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No.2019-256 

2019年6月 

はじめての行政法 第3版 

著編者名 畠山 武道 発行年 2016 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,260 
同時3アクセス 

（本体） 
¥10,890 

冊子版ISBN 9784385322551  商品コード 1029574140 

好評の行政法入門書の第３版。新行政不服審査法に対応。行政法の基
本的な問題を、その見取り図がわかるようにわかりやすく解説。最新の法
改正･判例の動きをフォローした。行政法の基礎知識を学ぶのに最適。 

おすすめ教科書タイトル 

全点カタログ 2019年版 

はじめての憲法学 第3版 

著編者名 中村 睦男 発行年 2015 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,720 
同時3アクセス 

（本体） 
¥8,580 

冊子版ISBN 9784385321851  商品コード 1029574139 

わかりやすさ・使いやすさで定評の既刊の第３版。第２版刊行後の最高裁
判例の動向を反映するとともに、新たに「憲法改正」の講を追加。昨今の
憲法論議にも対応した憲法入門書のスタンダード。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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経済学大図鑑【スマホ・読上】(※) 

ナイアル・キシテイニー 
財産権、ホモ・エコノミク
ス、独占、不況と失業、
開発経済学、金融工学
…。紀元前400年から現
在までの主な経済概念
を、図版とともにわかり
やすく解説する。経済学
者人名録、用語解説、索
引も収録。 

冊子版ISBN 9784385162225 

発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥13,200  

同時3アクセス(本体) ¥26,400  

商品コード 1028487775 

2019年6月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

6巻揃価格  
同時1アクセス（本体）¥79,860 同時3アクセス（本体）¥159,720 

「大図鑑」シリーズが 
【スマホ･読上】で 
好評配信中! 

宗教学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 
ドーリング・キンダースリー社 

原初の信仰から、ヒン
ドゥー教、仏教、ユダヤ
教、キリスト教、イスラム
教、近代・現代の宗教ま
で。教義・思想を解きほ
ぐすマインド・マップや写
真とともに、世界の宗教
をわかりやすく説明する。
宗教・宗派解説なども収
録。 

冊子版ISBN 9784385162317 

発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

商品コード 1028487780 

経営学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 
イアン・マルコーズ 

起業から人材育成、財
務、ビジネス戦略、マー
ケティング、プロダクショ
ンと、実際のビジネス展
開の流れに沿って、経営
理念・戦略を図解と豊富
な事例で紹介。世界のビ
ジネス・ピープルの名
言・名句も多数引用する。 

冊子版ISBN 9784385162300 

発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

商品コード 1028487776 

政治学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 
ポール・ケリー 

孔子、ムハンマド、ル
ソー、ニーチェ、ハイエク
…。古代から現代までの
政治思想家・政治家と政
治思想について、キーと
なることばを織り込みつ
つ、図版とともにわかり
やすく解説する。政治学
人名録、用語解説、索引
も収録。 

冊子版ISBN 9784385162263 

発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

商品コード 1028487777 

心理学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 
キャサリン・コーリン 

人の精神世界はどのよ
うに解き明かされてきた
のか。心理学者のキーと
なることばを随所に織り
込み、マインド・マップな
どを使ってわかりやすく
図解する。心理学者人
名録、用語解説も収録。 

冊子版ISBN 9784385162249 

発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

商品コード 1028487779 

哲学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 
ウィル・バッキンガム  小須田 健 

マインド・マップなどを
使ったわかりやすい図解
で、100を超える哲学理
論を簡潔に紹介。洋の
東西を問わず著名な思
想家たちを誕生年順に
並べ、難解な哲学用語
を使わずに複雑な理論
を解きほぐす哲学入門
書。 

冊子版ISBN 9784385162232 

発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

商品コード 1028487778 

「大図鑑シリーズ」は、英国DK 社が発行する"BIG IDEA" シリーズの日本語版。オールカラーで
圧倒的な情報量、ひとめでわかる豊富な図解が特徴で、世界中で人気を博しています。 

図鑑の電子書籍では珍しい「リフロー」形式を採用。文字サイズの変更や画面の拡大・縮小なども柔軟にできます。お子様や
ご高齢者のかたにも安心してお読みいただけます。ワクワク感あふれる書籍のデザインももちろんそのままです。 
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2019年6月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

