
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 
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● 表示価格は税抜きです。 

 楽しく 
学べる 

レベル タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

 レベル０ 

■にほんご よむよむ文庫 レベル0 全14巻 ¥21,560 ¥64,680 1020886586 

桜  ¥1,540 ¥4,620 1020886587 

木村家の毎日「いってきます」  ¥1,540 ¥4,620 1020886588 

木村家の毎日「いただきます」  ¥1,540 ¥4,620 1020886589 

木村家の毎日「一郎、学校で」  ¥1,540 ¥4,620 1020886590 

西町交番の良さん「交番はどこ?」  ¥1,540 ¥4,620 1020886591 

風と太陽 ―イソップ物語より― ¥1,540 ¥4,620 1020886592 

木村家の毎日「ただいま」  ¥1,540 ¥4,620 1020886593 

木村家の毎日「お正月」  ¥1,540 ¥4,620 1020886594 

西町交番の良さん「にわにわに?」  ¥1,540 ¥4,620 1020886595 

西町交番の良さん「助けて!」  ¥1,540 ¥4,620 1020886596 

ウサギとカメ ―イソップ物語より― ¥1,540 ¥4,620 1020886597 

西町交番の良さん「良さんのクリスマス」  ¥1,540 ¥4,620 1020886598 

西町交番の良さん「落とし物がいっぱい」  ¥1,540 ¥4,620 1020886599 

木村家の毎日「結婚式」  ¥1,540 ¥4,620 1020886600 

入門レベル。350程度の語彙。ゼロレベルの学習者にも読みやすいよう横書き。ほぼ絵だけでストーリーが理解できる。主な文法項目： 現在形、過去系、疑
問詞、～たい など ※ 基本的に「です・ます体」を使っています。 

レベル0～レベル4-1まで 43巻 揃価格 
同時1アクセス（本体） ： ¥73,590 同時3アクセス（本体） ： ¥220,770 

＜商品コード ： 1020886584＞ 

『レベル別日本語多読ライブラリー（にほんご よむよむ文庫）』は、「日本語多読を始めたくても適当な本がない！」 
という声にお応えしまして生まれました。学習者が楽しくたくさん読めるように、さまざまな工夫がされています。 

レベル タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

レベル１  

■にほんご よむよむ文庫 レベル1 全9巻 ¥14,850 ¥44,550 1020886601 

女の子  ¥1,650 ¥4,950 1020886602 

ジョンさん日本へ  ¥1,650 ¥4,950 1020886603 

浦島太郎  ¥1,650 ¥4,950 1020886604 

笑い話  ¥1,650 ¥4,950 1020886605 

ジョンさんバスの中で  ¥1,650 ¥4,950 1020886606 

笠地蔵  ¥1,650 ¥4,950 1020886607 

どうして猿の尾は短い? ; どうしてクラゲは骨がない?  ¥1,650 ¥4,950 1020886608 

どうしてエビの体は曲がった? ; どうしてねこ年がない?  ¥1,650 ¥4,950 1020886609 

ジョンさんの夏休み  ¥1,650 ¥4,950 1020886610 

初級前半、日本語能力試験N5レベル。350程度の語彙と、主に「です・ます体」を使用。語彙と文法はレベル０と同じだが、ストーリーは少し長くなる。主な文法
項目： 現在形、過去系、疑問詞、～たい など ※基本的に 「です・ます体」を使っています。 

レベル0～レベル4-2まで 全48巻 揃価格 
同時1アクセス(本体)：¥83,490 同時3アクセス(本体)：¥250,470 

アスク出版  

監修：NPO多言語多読 
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学術認証フェデレーションと連携 
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アスク出版  

レベル タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

レベル２ 

■にほんご よむよむ文庫 レベル2 全8巻 ¥14,080 ¥42,240 1020886611 

絵姿奥さん ¥1,760 ¥5,280 1020886612 

クリスマスプレゼント ¥1,760 ¥5,280 1020886613 

象のトンキー  ¥1,760 ¥5,280 1020886614 

わらしべ長者  ¥1,760 ¥5,280 1020886615 

トルストイ民話集  ¥1,760 ¥5,280 1020886616 

最後の葉  ¥1,760 ¥5,280 1020886617 

ホウイとチャンア  ¥1,760 ¥5,280 1020886618 

ソーピーの冬の家  ¥1,760 ¥5,280 1020886619 

初級後半、日本語能力試験N4レベル。500程度の語彙を使用。語彙と文法のレベルが上がる。主な文法項目： 辞書形、て形、ない形、連体修飾、～と（条
件）、～から（理由）、～なる、～のだ など 

レベル タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

レベル３ 

■にほんご よむよむ文庫 レベル3 全6巻 ¥11,220 ¥33,660 1020886620 

むじな ; 幽霊滝  ¥1,870 ¥5,610 1020886621 

かぐや姫  ¥1,870 ¥5,610 1020886622 

芥川龍之介短編集 ―蜘蛛の糸/鼻― ¥1,870 ¥5,610 1020886623 

かげのこいびと  ¥1,870 ¥5,610 1020886624 

幸せな王子 ―The happy prince― ¥1,870 ¥5,610 1020886625 

アラジンと魔法のランプ ―『アラビアン・ナイト』より― ¥1,870 ¥5,610 1020886626 

初中級、日本語能力試験N3レベル。800程度の語彙を使用。語彙と文法のレベルが上がり、内容も多彩に。主な文法項目： 可能形、命令形、受身形、意向
形、～とき、～たら・ば・なら、～そう（様態）、～よう（推量・比喩）、複合動詞 など  

レベル タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

レベル４－１ 

■にほんご よむよむ文庫 レベル4-1 全6巻 ¥11,880 ¥35,640 1020886627 

雪女  ¥1,980 ¥5,940 1020886628 

杜子春  ¥1,980 ¥5,940 1020886629 

走れメロス  ¥1,980 ¥5,940 1020886630 

野菊の墓  ¥1,980 ¥5,940 1020886631 

耳なし芳一 ; 梅津忠兵衛の話  ¥1,980 ¥5,940 1020886632 

森鷗外短編集 ―高瀬舟/最後の一句― ¥1,980 ¥5,940 1020886633 

中級、日本語能力試験N3～N2レベル。1300程度の語彙を使用。さらに語彙と文法のレベルが上がり、カタカナのルビがなくなる。主な文法項目： 使役形、使
役受身形、～そう（伝聞）、～らしい、～はず、～もの、～ようにする/なる、～ことにする/なるなど  

レベル タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

 レベル４－２ 

■にほんご よむよむ文庫 レベル4-2 全5巻 ¥9,900 ¥29,700 1025513818 

にほんの食卓 ¥1,980 ¥5,940 1025600080 

坊ちゃん（上） ¥1,980 ¥5,940 1025600081 

坊ちゃん（下） ¥1,980 ¥5,940 1025600082 

四十七人の侍 ¥1,980 ¥5,940 1025600083 

ローマの休日 ¥1,980 ¥5,940 1025600084 
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■にほんご多読ブックスシリーズ《第１･２期》【全45巻】 

にほんご多読ブックスは、日本語学習者向けに編集された「読み物シリーズ」です。 
6段階のレベルがあり、初学者から中上級者まで、無理なく読み進めることができます。 

レベル 書名 レベル 書名 

L
e
v
e
l 
0

 

田舎のネズミと町のネズミ （第１期） 

L
e
v
e
l 

2
 老人の町（第１期） 

屋久島（第１期）  屁っこき嫁（第１期） 

私はだれでしょう？（第２期） 

L
e
v
e
l 
3

 
よだかの星（第１期） 

おもしろい！日本のトイレ（第２期） 梨とり兄弟（第１期） 

きょうだい～明と由香の一年～（第２期） ばかオンダル～「三国史記」より～（第１期） 

ニホンザル（第２期） 日本の神話～海幸山幸～ （第１期） 

「キツネとカラス」「ネズミの相談」（第２期） 大男の話（第１期） 

ロボットD太 「はじめまして」「いただきます」（第２期） 天狗の鼻（第１期） 

L
e
v
e
l 
1

 

船（第１期） 五兵衛と津波（第１期） 

招き猫（第１期） 

L
e
v
e
l 
4

 

