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MEL分野別カタログ 

●2017年～2018年 最新刊●  

日英ことわざ文化事典 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301661  

著編者名 山田 雅重 刊行年 2017年 商品コード 1025376246 

日英の比喩表現の違いから、異文化理解を深める。 

日英ことばの文化事典 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621089804  

著編者 亀田 尚己 発行年 2015年 商品コード 1020083617 

“日本語と英語”それぞれの表現の比較から異文化を理解。 

世界の文字事典 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621088944  

著編者 庄司 博史 発行年 2015年 商品コード 1019023648 

世界の様々な文字がカタカナ読みできる「世界のことば読み方事典」 

和製英語事典 
同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784621087633  

著編者 亀田 尚己 発行年 2014年 商品コード 1015223807 

今まであるようでなかった、初めての和製英語辞典 

英語表現・論理トレーニング  
―ビジネスから国際関係文書・公式文書まで― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621080214  

著編者 小野田 摂子 発行年 2013年 商品コード 1008139864 

より明確に伝わる。より理解してもらえる。英文作成のエッセンス。 

言語科学の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥50,600 

同時3アクセス（本体） ¥75,900 

冊子版ISBN 9784621077337  

著編者 鈴木 良次 発行年 2012年 商品コード 1008954404 

言語科学の最前線が一望できる待望の事典。 
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丸善出版   
MeL分野別カタログ 語学・言語学 

漢字文化の源流 （京大人気講義シリーズ） 
同時1アクセス（本体） ¥3,960 
同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621082058  
著編者名 阿辻 哲次 発行年 2009年 商品コード 1008139867 

漢字史と社会史の密接な関係を解き明かした書。 

異文化間コミュニケーション入門 ―日米間の相互理解のために― 
同時1アクセス（本体） ¥4,180 
同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621070819  
著編者名 西田 司 発行年 2002年 商品コード 1008060857 

コミュニケーションのプロセスから説きおこし、日米間の文化的特徴、意思の表現、行動様式の比較を行う。 

和食の英語表現事典 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 
同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621300664  
著編者名 亀田 尚己 発行年 2016年 商品コード 1023846031 

和食を英語で説明する際にすぐに使える事典 

ビジネス英語の落とし穴 （丸善ライブラリー 342） 
同時1アクセス（本体） ¥1,672 
同時3アクセス（本体） ¥2,508 

冊子版ISBN 9784621053423  
著編者名 小林 薫 発行年 2001年 商品コード 1008060847 

ビジネス英語の翻訳をめぐる落とし穴と、正確なコミュニケーションのポイントを解説。 

英文法のからくり  
―英語表現の意味を「推理」する―（丸善ライブラリー 341） 

同時1アクセス（本体） ¥1,584 
同時3アクセス（本体） ¥2,376 

冊子版ISBN 9784621053416  
著編者名 武田 修一 発行年 2001年 商品コード 1008060846 

効率よく英語を学ぶうえで特に役立つ文法をとりあげて解説。 

人の噂は七五日or九日?  
―数の「英語・日本語」表現くらべ―（丸善ライブラリー 343） 

同時1アクセス（本体） ¥1,672 
同時3アクセス（本体） ¥2,508 

冊子版ISBN 9784621053430  
著編者名 山田 雅重 発行年 2001年 商品コード 1008060848 

日常の慣用語に焦点を絞り、英語表現を解明する。 

翻訳は文化である （丸善ライブラリー 326） 
同時1アクセス（本体） ¥1,716 
同時3アクセス（本体） ¥2,574 

冊子版ISBN 9784621053263  
著編者名 藤岡 啓介 発行年 2000年 商品コード 1008060845 

日本の翻訳をめぐる翻訳文化論。 

論争と「詭弁」 ―レトリックのための弁明―（丸善ライブラリー 297） 
同時1アクセス（本体） ¥1,584 
同時3アクセス（本体） ¥2,376 

冊子版ISBN 9784621052976  
著編者名 香西 秀信 発行年 1999年 商品コード 1008060842 

論争の実例を取り上げ、詭弁を取り込んだレトリックが、いかに強力な論争の武器になるかを明らかにする。 

日本語の発想・英語の発想 （丸善ライブラリー 247） 
同時1アクセス（本体） ¥1,408 
同時3アクセス（本体） ¥2,112 

冊子版ISBN 9784621052471  
著編者名 山田 雅重 発行年 1997年 商品コード 1008060838 

日本語と英語の基本的な相違点を明らかにする。 

理科系の英語 （丸善ライブラリー 147） 
同時1アクセス（本体） ¥1,452 
同時3アクセス（本体） ¥2,178 

冊子版ISBN 9784621051474  
著編者名 志村 史夫 発行年 1995年 商品コード 1008060836 

文化的差異や心理構造などから来る暖昧さを廃し、一義的なものとして理解されることが、自然法則や科学技術を扱う英語には求められる。豊富な滞
米経験をもとに実践英語を解説。 
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