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大修館書店

言語関連の単行本３5タイトル！！

■大修館英語教育セレクション①【全22巻セット】
アメリカの大統領はなぜジョークをうのか ―名句・迷言・ジョーク集―
英語ネイティブ度判定テスト

コミュニケーションのための英文法

英英辞典活用マニュアル
―こんなこともできる―

英語ジョークの教科書

英語授業改善のための処方箋
―マクロに考えミクロに対処する―

英語辞書をフル活用する7つの鉄則

英語ジョーク見本帖

英語教師のための新しい評価法

ここまで通じる日本人英語
―新しいライティングのすすめ―

本格派のための「英文解釈」道場

インターネットを活かした英語教育

ホワイトハウスの英語塾
―ｃｏｍｅとｇｏでここまで言える―

英語テスト作成の達人マニュアル

英日実務翻訳の方法 改訂版

アクション・リサーチのすすめ
―新しい英語授業研究―

英語力はどのように伸びてゆくか
―中学生の英語習得過程を追う―

英文契約書を読みこなす 新版

実践的コミュニケーションの指導

英語教師のための第二言語習得論入門

コンパクトビジネス英語入門

【セット価格】学術・1アクセス

¥107,300(＋税)

学術・3アクセス

論理的な英語が書ける本

¥321,800(＋税)

商品コード

1018710913

■大修館言語学セレクション①【全8巻セット】

【セット価格】学術・1アクセス

¥34,700(＋税)

〈食〉の記号学
―ヒトは「言葉」で食べる―

言語が生まれるとき・死ぬとき

発見の興奮
―言語学との出会い―

危機言語を救え！
―ツンドラで滅びゆく言語と向き合う―

骨が語る
―スケルトン探偵の報告書―

個性はどう育つか

日本語の値段

魚はなぜ群れで泳ぐか

学術・3アクセス

¥104,000(＋税)

商品コード

■大修館敬語表現セレクション【全5巻セット】
著編者

¥27,000(＋税)

就活や留学生
におすすめ！

蒲谷 宏
書名

【セット価格】学術・1アクセス

1018710903

ISBN/ISSN

商品コード

敬語表現

9784469221435

1018710898

敬語表現教育の方法

9784469221831

1018710899

敬語表現ハンドブック

9784469221992

1018710900

待遇コミュニケーション論

9784469222272

1018710901

敬語マスター
―まずはこれだけ三つの基本―

9784469222357

1018710902

学術・3アクセス

¥80,900(＋税)

商品コード

1018710896

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オリジナルのプラットフォームです

書名

著編者

発行年

ISBN/ISSN

■大修館英語教育セレクション①【全22巻セット】
アメリカの大統領はなぜジョークを言うのか
―名句・迷言・ジョーク集―
英語力はどのように伸びてゆくか ―
中学生の英語習得過程を追う―（英語教育２１世紀叢書）