広島・宮島（第１期） 

ロボットD太 「日記」（第２期） 羅生門/トロッコ（第１期） 

日本の行事（第２期） 女王 卑弥呼（第１期） 

南の島のタクシー（第２期） 
中国の悲しい恋物語～「孟姜女」「梁山伯と祝英台」～ 
（第１期） 

みにくいアヒルの子（第２期） 奈良の大仏（第１期） 

どうして蚊は人の血を吸う？――ベトナムの昔話 
（第２期） 

赤毛クラブ（第１期） 

L
e
v
e
l 
2

 

サルとカニ（第１期） 信長・秀吉・家康（第１期） 

裸の王様（第１期） クリスマス・キャロル（第１期） 

赤ずきんちゃん（第１期） 京都（第１期） 

悪魔の散歩（第１期） おちくぼ物語（第１期） 

ジャックと豆の木（第１期） 落語（第１期） 

シンデレラ（第１期） 

L
e
v
e
l 

5
 坂本龍馬（第１期） 

二人の恋人 他2話（第１期） 野口英世（第１期） 

ヘンゼルとグレーテル（第１期） 

第１期   
全34巻セット 

同時１アクセス(本体) 

¥49,775 

同時３アクセス(本体) 

¥149,325 

商品コード 

1018853682 

第２期   
全11巻セット 

同時１アクセス(本体) 

¥18,150 

同時３アクセス(本体) 

¥54,450 

商品コード 

1023699168 

レベルごとに、言葉や文法が制限されているので、 

やさしいレベルから順番に読む体験ができます。 

下記のNPO多言語多読のサイトから1期の 

朗読音声が無料ダウンロード可能です。 

2期音声も追加されます。 

http://tadoku.org/learners/book_ja/mp3downloads 

監修：NPO多言語多読 

大修館書店  
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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 

● 表示価格は税抜きです。 2019年3月 

巻 書名 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 

1 入門A1かつどう 2013 9784384057522 ¥3,300 ¥6,600 1025375346 

2 入門A1りかい 2013 9784384057539 ¥3,740 ¥7,480 1025375347 

3 初級1A2かつどう 2014 9784384057546 ¥3,960 ¥7,920 1025375348 

4 初級1 A2 りかい 2014 9784384057553 ¥4,180 ¥8,360 1025375349 

5 初級2 A2 かつどう 2014 9784384057560 ¥3,960 ¥7,920 1025375350 

6 初級2 A2 りかい 2014 9784384057577 ¥4,180 ¥8,360 1025375351 

7 初中級 A2/B1 2015 9784384057584 ¥4,840 ¥9,680 1025375352 

8 中級1 B1 2016 9784384057591 ¥6,160 ¥12,320 1025375353 

9 中級2 B1 2017 9784384057607 ¥6,600 ¥13,200 1025375354 

全9巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥40,920 ¥81,840 1025375345 

入門から 
中級レベル 

まで 

日本語を使ったコミュニケーションが目標です 
『まるごと』では、実際に日本語を使ってコミュニケーションすることを目標にしています。ただ文法や文型の知識
を増やすことが目標ではありません。どんな場面でどんなことができるようになるか、という「Can-do」を目標にし
て、現実の場面で使える日本語を学びます。例えば、日本語を始めたばかりの「入門」レベルでは、あいさつをし
たり、好きな食べ物や趣味について話したりしながら、簡単なコミュニケーションをします。「中級」レベルでは、生
の日本語を読んだり聞いたりしながら、自分のことを長く話せるように練習します。どのレベルでも、人と人が日
本語で実際にコミュニーションしながら、お互いに理解し合うことを目指しています。 

まるごと日本のことばと文化  

三修社  

国際交流基金 著編 
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全6冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥16,390 ¥35,860 

書名 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 

漢字マスターN1 ―日本語能力試験N1レベル― 2011 9784384056310 ¥3,080 ¥6,600 1015929686 

漢字マスターN2 ―日本語能力試験N2レベル― 2010 9784384056327 ¥2,750 ¥6,050 1015929687 

漢字マスターN3 ―日本語能力試験N3レベル― 2011 9784384056334 ¥2,750 ¥6,050 1015929688 

漢字マスターN4 ―日本語能力試験N4レベル― 2012 9784384056341 ¥2,750 ¥6,050 1015929689 

漢字マスターN5 ―日本語能力試験N5レベル― 2011 9784384056358 ¥2,750 ¥6,050 1015929690 

かなマスター 2010 9784384055733 ¥2,310 ¥5,060 1015929691 

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 

日本語能力試験対策N1文法総まとめ ―45日間で完全マスター― 山田 光子 2012 9784384056853 ¥2,420 ¥5,280 1015929692 

日本語能力試験対策N1文法問題集 ―基礎も実践もこれ1冊でパーフェクト― 山田 光子 2012 9784384056860 ¥1,760 ¥3,850 1015929693 

日本語能力試験対策N1漢字・語彙 ―45日間で確かな実力!― 遠藤 由美子 2013 9784384057621 ¥3,630 ¥7,920 1015929694 

日本語能力試験対策N2文法総まとめ ―45日間で基礎からわかる― 遠藤 ゆう子 2010 9784384055740 ¥1,760 ¥3,850 1015929695 

日本語能力試験対策N2文法問題集 ―解けば解くほど実践力がアップする― 遠藤 ゆう子 2010 9784384055757 ¥1,430 ¥3,080 1015929696 

日本語能力試験対策N2文法模擬テスト ―実戦問題で合格力を身につける― 前澤 由紀子 2010 9784384055764 ¥1,650 ¥3,630 1015929697 

日本語能力試験対策N2漢字語彙 ―45日間で合格レベルへ!― 遠藤 由美子 2011 9784384055771 ¥2,310 ¥5,060 1015929698 

日本語能力試験対策N3文法・語彙・漢字 ―基礎から応用までこれ1冊!― 山田 光子 2013 9784384057638 ¥2,310 ¥5,060 1015929699 

全8冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥17,270 ¥37,730 

著編者：アークアカデミー 

漢字マスター シリーズ 

日本語能力試験対策 シリーズ 

三修社  
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アルク  

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ１ 安藤 栄里子 2010 9784757418783 ¥5,280  ¥7,920  1029489946 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ２ 安藤 栄里子 2010 9784757418554 ¥5,280  ¥7,920  1029489947 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ３ 安藤 栄里子 2010 9784757418547 ¥5,280  ¥7,920  1029489948 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ４ 安藤 栄里子 2010 9784757418929 ¥5,280  ¥7,920  1029489949 

どんどん読める! 
日本語ショートストーリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

どんどん読める!日本語ショートストーリーズ vol.3 アルク出版編集部 2018 9784757430860 ¥5,940  ¥8,910  1028973200 

どんどん読める!日本語ショートストーリーズ vol.1 アルク出版編集部 2017 9784757430419 ¥5,940  ¥8,910  1028973198 

どんどん読める!日本語ショートストーリーズ vol.2 アルク出版編集部 2017 9784757430426 ¥5,940  ¥8,910  1028973199 

全3冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,820 ¥26,730 

4冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥21,120 ¥31,680 
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アルク  

日本語教育よくわかる シリーズ 

日本語ロジカルトレーニング 
シリーズ 

できる日本語 シリーズ 

全3冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥33,660 ¥50,490 

全2冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,860 ¥20,790 

全2冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,200 ¥19,800 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

日本語教育よくわかる音声 松崎 寛 2018 9784757430938 ¥6,600  ¥9,900  1028973224 

日本語教育よくわかる文法 藤原 雅憲 2018 9784757430945 ¥6,600  ¥9,900  1028973225 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

日本語ロジカルトレーニング 初級 ―考える・理
解する・伝える力が身につく : logical thinking in 
Japanese― 

西隈 俊哉 2018 9784757430884 ¥5,940  ¥8,910  1028973220 

日本語ロジカルトレーニング 中級 ―考える・理
解する・伝える力が身につく : logical thinking in 
Japanese― 

西隈 俊哉 2018 9784757430891 ¥7,920  ¥11,880  1028973221 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

できる日本語 中級 嶋田 和子 2013 9784757422780 ¥11,220  ¥16,830  1029787408 

できる日本語 初中級 嶋田 和子 2012 9784757420847 ¥11,220  ¥16,830  1029787407 

できる日本語 初級 嶋田 和子 2011 9784757419773 ¥11,220  ¥16,830  1029787406 
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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。 

アルク  

話す・書くにつながる!日本語読解 初中級 
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 9784757430853  

