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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書香堂
中国語ことわざ・格言辞典
著編者

清水 仁・王 輝

発行年

2017

冊子版ISBN

-

同時1アクセス(本体)

¥6,600

同時3アクセス(本体)

¥9,900

商品コード

1030717908

日英擬音語擬態語辞典
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

日本語の諺や格言の殆んどが中国語が源になって
いることは承知の通りです。これらの諺や格言を自由
自在に中国語に混ぜて話せたらどんなにか格調の
高い中国語になるでしょうか。本書は、そんな切なる
願いを持つ読者の一助になりうる辞典です。本書の
使い方、つまり検索の仕方は至って簡単です。例え
ば、日本でも良く知られている「虎穴に入らざれば虎
子を得ず」の格言は、「虎穴」「虎子」、または全文の
「虎穴に入らざれば虎子を得ず」でも検索が可能で
す。本書の検索機能をふるに使って、一つでも多く
の諺と格言を覚えて、中国人を驚かせて下さい。

中国語成語俗語検索辞典
清水 仁
2014
¥4,840
¥7,260
1030717906

著編者
清水 仁・王 輝
発行年
2019
冊子版ISBN
同時1アクセス(本体)
¥11,000
同時3アクセス(本体)
¥16,500
商品コード
1030717907

本書は、英会話の能力が中級以上の学習者
を対象にしています。英会話の能力が中級
レベルになると、基本的な日常会話が出来
て、更に豊かな表現力を習得したい意欲に
駆られます。その時に他国の言語を圧倒す
る数を誇る日本語の擬音語・擬態語を英語
で表現出来れば、英語学習者の表現能力を
一層高めることが出来ます。

中國語8029例文集

本書は、「検索」に主眼を置いて編集された成
語辞典です。本書の編集の特徴は見出しとな
る語が目次欄に簡体字二字で記されています。
このアイデアによって「うろ覚えの一字」からで
も確実に該当の成語を検索することが出来ま
す。

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
著編者名
清水 仁
発行年
2019 商品コード
1030717905
本書には、必要にして十分な8029の会話態の中国語例文を収録しています。それらの例文は、日本語の動詞の意味に応じて、即ち
基本態、希望態、可能能力態、使役態、使役受動態、状況・状態・習慣態に分類して、細かいニアンスをも表現できるように編集して
あります。

国立故宮博物院

同時1アクセス（本体）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

冊子版ISBN
9789574136124
著編者名
清水 仁
発行年
1996 商品コード
1030717909
故宮博物院見学の必読書。日本人観光客に人気のある永久展示品の中から厳選した文物を掲載。本書は、台湾の故宮博物院で第
7刷を記録した「国立故宮博物院案内」を、日本での販売開始に合わせて、304ページ・オールカラーに改編したものです。本書は、紙
の本が郁朋社より販売されています。

UFO目撃談
著編者名

清水 仁

同時1アクセス（本体）

¥1,320

同時3アクセス（本体）

¥1,980

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1030717910

本書は、目撃者でもある編者が過去40年間に渡ってUFOに遭遇した状況を写真入りで解説を加えたものです。本書を一読すれば、
あなたは必ず異星人の存在を信じるでしょう。

● 表示価格は税抜きです。
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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

■営業部

http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社

学術情報ソリューション事業部

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