同時
１アクセス

同時
３アクセス

¥107,300 ¥321,800

商品コード

1018710913

丸山 孝男

2011

9784469245646

¥3,900

¥11,600

1018710936

太田 洋

2003

9784469244823

¥5,300

¥15,700

1018710927

英語テスト作成の達人マニュアル （英語教育２１世紀叢書）

静 哲人

2002

9784469244717

¥6,600

¥19,800

1018710926

インターネットを活かした英語教育 （英語教育２１世紀叢書）

杉本 卓

2002

9784469244724

¥5,000

¥14,900

1018710925

英語教師のための新しい評価法 （英語教育２１世紀叢書）

松沢 伸二

2002

9784469244748

¥6,600

¥19,800

1018710924

英語授業改善のための処方箋
―マクロに考えミクロに対処する―（英語教育２１世紀叢書）

金谷 憲

2002

9784469244694

¥5,000

¥14,900

1018710923

コミュニケーションのための英文法 （英語教育２１世紀叢書）

萩野 俊哉

2000

9784469244526

¥5,000

¥14,900

1018710922

実践的コミュニケーションの指導 （英語教育２１世紀叢書）

高橋 正夫

2001

9784469244601

¥5,500

¥16,500

1018710921

アクション・リサーチのすすめ
―新しい英語授業研究―（英語教育２１世紀叢書）

佐野 正之

2000

9784469244533

¥5,000

¥14,900

1018710920

英文契約書を読みこなす 新版

大崎 正瑠

2011

9784469245622

¥5,300

¥15,700

1018710934

英語ネイティブ度判定テスト

小池 直己

2009

9784469245493

¥2,200

¥6,600

1018710915

英語ジョーク見本帖

丸山 孝男

2007

9784469245233

¥4,200

¥12,400

1018710917

英語ジョークの教科書

丸山 孝男

2002

9784469244687

¥5,300

¥15,700

1018710916

英語教師のための第二言語習得論入門

白井 恭弘

2012

9784469245707

¥3,300

¥9,900

1018710928

英語辞書をフル活用する7つの鉄則

磐崎 弘貞

2011

9784469245639

¥4,400

¥13,200

1018710930

ホワイトハウスの英語塾 ―comeとgoでここまで言える―

根岸 裕

2002

9784469244786

¥5,000

¥14,900

1018710919

論理的な英語が書ける本

崎村 耕二

2009

9784469245448

¥6,600

¥19,800

1018710932

ここまで通じる日本人英語 ―新しいライティングのすすめ―

宮田 学

2002

9784469244779

¥6,400

¥19,000

1018710931

英日実務翻訳の方法 改訂版

田原 利継

2009

9784469245400

¥4,200

¥12,400

1018710933

本格派のための「英文解釈」道場

筒井 正明

2010

9784469245547

¥6,100

¥18,200

1018710918

コンパクトビジネス英語入門

村上雅則

1996

9784469243970

¥3,600

¥10,800

1018710935

英英辞典活用マニュアル ―こんなこともできる―

磐崎弘貞

1990

9784469211627

¥3,600

¥10,800

1018710929

¥34,700

¥104,000

1018710903

■大修館言語学セレクション①【全8巻セット】
個性はどう育つか （ドルフィン・ブックス）

菅原 ますみ

2003

9784469212785

¥4,700

¥14,100

1018710911

魚はなぜ群れで泳ぐか （ドルフィン・ブックス）

有元 貴文

2007

9784469213096

¥4,200

¥12,400

1018710912

骨が語る
―スケルトン探偵の報告書―（ドルフィン・ブックス）

鈴木 隆雄

2000

9784469212556

¥4,200

¥12,400

1018710907

言語が生まれるとき・死ぬとき （ドルフィン・ブックス）

町田 健

2001

9784469212631

¥4,200

¥12,400

1018710909

日本語の値段 （ドルフィン・ブックス）

井上 史雄

2000

9784469212594

¥4,400

¥13,200

1018710908

危機言語を救え！ ―ツンドラで滅びゆく言語と向き合う―
（ドルフィン・ブックス）

呉人 恵

2003

9784469212792

¥4,400

¥13,200

1018710910

発見の興奮 ―言語学との出会い―（ドルフィン・ブックス）

中島平三

1995

9784469211948

¥4,200

¥12,400

1018710906

〈食〉の記号学 ―ヒトは「言葉」で食べる―
（ドルフィン・ブックス）

五明紀春

1996

9784469212037

¥4,700

¥14,100

1018710905

¥27,000

¥80,900

1018710896

■大修館敬語表現セレクション【全5巻セット】
待遇コミュニケーション論

蒲谷 宏

2013

9784469222272

¥7,700

¥23,100

1018710901

敬語表現

蒲谷 宏

1998

9784469221435

¥6,100

¥18,200

1018710898

敬語表現ハンドブック

蒲谷 宏

2009

9784469221992

¥5,000

¥14,900

1018710900

敬語表現教育の方法

蒲谷 宏

2006

9784469221831

¥4,400

¥13,200

1018710899

敬語マスター ―まずはこれだけ三つの基本―

蒲谷 宏

2014

9784469222357

¥3,900

¥11,600

1018710902

2015年10月
※ 表示価格は税抜きです。また、カタログは学術機関向け価格となりますので、その他の機関（企業・官公庁）向け価格は弊社までお問い合わせ下さい。

丸善株式会社 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）