著編者名 小野 恵久子 発行年 2018 商品コード 1029787405 

学習用の音声データは版元の下記サイトから無料でダウンロード可能です。(登録が必要)http://www.alc.co.jp/dl/ 多くの読解教材
は主に試験対策用で、文章を読み、文型事項・内容確認のための問題を解いて１課が終わります。しかし本書は読んだあと、その
テーマについてもっと深く考え、それについて話したり書いたりすることで「社会に出て役立つ日本語表現力」を養うことを目指していま
す。 

日本語授業の進め方生中継 
 ―日本語教師ハンドブック― 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥11,385 

冊子版ISBN 9784757430976  

著編者名 金子 史朗 発行年 2018 商品コード 1029787402 

学習用のWEB動画が無料で視聴可能です。(登録が必要)http://www.alc.co.jp/dl/ 日本語教師になる前も、なった後も、あまり他の
教師の授業を見られる機会はないものです。本書は、この道25年以上のベテラン教師である著者の授業を取材し、それを写真入りで
実況中継したものを１冊にまとめました。「やりもらい」「自動詞・他動詞」など、主に初級レベルの23項目を取り上げています。日本語
の授業がどんなものかイメージできず困っている、新人教師で授業の進め方に自信がない、という方におすすめです。 

しごとの日本語FOR BEGINNERS 会話編 
同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784757430730  

著編者名 清 ルミ 発行年 2018 商品コード 1028164265 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。学習用の音声データは版元サイトから無料でダウンロード可能です。詳細は表紙の
次ページ（2ページ目）をご参照ください。  「短時間の学習で最大限の効果をあげたい」という忙しいビジネスパーソンに向けた、入
門者向け日本語会話のテキスト。実用的な言葉から優先的に覚えていくことで、ビジネスをする上で必要な、日本語でのコミュニケー
ションスキルが短時間で身に付きます。説明は全編、英語・中国語です。会話の場面のイラストを豊富に掲載。視覚的な面からも記憶
に留めやすくしています。 

どんなときどう使う日本語語彙学習辞典 
 ―日本語能力試験N1〜N3の主要な語彙を網羅― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784757424562  

著編者名 安藤 栄里子 発行年 2014 商品コード 1029489950 

学習用の音声データは版元の下記サイトから無料でダウンロード可能です。(登録が必要)http://www.alc.co.jp/dl/ 日本語能力試験
N3以上の語彙を中心に編纂した日々の日本語学習に役立つ語彙学習辞典。それぞれの語に、４カ国語訳や例文、音声が付いて、学
習を手厚くサポートします。日本人向けの国語辞書は、情報量が多すぎたり、ほしいところに例文がなかったり、意味の説明が日本語
で書かれているので理解できなかったりと、日本語学習者にとって使い勝手がよいとは言い難いですが、本書は日本語学習者向けに
作られています。 

どんなときどう使う日本語表現文型200 
 ―初・中級―改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784757422605  

著編者名 友松 悦子 発行年 2013 商品コード 1029489951 

初・中級にあたる文型を、機能（時間・依頼・変化・条件・推量など）で分けて整理し、身に付けられるようにします。まずは「知っていま
すか」「使えますか」に挑戦し、現在どのぐらい使えるか、間違った覚え方をしていないかチェックします。次に豊富な例文や解説から、
実際の使い方を学びます。最後に「練習」の問題を解いて、その課で学んだことが定着しているか確認します。 

日本語会話力トレーニングブック 
 ―ビジネスで必要な発信力を身につけよう!― 

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 9784757420557  

著編者名 奥村 真希 発行年 2011 商品コード 1027849834 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 JSST（Japanese Standard Speaking Test）は「日本語の話す力」を測る試験。日本
の大手企業や中国の日系企業、大学や日本語学校等で採用されています。 本書はJSSTのレベルを上げる＝日本語が話せるように
なるためのメソッドや練習方法を満載したテキスト。話す内容をふくらませ、わかりやすい構成で話す練習のため、ビジネス現場で使
われている手法を取り入れているのが特長です。 
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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。 

日本語学習【ビジネス/語彙/表現】10冊セット 

Ｎｏ． 書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 しごとの日本語 メールの書き方編 奥村 真希 2008 9784757413689 ¥4,400 ¥6,600 1011253321 

2 しごとの日本語 電話応対基礎編 奥村 真希 2007 9784757413313 ¥4,840 ¥7,260 1011253320 

3 
漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 1  
日常生活編 

佐藤 保子 2008 9784757413665 ¥4,180 ¥6,270 1011253322 

4 
漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 2  
学校生活編 

佐藤 保子 2008 9784757413672 ¥4,180 ¥6,270 1011253323 

5 
名詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる
言葉の意味と使い方） 

荒川 洋平 2011 9784757420472 ¥6,160 ¥9,240 1011604134 

6 
形容詞・副詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージで
わかる言葉の意味と使い方） 

今井 新悟 2011 9784757420489 ¥6,160 ¥9,240 1011604135 

7 
動詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる
言葉の意味と使い方） 

森山 新 2012 9784757420496 ¥7,480 ¥11,220 1011604136 

8 
どんなときどう使う日本語表現文型辞典 新装版 ―
英・中・韓3カ国語訳付き 日本語能力試験N1～N5の
重要表現を網羅― 

友松 悦子 2010 9784757418868 ¥6,160 ¥9,240 1011604138 

9 
どんなときどう使う日本語表現文型500 ―日本語能力
試験N1～N3の重要表現を網羅― 改訂版 

友松 悦子 2010 9784757418905 ¥5,500 ¥8,250 1012369429 

10 
どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習
帳 ―中・上級― 改訂版 

友松 悦子 2011 9784757420526 ¥3,080 ¥4,620 1012369430 

全10巻セット特価 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥46,970 ¥70,455 1017162450 

アルク  
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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。 

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 

キクタン日本語「日本語能力試験N2」  
―聞いて覚える日本語単語帳― 

前坊 香菜子 2016 9784757428560 ¥6,600 ¥9,900 1024066383 

キクタン日本語「日本語能力試験N3」  
―聞いて覚える日本語単語帳― 

前坊 香菜子 2016 9784757428577 ¥6,600 ¥9,900 1024066384 

ブラックジャックによろしく = Give my regards to Black 
Jack 1 第一外科編  
（For Japanese learners editon N3 level） 

佐藤 秀峰 2013 ― ¥5,280 ¥7,920 1022212913 

ブラックジャックによろしく = Give my regards to Black 
Jack 2 循環器内科編 （For Japanese learners editon N3 
level） 

佐藤 秀峰 2013 ― ¥5,280 ¥7,920 1022212907 

マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100 増田 アヤ子 2011 9784757420465 ¥6,600 ¥9,900 1024801186 

マンガで学ぶ日本語表現と日本文化  
―多辺田家が行く!!― 

創作集団 
にほんご 

2009 9784757416307 ¥6,600 ¥9,900 1024801187 

マンガでわかる実用敬語 初級編 釜渕 優子 2009 9784757416338 ¥6,600 ¥9,900 1024801188 

マンガで学ぶ日本語会話術 金子 史朗 2006 9784757411081 ¥7,920 ¥11,880 1024801189 

アルク  
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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。 

朝倉書店  

巻 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 

1 世界の中の日本語 新装版 北原 保雄 2018 9784254516418 ¥11,220  ¥22,440  1029502792 

2 文字・書記 新装版 北原 保雄 2018 9784254516425 ¥11,220  ¥22,440  1029502793 

3 音声・音韻 新装版 北原 保雄 2018 9784254516432 ¥11,220  ¥22,440  1029502794 

4 語彙・意味 新装版 北原 保雄 2018 9784254516449 ¥11,220  ¥22,440  1029502795 

5 文法Ⅰ 新装版 北原 保雄 2018 9784254516456 ¥11,220  ¥22,440  1029502796 

6 文法Ⅱ 新装版 北原 保雄 2018 9784254516463 ¥11,220  ¥22,440  1029502797 

7 文章・談話 新装版 北原 保雄 2018 9784254516470 ¥11,220  ¥22,440  1029502798 

8 敬語 新装版 北原 保雄 2018 9784254516487 ¥11,220  ¥22,440  1029502799 

9 言語行動 新装版 北原 保雄 2018 9784254516494 ¥11,220  ¥22,440  1029502800 

10 方言 新装版 北原 保雄 2018 9784254516500 ¥11,220  ¥22,440  1029502801 

朝倉日本語講座 

全10冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥112,200 ¥224,400 
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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。 

