the looking glass― 

安部 直文 2010 9784794600325 ¥3,080  ¥4,620  1022704157 

言い返さない日本人 ―あなたの態度が誤解を招く!― 山久瀬 洋二 2009 9784794600271 ¥3,300  ¥4,950  1022704158 

日本の料理 = Japanese cooking for everyone  黒田 基子 2009 9784794600158 ¥3,300  ¥4,950  1022704159 

武士道  新渡戸 稲造 2008 9784896846928 ¥3,080  ¥4,620  1022704160 

茶の本 = The book of tea  岡倉 天心 2008 9784896846850 ¥2,640  ¥3,960  1022704162 

日本人が誤解しやすい英語生活マナーブック 
 ―keeping it smooth― 

ジェームス・M.
バーダマン 

2007 9784896845907 ¥3,080  ¥4,620  1022704164 

IBCパブリッシング 

日本の伝統・文化・習慣を海外へ紹介する日英対訳バイリンガル書、対訳ニッポン双書。日本語と英語の
表現を比較しながら読むことができます。 

対訳      双書シリーズ ニッポン  
オンジャパンのコンテンツに定評のあるIBCパブリッシングのタイトル2点搭載！ 
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Tokyo beyond sushi ―a guide to the backstreet eateries 
and down-home comfort foods that Tokyo people love― 

Robb 
Satterwhite 

2016 9784794604019 ¥4,400  ¥6,600  1022704132 

トランスナショナル・マネジメント ―アメリカ人に「NO」と言い、
「YES」と言わせるビジネス奥義― 

山久瀬 洋二 2016 9784794604071 ¥3,520  ¥5,280  1022704165 

Ekiben ―the ultimate Japanese travel food : the box lunch 
you buy at the station and eat on the train― 

戸村 亜紀 2015 9784794603364 ¥3,960  ¥5,940  1022704128 

日本の歴史100 ―日英対訳― 西海 コエン 2015 9784794603555 ¥6,160  ¥9,240  1022704131 

動物カフェ ロブ・サターホワイト 2015 9784794603777 ¥3,960  ¥5,940  1022704133 

東京居酒屋ガイド 島本 慶 2015 9784794603593 ¥3,740  ¥5,610  1022704134 

Imagining Japan ―a memorable journey― 
James M. 
Vardaman 

2015 9784794603463 ¥4,400  ¥6,600  1022704135 

シリコンバレーの英語 ―スタートアップ天国のしくみ― 
ロッシェル・カッ
プ 

2015 9784794603524 ¥3,960  ¥5,940  1022704166 

対訳京都の寺社 水野 克比古 2014 9784794603074 ¥3,960  ¥5,940  1022704136 

The beauty of autumn in Japan ―living with maple leaves― 水野 克比古 2014 9784794603012 ¥7,480  ¥11,220  1022704137 

Beautiful Japan ―the grandeur and the subtlety― 竹内 敏信 2014 9784794602831 ¥7,040  ¥10,560  1022704138 

Sakura ―the Japanese soul flower― 水野 克比古 2014 9784794602626 ¥6,160  ¥9,240  1022704139 

日本人がグローバルビジネスで成功するためのヒント ―日
英対訳― 

ジョン・ギレスピー 2014 9784794603104 ¥3,520  ¥5,280  1022704167 

グローバルエリートのビジネス・キーワード100 
 ―成功を収めたリーダーたちの言葉の使い方― 

ロッシェル・カップ 2014 9784794602992 ¥3,520  ¥5,280  1022704168 

グローバルエリート 
 ―世界で成功する英語力とビジネス力を身につける方法― 

ロッシェル・カップ 2014 9784794602817 ¥3,300  ¥4,950  1022704169 

Soul of Japan ―the visible essence : annotated 
photographs to explain the essence of Japanese thought― 

水野 克比古 2012 9784794601353 ¥6,160  ¥9,240  1022704140 

Japan ―a pictorial portrait―New ed 高田 賢三 2012 9784794601728 ¥6,160  ¥9,240  1022704142 

英文日本紹介事典Japapedia (ジャパペディア) IBCパブリッシング 2011 9784794600943 ¥7,040  ¥10,560  1022704130 
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