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

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

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

学術認証フェデレーションと連携

No.2018-473

開拓社

言語・文化選書シリーズ
日本語・英語を中心とした様々な言語や文化についての興味深い事柄をテーマとして取り
上げ、その研究成果を平易に解説する。読者にとって、言語学・言語研究がより身近なも
のとなるよう、その楽しさや面白さを広く伝えることを目指すシリーズ。

73タイトル 揃価格

（分売可）

同時1アクセス(本体) ¥287,540 同時3アクセス(本体) ¥431,310

2018年新規配信追加タイトル!
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

概念意味論の基礎 （67）

大室 剛志

2017

9784758925679

¥4,180

¥6,270

1028112470

漢字は日本でどう生きてきたか （68）

湯沢 質幸

2017

9784758925686

¥4,180

¥6,270

1028112471

英語学を学ぼう ―英語学の知見を英語学習に活かす―（69）

高橋 勝忠

2017

9784758925693

¥4,180

¥6,270

1028112472

斜めからの学校英文法 （70）

中島 平三

2017

9784758925709

¥4,180

¥6,270

1028112473

動詞の意味を分解する ―様態・結果・状態の語彙意味論―（71） 出水 孝典

2018

9784758925716

¥4,400

¥6,600

1028112474

意味解釈の中のモダリティ 上 （72）

澤田 治美

2018

9784758925723

¥4,400

¥6,600

1028112475

意味解釈の中のモダリティ 下 （73）

澤田 治美

2018

9784758925730

¥4,400

¥6,600

1028112476

音韻研究

５巻揃価格
同時１アクセス(本体) ¥41,800 同時３アクセス(本体) ¥62,700

著編者 日本音韻論学会

各巻価格 同時１アクセス(本体) ¥8,360 同時３アクセス(本体) ¥12,540

書名

● 表示価格は税抜きです。

発行年

冊子版ISBN

商品コード

音韻研究 （第17号(2014)）

2014

9784758920179

1028112462

音韻研究 （第18号(2015)）

2015

9784758920186

1028112463

音韻研究 （第19号(2016)）

2016

9784758920193

1028112464

音韻研究 （第20号(2017)）

2017

9784758920209

1028112465

音韻研究 （第21号(2018)）

2018

9784758920216

1028112466
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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

2018年新規配信タイトル！!

書名

著編者

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

発行年

冊子版ISBN

英語クラスターハンドブック ―基本単語のつながり
安井 稔
用例辞典―

2017

9784758922425

¥8,360

¥12,540 1028112482

第二言語習得キーターム事典

Bill VanPatten

2017

9784758922456

¥7,480

¥11,220 1028112486

Studies in Language Sciences 15

言語科学会

商品コード

2016

9784758917056

¥9,900

¥14,850 1028112469

生成統語論入門 ―普遍文法の解明に向けて―（開
阿部 潤
拓社叢書 26）

2016

9784758918213

¥6,160

¥9,240 1028112477

形式意味論入門 （開拓社叢書 27）

2016

9784758918220

¥6,380

¥9,570 1028112478

2016

9784758912013

¥3,520

¥5,280 1028112479

2016

9784758912020

¥3,520

¥5,280 1028112480

田中 拓郎

英語の意味を極める 1 ―名詞・形容詞・副詞編―
友繁 義典
（一歩進める英語学習・研究ブックス）
英語の意味を極める 2 ―動詞・前置詞編―（一歩
友繁 義典
進める英語学習・研究ブックス）
統語論キーターム事典

Silvia Luraghi

2016

9784758922265

¥8,360

¥12,540 1028112485

現代意味解釈講義 （続）

澤田 治美

2016

9784758922234

¥9,460

¥14,190 1028112488

ラネカーの<間>主観性とその展開

中村 芳久

2016

9784758922258

¥10,120

¥15,180 1028112489

文法と語彙への統合的アプローチ ―日英対照―

藤田 耕司

2016

9784758922241

¥14,520

¥21,780 1028112490

日本語文法ハンドブック ―言語理論と言語獲得の
観点から―

村杉 恵子

2016

9784758922302

¥9,900

¥14,850 1028112491

文法変化と言語理論

田中 智之

2016

9784758922319

¥10,120

¥15,180 1028112492

コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論

小川 芳樹

2016

9784758922326

¥14,080

¥21,120 1028112493

名著に学ぶこれからの英語教育と教授法 ―外山正
中村 捷
一・岡倉由三郎 O.イェスペルセン・H.スウィート―

2016

9784758922340

¥6,380

¥9,570 1028112494

認知言語学研究 （Vol.1(2015September)）

日本認知言語学会

2015

9784758916516

¥8,800

¥13,200 1028112468

最新英語学・言語学用語辞典

中野 弘三

2015

9784758922159

¥10,120

¥15,180 1028112481

意味論キーターム事典

M.Lynne Murphy

2015

9784758922166

¥7,920

¥11,880 1028112484

語彙意味論の新たな可能性を探って

由本 陽子

2015

9784758922210

¥14,960

¥22,440 1028112487

語用論キーターム事典

Nicholas Allott

2014

9784758921961

¥8,360

¥12,540 1028112483

Essays on Irish Syntax

牧 秀樹

2011

9784758921688

¥12,100

¥18,150 1028112495

語用論研究 第10号～第17号
著編者 日本語用論学会編集部

8巻揃価格

● 表示価格は税抜きです。

英語語法文法研究 第9号～第23号
著編者 英語語法文法学会

15巻揃価格

同時１アクセス(本体) ¥66,800
同時３アクセス(本体) ¥100,320

同時１アクセス(本体) ¥125,400
同時３アクセス(本体) ¥188,100

各巻価格
同時１アクセス(本体) ¥8,360
同時３アクセス(本体) ¥12,540

各巻価格
同時１アクセス(本体) ¥8,360
同時３アクセス(本体) ¥12,540

2018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）