朝倉書店  

日本語ライブラリー 

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 

漢字 （※） 沖森 卓也 2017 9784254516173 ¥9,570  ¥19,140  1028301508 

漢語 （※） 沖森 卓也 2017 9784254516166 ¥8,910  ¥17,820  1028301507 

日本語の音 （※） 沖森 卓也 2017 9784254516159 ¥8,580  ¥17,160  1026634707 

ことばの借用 沖森 卓也 2015 9784254516135 ¥8,580  ¥17,160  1022295581 

文章と文体 （※） 沖森 卓也 2015 9784254516142 ¥7,920  ¥15,840  1020599005 

韓国語と日本語 沖森 卓也 2014 9784254516128 ¥8,580  ¥17,160  1017973329 

空間と時間の中の方言 
 ―ことばの変化は方言地図にどう現れるか― 

同時1アクセス（本体） ¥24,420 

同時3アクセス（本体） ¥48,840 

冊子版ISBN 9784254510522  

著編者名 大西 拓一郎 発行年 2017 商品コード 1026634705 

言語変化の実態を明らかにすることを目指した研究成果を紹介する。国立国語研究所を中心として３次にわたって行われた全国調査の
成果を軸に、同地域で異なる年代の調査結果を比較することで、時間と空間の双方から実証的に把握する。 

最新理論言語学用語事典 
同時1アクセス（本体） ¥24,420 

同時3アクセス（本体） ¥48,840 

冊子版ISBN 9784254510553  

著編者名 畠山 雄二 発行年 2017 商品コード 1027659397 

「言語学は、いったいどこに向かっているのか」80-90年代のような言語学の大きな潮流・方向性が見えない時代と世界。それでも、言語学が「行
くべき道」は見えなくもない。その道を知るために必要となる言語学の最先端全200項目をそれぞれ2ページで解説する。言語学の巨大な森を見
渡す事典。〔内容〕認知言語学、機能文法、ミニマリスト・プログラム、形式意味論、言語獲得、生物言語学、主要部駆動句構造文法、言語哲学、
日本語文法、構文文法。 

コーパスと自然言語処理  
（講座日本語コーパス 8） 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥22,440 

冊子版ISBN 9784254516081  

著編者名 松本 裕治 発行年 2017 商品コード 1028063246 

自然言語処理の手法・技術がコーパスの構築と運用に果たす役割を各方面から解説。〔内容〕コーパスアノテーション／形態素解析・品
詞タグ付与・固有表現解析／統語解析／意味解析／語彙概念と述語項構造／照応解析・文章構造解析／他 
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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。 

朝倉書店  

日本語大事典(上・下巻セット） 

発行年 : 2014年 

冊子版ISBN :  9784254510348  

同時1アクセス（本体） : ¥165,000 

佐藤武義 ・前田富祺 他編 

同時3アクセス（本体） : ¥330,000 

現在の日本語をとりまく環境の変化を敏感にとらえ，孤立した日本語，あるいは等質
的な日本語というとらえ方ではなく，可能な限りグローバルで複合的な視点に基づい
た新しい日本語学の事典。言語学の関連用語や人物，資料，研究文献なども広く
取り入れた約3500項目をわかりやすく丁寧に解説。 

言語の事典(新装版） 

中島平三 監修 

発行年 : 2014年 

冊子版ISBN :  9784254510454  

同時1アクセス（本体） : ¥41,800 同時3アクセス（本体） : ¥83,600 

音声学、文字論、第二言語習得、地域方言など、言語研究を領域ごとにまとめた事典。
各章の冒頭でその領域の概要を解説し、研究小史や図表、割注、要約なども掲載する。
英日用語対照表付き。 

シリーズ朝倉〈言語の可能性〉全10巻 

全10巻 揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥84,700 ¥169,400 

中島平三 編 

商品コード：1018939695 

商品コード：1018939696 

巻 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 

1 言語学の領域（I） 中島 平三 2009 9784254515619 ¥8,360 ¥16,720 1018937522 

2 言語学の領域（II）  中島 平三 2009 9784254515626 ¥8,360 ¥16,720 1018937524 

3 言語と進化・変化 池内 正幸 2009 9784254515633 ¥8,360 ¥16,720 1018937525 

4 言語と生物学 長谷川 寿一 2010 9784254515640 ¥8,360 ¥16,720 1018937526 

5 言語と医学 中込 和幸 2010 9784254515657 ¥8,360 ¥16,720 1018937527 

6 言語と情報科学 松本 裕治 2011 9784254515664 ¥8,360 ¥16,720 1018937528 

7 言語とメディア・政治 岡部 朗一 2009 9784254515671 ¥8,360 ¥16,720 1018937529 

8 言語と社会・教育 西原 鈴子 2010 9784254515688 ¥8,360 ¥16,720 1018937530 

9 言語と哲学・心理学 遊佐 典昭 2010 9784254515695 ¥9,460 ¥18,920 1018937531 

10 言語と文学 斎藤 兆史 2009 9784254515701 ¥8,360 ¥16,720 1018937532 
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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。 

研究社日本語教育事典 
日本語教育に関する専門的な用語や概念の意味を大まかにつかむための
用語解説書。日本語教育や日本語教育研究にかかわる17の分野から重要
な用語を選び出し、簡潔な定義を示したのち、詳しく説明する。  

著編者 近藤 安月子 

同時１アクセス（本体） ¥7,040 

同時３アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784767491097 

発行年 2012 

商品コード 1014000651 

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 

研究社日本語口語表現辞典 佐藤 友子 2013 9784767491127 ¥10,120 ¥15,180 1015073220 

部首ときあかし辞典 円満字 二郎 2013 9784767434759 ¥6,600 ¥9,900 1017162467 

漢字ときあかし辞典 円満字 二郎 2012 9784767434711 ¥7,590 ¥11,385 1017162466 

研究社日本語コロケーション辞典  
= Kenkyusha's dictionary of Japanese collocations 

柏崎 雅世 2012 9784767491103 ¥12,320 ¥18,480 1014000652 

日本語類義表現使い分け辞典 泉原 省二 2007 9784767490540 ¥12,100 ¥18,150 1010089948 

類義語使い分け辞典  
―日本語類似表現のニュアンスの違いを例証する― 

田 忠魁 1998 9784327461355 ¥9,900 ¥14,850 1010089949 

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 

テーマ別 上級で学ぶ日本語 3訂版 松田 浩志 2016 9784327384746 ¥5,280  ¥7,920  1029883419 

テーマ別 中級から学ぶ日本語 3訂版 松田 浩志 2014 9784327384654 ¥5,060  ¥7,590  1029883418 

テーマ別 中級までに学ぶ日本語初中級ブリッジ教材 松田 浩志 2011 9784327384579 ¥2,860  ¥4,290  1029883420 

テーマ別 学ぶ日本語  

その他日本語関連好評レファレンス！  

全3冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,200 ¥19,800 

研究社  
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「つかみどころがない」と考えられがちな日本語のしくみを、言語学的にきちんと  

分析して考察するためのヒントがいっぱいつまっています。日本語の本質が  

わかってくる刺激的な入門書シリーズです。 

シリーズ 

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 

日本語文法のしくみ （1） 井上 優 2002 9784327383015 ¥5,500 ¥8,250 1010089931 

日本語音声学のしくみ （2） 猪塚 元 2003 9784327383022 ¥5,500 ¥8,250 1010089932 

言語学のしくみ （3） 町田 健 2001 9784327383039 ¥5,500 ¥8,250 1010089933 

日本語学のしくみ （4） 加藤 重広 2001 9784327383046 ¥5,500 ¥8,250 1010089934 

認知意味論のしくみ （5） 籾山 洋介 2002 9784327383053 ¥5,500 ¥8,250 1010089935 

日本語語用論のしくみ （6） 加藤 重広 2004 9784327383060 ¥5,500 ¥8,250 1010089936 

社会言語学のしくみ （7） 中井 精一 2005 9784327383077 ¥5,500 ¥8,250 1010089937 

7冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥38,500 ¥57,750 

日本語のしくみを探る 

研究社  
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● 表示価格は税抜きです。 

18巻1号まで追加！ 

今後も続刊予定です。 

日本語教育・日本語研究にぴったりのタイトルが多数販売中！ 
雑誌「日本語文法」の電子版もおすすめです！ 

 日本語文法1巻1号～18巻1号（34冊セット特価） 
同時1アクセス（本体）￥214,500 同時3アクセス（本体）￥321,200 

 分売可 各巻価格 
1巻1号～12巻1号     同時1アクセス（本体）￥6,600 同時3アクセス（本体）￥  9,900 
12巻2号～18巻1号   同時1アクセス（本体）￥7,700 同時3アクセス（本体）￥11,550 