経営で大切なことが凝縮された
貴重な一冊。読めばアイディア
が整理され、心に火が灯るはず。
自分をさらに高めて夢を実現させ
たいすべての人にお勧め。 

佐々木かをり（実業家） 

単にビジネス用語の意味を知る
ためであれば、ネットで検索すれ
ばよい。 当たり前の話だが、しか
し、検索する言葉が念頭になけ
れば検索のしようがない。 本書
は辞書ではない。図鑑である。
子供のころに動物図鑑を眺めた
のと同じ気持ちで、気軽に開い
たページの項目を読むのがよい。
無意識のうちにビジネスに対す
る理解と興味が広がるはずだ。 

楠木 建（経営学者） 

そうか、人類の政治をめぐる
営為を図鑑で示せばこんなふ
うになるのか。目で観てわかり
易く、読んで楽しい本だ。 

姜尚中（政治学者） 

政治は言葉の力で動いている。
そして言葉はつながっている。
本書はそれを明解に示してく
れる。言葉をないがしろにし、
歴史を顧みない統治者が大き
な顔をしている今、 彼らの反
知性主義に対抗するために読
む政治学。 
柳原孝敦（東大准教授） 

「知の大図鑑」をお楽しみください。 

哲学の本領は、形あるものを超
えた形なきものについての知、つ
まり「形而上学」にあるとされてき
た。その哲学の図鑑をつくろうとは
なんとも大胆な企てだ。うまく活
用できれば、哲学へのとんでも
ない近道になろう。その近道、
私もぜひ一緒に歩いてみたい。 

木田 元（哲学者） 

「真理」「存在」「魂」「無限」など
をめぐって、紀元前の昔から止む
ことなく 続けられてきた哲学の営
為。その軌跡を少しでも一望 し
たいと胸を焦がすのは、私やあ
なたが人間だからだ。このうつく
しい「知の図鑑」を、大いに楽し
もうではないか。 

高村 薫（作家） 

世界の宗教を比較しながら、今、
世界で起こっていること、日本の
精神文化に起こっていることを理
解する必要がある。この本はその
ための良い導き手となるだろう。見
やすく、読みやすいとともに、がっち
り世界の諸宗教を理解する基礎
が養えるように工夫されている。 

島薗 進（宗教学者） 

真の教養を身につけるためには
宗教に関する知識が不可欠だ。
全世界の宗教の概要、歴史、理
論についてわかりやすく解説したす
ばらしい作品。翻訳も正確でかつ
こなれている。 人類の宗教と文化
に関心を持つすべての人に勧める。 

佐藤 優 
（作家・元外務省主任分析官） 

現代は資本主義の時代です。
途上国の発展も100年に一
度の大不況もともに資本主義
によってもたらされました。ポスト
モダン思想もすべて資本主義
が現実化しています。資本主
義を知ることは、すべてを知る
ことなのです。この本はそのた
めの図鑑です。 

岩井克人（経済学者） 

お金がなければ生きていけない
私たちの人生のドラマの舞台
裏が明らかになる。経済学がこ
んなにわかりやすくていいのか！ 
橋爪大三郎（社会学者） 

人間は自然に背き、本能を捨
ててしまった。こんな複雑怪奇
な社会を作ってしまった。だか
らぼくたちは心理学の支援な
しには生きていけない。この
『図鑑』で鳥瞰した上で、個々
の問題に舞い降りよう。 

池澤夏樹（作家） 

心理学を学ぶことは、私につ
いて、あの人について、正しく
深く知ることです。この本は、
「心の探検の旅」の最高のガイ
ドブックです！ 

香山リカ（精神科医） 
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書名 著編者 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 
同時１アクセス 
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同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ことばをめぐる諸問題 
 ―言語学・日本語論への招待― 