日本語学習者のための日本研究シリーズ 全3巻セット 

全３巻セット特価 

同時１アクセス（本体） ¥8,800 

同時３アクセス（本体） ¥12,100 

商品コード 1022529752 

Ｎｏ． 書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 
日本思想におけるユートピア  
（Japan studies for Japanese learners） 

高橋 武智 2014 9784874246313 ¥2,640  ¥3,960  1022529754 

2 
日本の映画史 ―10のテーマ― 
（Japan studies for Japanese learners） 

平野 共余子 2014 9784874246320 ¥3,080  ¥4,620  1022529755 

3 日本古典の花園を歩く （Japan studies for Japanese learners） 林 四郎 2016 9784874246948 ¥3,080  ¥4,620  1022529756 

感じのよい英語・感じのよい日本語  
―日英比較コミュニケーションの文法― 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 

同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784874246443  

著編者名 水谷 信子 発行年 2015年 商品コード 1018757913 

日本人の英語はなぜ失礼に聞こえるのか? 相手を傷つけないことを重んじた消極的な丁寧さということではなく、相手とのよき関係を結ぶた
めの、積極的に相手に近づくことを重視した対人関係表現を考える。 

日 本 語 文 法  

くろしお出版  
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日本語教育研究の礎を築いた、 
寺村秀夫の著作集・論文集 

日本語のシンタクスと意味 
 I-IIIセット（全3巻セット特価） 

同時1アクセス（本体） ¥23,100 
同時3アクセス（本体） ¥34,100 

商品コード 1016024920 

日本語の文法研究とその教育実践に大きな功績を残した寺村秀夫の代表的著作。日本語教育
の現場にいた著者が、伝統的な国語学説ではなく、日本語自体がもっている理屈を客観的に説
明することを試みた成果がまとめられている。全3 巻（Ⅲは関係者により補訂）。 

Ｎｏ． 書名 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス（本体） 
同時 

３アクセス（本体） 
商品コード 

1 日本語のシンタクスと意味 1982 9784874240021 ¥8,360  ¥12,540  1016024917 

2 日本語のシンタクスと意味 1984 9784874240038 ¥8,360  ¥12,540  1016024918 

3 日本語のシンタクスと意味 1991 9784874240502 ¥8,360  ¥12,540  1016024919 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス（本体） 
同時 

３アクセス（本体） 
商品コード 

寺村秀夫論文集 1:日本語文法編 寺村 秀夫 1992 9784874240625 ¥10,340  ¥15,510  1016024921 

寺村秀夫論文集 2:言語学・日本語教育編 寺村 秀夫 1993 9784874240779 ¥10,340  ¥15,510  1016024922 

その他の寺村秀夫の論文集 

書名 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス（本体） 
同時 

３アクセス（本体） 
商品コード 

シンタクスの試み （現代語法序説 [正]） 1972 9784874241141 ¥7,700 ¥11,550 1016391575 

現代語法新説 1972 9784874242643 ¥7,480 ¥11,220 1016391576 

象は鼻が長い 1960 9784874241172 ¥4,840 ¥7,260 1016391578 

文法小論集 1970 9784874241868 ¥4,400 ¥6,600 1016391579 

文法教育の革新 1963 9784874242650 ¥4,400 ¥6,600 1016391580 

日本語の論理 ―ハとガ― 1963 9784874241134 ¥5,500 ¥8,250 1016391581 

日本語の構文 1963 9784874242674 ¥4,840 ¥7,260 1016391582 

主語廃止論 （現代語法序説 続） 1972 9784874240977 ¥6,600 ¥9,900 1016391577 

言語学研究において世界的評価をのこした三上章の著作集 

全8巻 
セット特価 

同時 
１アクセス（本体） 

同時 
３アクセス（本体） 

商品コード 

¥41,800  ¥62,700  1016391583 

三上章著作集 全8巻セット 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス（本体） 
同時 

３アクセス（本体） 
商品コード 

技芸は難く ―諷刺― 複刻版 三上 章 1976 9784874241660 ¥4,400 ¥6,600 1016391585 

三上章論文集 三上 章 1975 9784874245262 ¥20,900 ¥31,350 1016391574 

構文の研究 三上 章 2002 9784874242605 ¥6,160 ¥9,240 1016391584 

その他の三上章の著書 

くろしお出版  
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■現代日本語文法 【全7巻セット】 
同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥58,300 

著編者名 日本語記述文法研究会 商品コード 1018757892 

「は」と「が」 （新日本語文法選書 1） 

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 9784874241288  

著編者名 野田 尚史 発行年 1996年 商品コード 1015185774 

「は」と「が」が文の主題を表すかという対立をポイントとして分析。「象は鼻が長い」構文「かき料理は広島が本場だ」構文「富士山が見えるよ」
構文など、具体的な例文による分類がわかりやすいと好評を博している。 

Quantifier scope 
同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784874242483  

著編者名 久野 暲 発行年 2002年 商品コード 1018757926 

英語、日本語、中国語の各言語における数量詞に関する研究。数量詞の及ぶ範囲を主にシンタクスの面から検討する。本文は英語。 

日本語文法研究の気鋭の執筆陣が、日本語文法の細目を詳解する。日本語の文法現象について調べたいこと、知りたいことがわかる、網
羅的で体系的な参照文法シリーズ。全7 巻（完結）。 

分売価格 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

1 総論 ; 形態論 ; 総索引 商品コード 1018757893 

2 格と構文 ; ヴォイス  商品コード 1018757894 

3 アスペクト ; テンス ; 肯否  商品コード 1018757895 

4 モダリティ  商品コード 1018757896 

5 とりたて ; 主題  商品コード 1018757897 

6 複文  商品コード 1018757898 

7 談話 ; 待遇表現  商品コード 1018757899 

言語学専門書 

日本語学専門書 

日本語のオノマトペ ―音象徴と構造― 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784874246238  

著編者名 浜野 祥子 発行年 2014年 商品コード 1018757917 

日本語話者が日常的に何気なく使っているオノマトペが、いかに豊かな構造的特徴をもっているかを明らかにする。また、方言におけるオノマ
トペの重要性を指摘し、個別の体系として研究される必要性を説く。 

日本語構文の意味と機能を探る  
= The semantics and functions of some grammatical constructions in Japanese 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784874246283  

著編者名 高見 健一 発行年 2014年 商品コード 1018757924 

「〜てある」構文、存在文/所有文、数量詞遊離構文、壁塗り交替構文など、日本語の5つの構文の「謎解き」を通して、構文研究では統語的
要因だけでなく非統語的要因も考慮することの重要性を示す。 

はじめての人の日本語文法 （はじめての人シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥4,840 

同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784874240533  

著編者名 野田 尚史 発行年 1991年 商品コード 1013966968 

日本語の文法の中で大事だと思われる６つのテーマ（品詞／格助詞／活用／ボイス／人称／テンス）を取り上げ、読者が「自分で考え楽しむ」ことを念頭におき、
「日本語の不思議」や「外国人がなぜ間違うのか」などを討論する形で読みすすめていけるよう作られた。各テーマの最後に付いた「復習」「発展」「研究」は必要に
応じて利用でき、初心者向けでありながらレポートや卒業論文のテーマの参考にもなる。日本語文法教科書の定番。 

24週日本語文法ツアー 
同時1アクセス（本体） ¥4,840 

同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784874240847  

著編者名 益岡 隆志 発行年 1993年 商品コード 1013966963 

日本語文法全体を眺める作業をツアーに例え、著者自らがガイドになり、各名所を解説。きわめて平易に書かれているが、学問的にも優れた日本語の啓蒙書。
小社刊『基礎日本語文法』との併読により、より理解が深まる。【目次】文という建物／補足語／述語と補足語による表現／述語の修飾語／取り立て／ヴォイス／
テンスとアスペクト／ムード／名詞句の構造／主題／指示語／複文／品詞と語の構造／品詞／敬語と男女差 
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Frontier series 
現代日本語についての開拓的研究を、同学の士の共
同財産とするために、発表後できるだけすみやかに廉
価な形で刊行することを目的としたシリーズ。主に国内
外で出された博士論文またはそれに準じる論文を刊行。 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

「の(だ)」の機能  
（Frontier series日本語研究叢書 9） 

野田 春美 1997 9784874241509 ¥8,360  ¥12,540  1016024908 

日本語疑問文における判断の諸相  
（Frontier series日本語研究叢書 11） 

安達 太郎 1999 9784874241752 ¥8,360  ¥12,540  1016024909 

日本語の述語と文機能  
（Frontier series日本語研究叢書 13） 

山岡 政紀 2000 9784874242070 ¥8,360  ¥12,540  1016024910 

日本語の時間表現 
 （Frontier series日本語研究叢書 14） 

中村 ちどり 2001 9784874242445 ¥8,360  ¥12,540  1016024911 

日本語の談話におけるフィラー 
 （Frontier series日本語研究叢書 15） 

山根 智恵 2002 9784874242636 ¥8,360  ¥12,540  1016024912 

水海道方言における格と文法関係  
（Frontier series日本語研究叢書 16） 

佐々木 冠 2004 9784874242810 ¥8,360  ¥12,540  1016024913 

日本語条件文と時制節性  
（Frontier series日本語研究叢書 20） 

有田 節子 2007 9784874243824 ¥8,360  ¥12,540  1016024914 

日本語におけるテキストの結束性の研究 
 （Frontier series日本語研究叢書 21） 

庵 功雄 2007 9784874243992 ¥8,360  ¥12,540  1016024915 

現代日本語におけるヴォイスの諸相 ―事象のあり方と
の関わりから―（Frontier series日本語研究叢書 22） 

林 青樺 2009 9784874244388 ¥8,360  ¥12,540  1016024916 

現代日本語の反復構文 ―構文文法と類像性の観点から
―（Frontier series日本語研究叢書 28） 

野呂 健一 2016 9784874247211 ¥8,360  ¥12,540  1023982688 

10冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥83,600 ¥125,400 
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くろしお出版  

■21世紀の「日本事情」 全5巻セット 
同時1アクセス（本体） ¥20,900 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

商品コード 1011606685 

日本語教育を文化的知識の面で補強する分野として、「日本事情」教育の可能性を展望し、新たな立脚点と具体的展
開を模索しようと呼びかける編集委員会によって編纂された論文季刊誌。全5 号（完結）。 

21世紀の『日本事情』 創刊号  
―日本語教育から文化リテラシーへ― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784874241786  

著編者名 21世紀の『日本事情』編集委員会 発行年 1999年 商品コード 1011606686 

日本事情－その歴史的展開／日本事情教育における文化の問題／日本事情の教育方法／異文化コミュニケーションとしての日本事情／日本事情はど
のように評価されるか／中央ヨーロッパにおける日本事情 ほか 

21世紀の『日本事情』 第2号  
―日本語教育から文化リテラシーへ― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784874242087  

著編者名 21世紀の『日本事情』編集委員会 発行年 2000年 商品コード 1011606687 

戦略的日本文化非存在説／崩壊する日本事情／剥ぎ取りからはじまる日本事情／海外でのインターアクションのための日本語教育／留学生の物日本に
関する知識の縦断的研究／大学教育の目標から見た日本事情教育 ほか 

21世紀の『日本事情』 第3号  
―日本語教育から文化リテラシーへ― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784874242407  

著編者名 21世紀の『日本事情』編集委員会 発行年 2001年 商品コード 1011606688 

日本語学習者の日本文化把握の変化と日本事情教育への試論／海外の初中等教育における日本語教育と文化リテラシー／日本の若者文化に関する
作文の内容分析 ほか 

21世紀の『日本事情』 第4号  
―日本語教育から文化リテラシーへ― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784874242629  

著編者名 21世紀の『日本事情』編集委員会 発行年 2002年 商品コード 1011606689 

海外の日本語教育における日本文化の学習促すコースと教師の役割／外国人留学生の来日直後の生活知識と日本語教育／日本語教育学会シンポジ
ウム 文化をどう教えるか ほか 

21世紀の『日本事情』 第5号  
―日本語教育から文化リテラシーへ― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784874242926  

著編者名 21世紀の『日本事情』編集委員会 発行年 2004年 商品コード 1011606690 

日本語ボランティアグループにおける参加のデザイン／大学院での日本事情教育 ほか。本冊で『21世紀の日本事情』は完結するが、この流れをうけつぎ、
より活発な発表の場を提供していく、『リテラシーズ』として、新創刊される。 

日本語教育専門書 

コミュニケーションのための日本語教育文法 
同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784874243343  

著編者名 野田 尚史 発行年 2005年 商品コード 1013966967 

文法が変わらなければ日本語教育は変わらない！ 日本語を母語としない人たちに対する日本語教育の土台になっている「日本語教
育文法」を、コミュニケーションに役立つものしていくためには何が必要かを考える論文集。 

日本語を教えるための第二言語習得論入門 
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 9784874244807  

著編者名 大関 浩美 発行年 2010年 商品コード 1015185773 

日本語教師にとって、「これだけは知っておきたい」第二言語習得の考え方をやさしく紹介。「日本語教育になぜ第二言語習得論が必要
か」という疑問に答える書。 
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■リテラシーズ 全4巻セット 
同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

商品コード 1011606680 

前身の『21 世紀の「日本事情」』を受けて、知識・能力の別を超え、複数のリテラシーズ育成にむけた、新たな言語教
育の方向性を提案する学術研究誌。「ことば・文化・社会の日本語教育へ」という理念を発信する。第4 号で完結。以
後WEB 版にて公開。 

リテラシーズ 1 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 

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 9784874243221  

著編者名 リテラシーズ研究会 発行年 2005年 商品コード 1011606681 

日本語教育をはじめとする言語教育におけることば、文化・社会の捉え方・思想・教育実践等の活気ある論を掲載。 

リテラシーズ 2 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 

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 9784874243517  

著編者名 リテラシーズ研究会 発行年 2006年 商品コード 1011606682 

言葉と文化にまつわる様々な論文11本を掲載。 

リテラシーズ 3 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 

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 9784874243770  

著編者名 リテラシーズ研究会 発行年 2007年 商品コード 1011606683 

新しい言語教育のパラダイムを進化させるための、言葉と文化にまつわる様々な論文を掲載する。３には、「リテラシーズとしての「視読
解」」「理論と実践における「異文化間言語学習」の問題」ほかを収録。 

リテラシーズ 4 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784874244586  

著編者名 リテラシーズ研究会 発行年 2009年 商品コード 1011606684 

新しい言語教育のパラダイムを進化させるための、言葉と文化にまつわる様々な論文を掲載する。４には、「実践と「教材」はどう結びつく
のか」「専門学校におけるクラス・コミュニティへの参加の意味」ほかを収録。 

リテラシーズ研究会・編集委員が企画・立案し、シンポジウム等を通じて議論を重ねた上で刊行する論文集。 
ことば・文化・社会の言語教育へむけ、日本語教育の新たな方向を指し示す。 

変貌する言語教育  
―多言語・多文化社会のリテラシーズとは何か― 

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 9784874243954  

著編者名 佐々木 倫子 発行年 2007年 商品コード 1011606719 

第二次世界大戦後から始まり、現在に至るまでの日本語教育とは一体何であったのか。これからどのような方向を考えていくことになる
のか。世界的な言語教育者と編者による熱き対論。 

リテラシーズ叢書 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

複言語・複文化主義とは何か  
―ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化へ―（1） 

細川 英雄 2010 9784874245057 ¥5,280  ¥7,920  1011606720 

異文化間教育とは何か ―グローバル人材育成のために―（4） 西山 教行 2015 9784874246733 ¥5,280  ¥7,920  1022529745 

日本語教育学としてのライフストーリー ―語りを聞き、書くということ―（5） 三代 純平 2015 9784874246740 ¥6,600  ¥9,900  1022529746 

市民性形成とことばの教育 ―母語・第二言語・外国語を超えて―（6） 細川 英雄 2016 9784874247051 ¥6,160  ¥9,240  1023982696 
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■言語学と日本語教育セット（全6巻） 
同時1アクセス（本体） ¥42,900 

同時3アクセス（本体） ¥63,800 

商品コード 1016024907 

日本語実用言語学国際会議（ICPLJ）の講演や発表を中心に構成された論文集。自然発話とデータ収集の方法論を中心に編纂され、認知言語科学や社
会科学としての言語学だけでなく、実践的な日本語指導を向上させていくための論文を集めている。全6 巻。 