松本 克己 2016 9784385362762 ¥5,500  ¥8,250  1022212546 

歴史言語学の方法 ―ギリシア語史とその周辺― 松本 克己 2014 9784385362786 ¥12,980  ¥19,470  1022212550 

オウィディウスでラテン語を読む 風間 喜代三 2013 9784385362533 ¥6,600  ¥9,900  1025269581 

ロマンス語入門 町田 健 2011 9784385364643 ¥6,160  ¥9,240  1025269584 

スラヴ語入門 三谷 恵子 2011 9784385364667 ¥6,160  ¥9,240  1025269583 

サンスクリット語・その形と心 = The Sanskrit 
language, its form and spirit 

上村 勝彦 2010 9784385364650 ¥7,700  ¥11,550  1025269582 

世界言語の人称代名詞とその系譜 
 ―人類言語史5万年の足跡― 

松本 克己 2010 9784385364896 ¥27,500  ¥41,250  1022212548 

世界言語のなかの日本語 
 ―日本語系統論の新たな地平― 

松本 克己 2007 9784385363493 ¥7,700  ¥11,550  1022212547 

世界言語への視座 ―歴史言語学と言語類型論― 松本 克己 2006 9784385362779 ¥9,240  ¥13,860  1022212549 

ラテン語・その形と心 風間 喜代三 2005 9784385362526 ¥6,160  ¥9,240  1025269580 

日本大文典  復刻版 
ジョアン・ロドリ
ゲス 

1992 - ¥46,200  ¥69,300  1016424022 

語学・言語学関連  

4 
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各国語・日本語辞書 

カンナダ語・日本語辞典 

同時1アクセス（本体） ¥43,560 

同時3アクセス（本体） ¥65,340 

冊子版ISBN 9784385123233  

著編者名 内田 紀彦 発行年 2016 商品コード 1022212552 

インドの主要言語のひとつ、カルナータカ州の公用語・カンナダ語の本格的辞典。現代カンナダ語
を中心に、約3万の見出し語を収録。見出し語すべてにローマ字による転写・IPA(国際音声記号)・カ
ナ発音を付す。 

ヒンディー語・日本語辞典 

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 9784385123226  

著編者名 町田 和彦 発行年 2016 商品コード 1022212551 

インドの公用語、ヒンディー語の辞典。現代ヒンディー語を中心に約2万7千の見出し語を収録し、約
2万の用例、詳細な語源、異つづり語、類語、対義語などを付す。約5千語の「日本語・ヒンディー語
小辞典」も収録。 

パンジャービー語・日本語辞典 

同時1アクセス（本体） ¥42,900 

同時3アクセス（本体） ¥64,350 

冊子版ISBN 9784385123219  

著編者名 岡口 典雄 発行年 2015 商品コード 1018720289 

インドの主要言語の一つで、パキスタン最大の民族語パンジャービー語を扱った本格的な辞典。現
代パンジャービー語を中心に、約3万3千の見出し語を収録。巻末に「日本語・パンジャービー語小
辞典」付き。 

シンハラ語・日本語辞典 

同時1アクセス（本体） ¥42,900 

同時3アクセス（本体） ¥64,350 

冊子版ISBN 9784385123202  

著編者名 野口 忠司 発行年 2015 商品コード 1018720288 

スリランカの公用語の1つであるシンハラ語を扱った本格的な辞典。現代シンハラ語を中心とした約
3万の見出し語を、ローマ字による転写・カナ発音とともに収録する。巻末に日本語・シンハラ語小
辞典付き。 
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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 

医療現場の英語辞典 山田 政美 2016 9784385110363 ¥5,060  ¥7,590  1022212553 

ICTことば辞典 ―ネット時代のニュースがよくわかる
250の重要キーワード― 

大谷 和利 2015 9784385137377 ¥4,400  ¥6,600  1018720293 

三省堂国語辞典のひみつ 飯間 浩明 2014 9784385364155 ¥2,860  ¥4,290  1018720296 

日本語学習のためのよく使う順漢字2200 徳弘 康代 2014 9784385140742 ¥5,500  ¥8,250  1018720290 

J.C.ヘボン和英語林集成手稿 
 ―翻字・索引・解題― 

J.C.ヘボン 2013 9784385365145 ¥50,600  ¥75,900  1016424021 

犯罪・捜査の英語辞典 山田 政美 2012 9784385110356 ¥4,840  ¥7,260  1018720291 

新明解語源辞典 小松 寿雄 2011 9784385139906 ¥8,360  ¥12,540  1016424019 

三省堂英語イディオム・句動詞大辞典 安藤 貞雄 2011 9784385104270 ¥29,700  ¥44,550  1011604139 

英語談話表現辞典 内田 聖二 2009 9784385106229 ¥10,560  ¥15,840  1018720292 

ヨーロッパの言語 （言語学大辞典セレクション） 亀井 孝 1998 9784385152059 ¥19,800  ¥29,700  1010914468 

日本列島の言語 （言語学大辞典セレクション） 亀井 孝 1997 9784385152073 ¥19,800  ¥29,700  1010914469 

新クラウン英語熟語辞典  第3版 大塚 高信 1986 9784385104263 ¥17,600  ¥26,400  1010914471 

固有名詞英語発音辞典 大塚 高信 1969 9784385151960 ¥24,200  ¥36,300  1010914470 

辞書・辞典関連  
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事典関連  
書評大全 
 = A collection of book reviews 

同時1アクセス（本体） ¥36,300 

同時3アクセス（本体） ¥54,450 

冊子版ISBN 9784385151106  

著編者名 共同通信文化部 発行年 2015 商品コード 1022212554 

図書館、読書愛好家のための、空前の“書評から見る文化史大事典”。1998年から2014年にかけて共同通信が配信
した、評者約1600人による約5000点の書評を収録。書名、著者・編者、評者、出版社など索引も充実。 

三省堂年中行事事典  改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784385150734  

著編者名 田中 宣一 発行年 2012 商品コード 1016424018 

正月の行事、春夏秋冬の行事、盆の行事、農業儀礼、アイヌの行事など、日本の年中行事340を選び、季節順に配
列。年中行事の本来の姿や意義をやさしい言葉でわかりやすく解説する。巻頭に年中行事概説も収録。 

三省堂日本山名事典  改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784385154282  

著編者名 徳久 球雄 発行年 2011 商品コード 1016424017 

標高5mの天保山から霊峰富士山まで、2.5万分1地形図に記載されている日本の山、峠を集大成。異称・愛称、標高、
所在地等のデータを明示し、自然的・人文的記述などを掲載。新しい市町村名などに対応した改訂版。 
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す ぐ に役立つシ リ ーズ  

すぐに役立つ「略式」冠婚葬祭ブック 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784385158297  

著編者名 三省堂編修所 発行年 2010 商品コード 1011604143 

社会生活を送るうえで必要となる冠婚葬祭のさまざまな習慣や儀礼を、多くの具体例を織り込みながら説明。忙しい
現代人が必要とする「略式」についても、常識をきちんとおさえたポイントを随所に丁寧に紹介。 

すぐに役立つスピーチ例活用ブック 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784385158280  

著編者名 三省堂編修所 発行年 2009 商品コード 1011604142 

社会生活のさまざまな場面に対応できるスピーチ例集。話し言葉とスピーチのマナー、故事ことわざ・慣用句・四字熟
語集、名言・名句集など、すぐに役立つ多様な表現集も収録。 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年6月 

教育関連  
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書道授業の実践的研究 

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 9784385363462  

著編者名 谷口 邦彦 発行年 2015 商品コード 1019053056 

学習者主体の書道授業をどのようにして実現するか。「お手本主義」を脱却して「思考」や「認知」的活動を取り入れた
学習指導のあり方を、著者の中学・高校・大学における豊富な実践研究をふまえて提唱する。 

授業づくり、学級づくりの勘どころ 
 ―教室を知的に、楽しく!― 

同時1アクセス（本体） ¥5,060 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784385365008  

著編者名 吉川 芳則 発行年 2015 商品コード 1018720297 

信頼できる仲間がいて、笑いがわき起こる学級。目標に向かって協力して取り組める学級…。著者自身の経験を踏
まえて、授業づくりと学級づくりの「勘どころ」をわかりやすくまとめる。『兵庫教育』連載を書籍化。 

発信力をつける新しい英語語彙指導 

―プロセス可視化とチャンク学習― 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784385366036  

著編者名 投野 由紀夫 発行年 2015 商品コード 1018720295 

中学・高校の先生に向けて、コーパス言語学・第二言語習得論などの最新知見から真に発信力のつく語彙指導のこ
つを丁寧に解説。「辞書指導」とその方法、チャンク学習の重要性についても説明する。 

中学英語いつ卒業? 
 ―中学生の主語把握プロセス― 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784385362120  

著編者名 金谷 憲 発行年 2015 商品コード 1018720294 

中学生の「名詞句」の把握、特に主語を把握するプロセスは、3年間の学習とともにどのように変化していくのか。中
学生の英語学習の実態を縦断的に追いかけた結果報告書。研究で使用したテスト問題付き。 

三省堂新現代川柳必携 

著編者名 田口 麦彦 発行年 2014 

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 9784385137841  商品コード 1016424020 

現在活躍中の川柳作家の1000テーマ5000句を越える作品を収録。「震災」「原発」「ツイッ
ター」「介護」など最新のテーマを取り入れる。「三省堂現代川柳必携」の続編。 
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