言語学と日本語教育 1 ―実用的言語理論の構築を目指して― 

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 9784874241684  

著編者名 アラム佐々木 幸子 発行年 1999年 商品コード 1016024901 

三島登志子教授記念国際日本語実用言語学学会での特別講演と研究発表論文を中心に編纂。言語学者だけでなく、日本語教
師や一般の人でも読める、日本語を理解するための本。 

言語学と日本語教育 2 
同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784874242179  

著編者名 南 雅彦 発行年 2001年 商品コード 1016024902 

米国で開催された「日本語実用言語学国際学会」での研究発表をまとめた。日本語教育と日本語言語学のかけ橋となる、最新の
研究を報告。教育の現場に役立てる。 

言語学と日本語教育 3 
同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784874242803  

著編者名 南 雅彦 発行年 2004年 商品コード 1016024903 

2002 年3月22日、23日の両日サンフランシスコ州立大学で開催された『日本語実用言語学国際学会』での研究発表論文を中心に
編纂。認知言語学・言語習得など幅広い言語学の論考を収録。 

言語学と日本語教育 4 
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 9784874243268  

著編者名 南 雅彦 発行年 2005年 商品コード 1016024904 

2004 年４月３日、４日の両日サンフランシスコ州立大学で開 催された『日本語実用言語学国際学会』の研究発表論文を中心に編
纂。ティモシー J バンス、久野すすむほか26編の論文を掲載。 

言語学と日本語教育 5 
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 9784874243848  

著編者名 南 雅彦 発行年 2007年 商品コード 1016024905 

２００６年３月にサンフランシスコ州立大学で開催された「日本語実用言語学国際学会」での研究発表論文を中心に編纂。日本語
教育と日本語言語学のかけ橋となる、最先端の研究を報告する。 

言語学と日本語教育 6 
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 9784874244791  

著編者名 南 雅彦 発行年 2010年 商品コード 1016024906 

２００８年３月にサンフランシスコ州立大学で開催された「日本語実用言語学国際学会」での研究発表論文を中心に編纂。日本語
教育と日本語言語学のかけ橋となる、最先端の研究を報告する。 

戦後の国家と日本語教育 
同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784874246214  

著編者名 山本 冴里 発行年 2014年 商品コード 1018757918 

戦後の国家政策の中で、日本語教育はどのような意味を持たされてきたのか。大きな政治的影響力を持つ人々が日本語教育に期待した
役割を検証し、現在日本語教育に関わる人々がどのような流れの先にいるのかを明らかにする。 

日本語教育・日本語学の「次の一手」 
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 9784874246078  

著編者名 庵 功雄 発行年 2013年 商品コード 1018757923 

日本語教育文法、日本語学、テキスト言語学を専門とする著者が、日本語教育、日本語学がともに現在深刻な「危機」にあるという現状認
識のもと、それに対する対抗策として自身の考えを述べる。 

日本語教育専門書 
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モダリティの文法 
同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784874240557  

著編者名 益岡 隆志 発行年 1991年 商品コード 1013966961 

前作『命題の文法』刊行後、著者が４年にわたり日本語のモダリティに関し記述文法の立場から考察した成果の１冊。【目次】文の構
造と意味／モダリティの構造／モダリティのカテゴリー／疑問と否定のスコープ／表現類型のモダリティ／終助詞「ね」と「よ」の機能／
真偽判断のモダリティ／叙述の類型、真偽判断、有題文・無題文／説明の構造／物語文のテンス／取り立ての焦点／受動表現と主
観性／主題のプロトタイプ 

命題の文法 ―日本語文法序説― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784874240205  

著編者名 益岡 隆志 発行年 1987年 商品コード 1013966962 

サブタイトル「日本語文法序説」にもあるように著者が本格的に日本語文法研究をはじめた8年間の成果をまとめた、研究論文12編を
掲載。【目次】叙述の類型／叙述の類型と文の構造／総主文の文法／述語句の基本的構成／意味役割と格の対応／述語と項の意
味的依存関係における階層性／属性叙述補足語と認識動詞構文／ヴォイスの概念／受動表現の意味分析／他動表現のアスペクト
／テアル表現の意味領域 

日本語文法の諸相 
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 9784874242056  

著編者名 益岡 隆志 発行年 2000年 商品コード 1013966966 

日本語の表現における形式と意味の結びつきに見られる規則性を論じ、日本語教育など言語教育への応用可能性を重視する形の研
究である日本語記述文法に関するいくつかのテーマについて考えたことを紹介する。 

日本語文法ファイル  
―日本語学と言語学からのアプローチ― 

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 9784874246610  

著編者名 鈴木 孝明 発行年 2015年 商品コード 1018757914 

日本語学と一般言語学、両方の基礎知識がまとめて得られる一冊。文法、統語範疇、意味役割などについて解説する。理解確認の
ための練習問題、用語相互参照、項目/キーワード一覧、索引付き。 

日本語モダリティ探究 
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 9784874243787  

著編者名 益岡 隆志 発行年 2007年 商品コード 1013966965 

長年、モダリティ研究に携わる著者が、日本語モダリティ研究の豊穣な成果を纏め上げる。文の意味的階層構造とモダリティ、判断の
モダリティと事態の現実性の捉え方などを解説。 

恋するふたりの「感情ことば」  
―ドラマ表現の分析と日本語論―（くろしおχ (カイ) ブックス 3） 

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 9784874242360  

著編者名 泉子・K・メイナード 発行年 2001年 商品コード 1013966960 

テレビドラマの恋人達は、ことばでどんな恋心を表現しているのか。ことばはドラマに展開される人間模様とどのように関わっているの
か。談話・会話分析の研究者が、日本語の「感情ことば」に秘められた想いを探る。 

日本語学入門書・専門書 

言語研究の専門家が、ビジネスや子育て、ドラマの台詞、日常生活でわき起こる疑問などを題材に、 

言語とコミュニケーションについてわかりやすく、かつ興味深く書き下ろしたシリーズ。 

くろしおカイブックス 
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Ｎｏ． 書名 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 江戸から東京へ 2012 9784874245736 ¥18,700  ¥28,050  1018757907 

2 国語意識の発生 2011 9784874245248 ¥18,700  ¥28,050  1018757908 

3 
日本語へのまなざし内と外から  
（国語学史 ; 1 ） 

2010 9784874244821 ¥18,700  ¥28,050  1018757909 

4 
日本語近代への歩み  
（国語学史 ; 2 ） 

2010 9784874245040 ¥16,500  ¥24,750  1018757910 

5 国語科教育 ―誕生と発展― 2013 9784874245941 ¥19,360  ¥29,040  1018757911 

6 東朔夜話 ―伝記と随筆― 2014 9784874246429 ¥20,240  ¥30,360  1018757912 

同時1アクセス（本体） ¥101,200 同時3アクセス（本体） ¥151,800 商品コード 1018757905 

日本語・日本語学史・国語教育に大きな影響を与え続けてきた古田東朔の著作集。幕末・明治の激動期に刻々と変化を遂げいった日本語の
ダイナミズムを精緻に描く。入手困難な論文を多数取り込み、各巻に専門家による解説、校正付記を設けた。全6 巻（完結）。 

古田東朔 近現代 日本語生成史コレクション【全6巻】 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

日本語構文の意味と機能を探る = The semantics and functions of 
some grammatical constructions in Japanese 

高見 健一 2014 9784874246283 ¥7,480 ¥11,220 1018757924 

日本語のディスコースと意味 ―概念化とフレームの意味論― 渡部 学 2015 9784874246603 ¥9,240 ¥13,860 1022529764 

三上文法から寺村文法へ ―日本語記述文法の世界― 益岡 隆志 2003 9784874242902 ¥3,520 ¥5,280 1013966964 

日本語文法研究のフロンティア 庵 功雄 2016 9784874247006 ¥8,360 ¥12,540 1022529790 

徹底比較日本語文法と英文法 畠山 雄二 2016 9784874246894 ¥3,960 ¥5,940 1023032587 

名詞類の文法 福田 嘉一郎 2016 9784874247174 ¥8,140 ¥12,210 1023982690 

文と事態類型を中心に 仁田 義雄 2016 9784874247099 ¥10,120 ¥15,180 1023982694 

意味の探究 山田 進 2017 9784874247303 ¥10,120 ¥15,180 1025423541 

一歩進んだ日本語文法の教え方 1 庵 功雄 2017 9784874247365 ¥3,080 ¥4,620 1025423545 

国語を教える文法の底力 山田 敏弘 2009 9784874244494 ¥3,080 ¥4,620 1022054818 

  全6巻セット特価  

日本語研究関連タイトル 
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くろしお出版  

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

新・日本語教育のためのコーパス調査入門 李 在鎬 2018 9784874247716 ¥5,280  ¥7,920  1028397392 

日本語で外国人と話す技術 高嶋 幸太 2018 9784874247709 ¥3,080  ¥4,620  1028397391 

日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方 畑佐 由紀子 2018 9784874247587 ¥4,400  ¥6,600  1028397387 

日本語教育に役立つ心理学入門 小林 明子 2018 9784874247532 ¥3,960  ¥5,940  1028397386 

生きたコトバをつかまえる ―日下部文夫著作選― 日下部 文夫 2018 9784874247679 ¥14,080  ¥21,120  1028397383 

日英共通メタファー辞典 = A bilingual dictionary of 
English and Japanese metaphors 

牧野 成一 2017 9784874247457 ¥7,920  ¥11,880  1028397393 

日本語条件文の諸相 ―地理的変異と歴史的変遷― 有田 節子 2017 9784874247464 ¥8,140  ¥12,210  1026725173 

東京語におけるアクセント句の形成 
 ―実験及びコーパスによるdephrasingの分析― 

全 美炷 2017 9784874247396 ¥8,140  ¥12,210  1026725171 

埼玉県東南部方言の記述的研究 原田 伊佐男 2016 9784874247129 ¥14,080  ¥21,120  1028397384 

「ている」「ていた」「ていない」のアスペクト 
 ―異なるジャンルのテクストにおける使用状況とその
用法―（日本女子大学叢書 14） 

江田 すみれ 2013 9784874245811 ¥7,920  ¥11,880  1028397381 

イベント意味論と日英語の構文 井川 壽子 2012 9784874245576 ¥6,600  ¥9,900  1028397382 

日英語認知モダリティ論 ―連続性の視座― 湯本 久美子 2004 9784874243046 ¥8,360  ¥12,540  1028397380 

教師と学習者のための日本語文型辞典 グループ・ジャマシイ 1998 9784874241547 ¥7,260  ¥10,890  1028397379 
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文法コロケーションハンドブック 
 ―日本語教育のための― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子体ISBN 9784874246306  

著編者名 中俣 尚己 発行年 2014年 商品コード 1018757919 

初級日本語教育の93の文法項目について、どんな動詞/形容詞/名詞と組み合わさって使われることが多いかという指標
を示し、意味や用法を解説したハンドブック。例文づくりに役立つ。 

談話表現ハンドブック  
 ―日本語教育の現場で使える― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子体ISBN 9784874243350  

著編者名 泉子・K・メイナード 発行年 2005年 商品コード 1013966959 

教師の知らないところで刻々と変化し多様化する日本語。教科書から抜け出し、文学作品、新聞・雑誌、広告からトレンディ
ドラマ、マンガまで、２２６例に及ぶ生きた日本語のディスコース例を豊富に収録した実践型ハンドブック。 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

国際化時代の日本語を考える ―二表記社会への展望― 
J.マーシャル・
アンガー 

2017 9784874247280 ¥8,140 ¥12,210 1025423539 

ICTの活用 第2版（日本語教師のためのTIPS77 2） 山田 智久 2017 9784874247327 ¥3,520 ¥5,280 1025423543 

コーパスから始まる例文作り （現場に役立つ日本語教育研究 5） 中俣 尚己 2017 9784874247310 ¥5,280 ¥7,920 1025423542 

ニーズを踏まえた語彙シラバス （現場に役立つ日本語教育研究 2） 森 篤嗣 2016 9784874247150 ¥5,280 ¥7,920 1024030650 

レポート・論文を書くための日本語文法  
―ここがポイント! : 中上級〜上級学習者対象― 

小森 万里 2016 9784874247181 ¥3,520 ¥5,280 1023982689 

日本語教材研究の視点 ―新しい教材研究論の確立をめざして― 吉岡 英幸 2016 9784874247167 ¥5,280 ¥7,920 1023982691 

「評価」を持って街に出よう  
―「教えたこと・学んだことの評価」という発想を超えて― 

宇佐美 洋 2016 9784874246863 ¥7,920 ¥11,880 1022529747 

くろしお出版  
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書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

日本語教師のためのCEFR 奥村 三菜子 2016 9784874247013 ¥4,400 ¥6,600 1022529750 

日本語教師のための実践・漢字指導 濱川 祐紀代 2010 9784874244968 ¥4,840 ¥7,260 1022529751 

心ときめくオキテ破りの日本語教授法 五味 政信 2016 9784874246962 ¥4,840 ¥7,260 1022529757 

日本語教師のための実践・作文指導 石黒 圭 2014 9784874246368 ¥4,840 ¥7,260 1022529758 

人はことばをどう学ぶか ―国語教師のための言語科学入門― 菅井 三実 2015 9784874246658 ¥3,300 ¥4,950 1022529780 

データに基づく文法シラバス （現場に役立つ日本語教育研究 1） 庵 功雄 2015 9784874246634 ¥5,280 ¥7,920 1022529739 

学習力を育てる日本語指導  
―日本の未来を担う外国人児童・生徒のために― 

田中 薫 2015 9784874246467 ¥4,180 ¥6,270 1022529776 

外国人児童生徒の学びを創る授業実践  
―「ことばと教科の力」を育む浜松の取り組み― 

齋藤 ひろみ 2015 9784874246627 ¥4,840 ¥7,260 1022529778 

7日でわかる日本語教師のためのIT講座 ―Word・Excel・PowerPointから画
像・動画編集まで : すぐに現場で活用できる― 

中澤 一亮 2015 9784874246573 ¥4,180 ¥6,270 1022529789 

基礎からわかる日本語表現法 森口 稔 2015 9784874246597 ¥2,860 ¥4,290 1022529777 

アセスメントと日本語教育 ―新しい評価の理論と実践― 佐藤 慎司 2010 9784874244913 ¥6,160 ¥9,240 1022054816 

日本語文法練習帳 山田 敏弘 2015 9784874246559 ¥2,640 ¥3,960 1022054819 

国語教師が知っておきたい日本語音声・音声言語 改訂版 山田 敏弘 2013 9784874245835 ¥3,520 ¥5,280 1022054817 

「は」と「が」 （新日本語文法選書 1） 野田 尚史 1996 9784874241288 ¥6,600 ¥9,900 1015185774 

24週日本語文法ツアー 益岡 隆志 1993 9784874240847 ¥4,840 ¥7,260 1013966963 

はじめての人の日本語文法 （はじめての人シリーズ） 野田 尚史 1991 9784874240533 ¥4,840 ¥7,260 1013966968 
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仁田義雄日本語文法著作選 

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 

日本語の文法カテゴリをめぐって （第1巻） 仁田 義雄 2009 9784894764507 ¥17,160 ¥25,740 1018934255 

日本語のモダリティとその周辺 （第2巻） 仁田 義雄 2009 9784894764514 ¥15,840 ¥23,760 1018934256 

語彙論的統語論の観点から （第3巻） 仁田 義雄 2010 9784894764521 ¥15,840 ¥23,760 1018934257 

日本語文法の記述的研究を求めて （第4巻） 仁田 義雄 2010 9784894764538 ¥15,840 ¥23,760 1018934258 

筆者の最初の雑誌論文以来つい最近の書き

物まで、主に今まで刊行した著書に収録されて

いない、日本語文法研究に関わる論文を中心

に、今でもそれなりに読みうるもの、および拙い

ながらも筆者が行ってきた学的営みをそれなり

に跡付けてくれそうなものを選び出し、テーマ・

トピック別に編んだものである。 

シリーズ言語学と言語教育 

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 

第二言語の音韻習得と 
音声言語理解に関与する言語的・社会的要因 （17） 

山本 富美子 2009 9784894764194 ¥21,450 ¥32,175 1022252325 

日本語学習者の「から」にみる伝達能力の発達 （18） 木山 三佳 2009 9784894764187 ¥22,440 ¥33,660 1022252324 

日本語教育のためのプログラム評価 （24） 札野 寛子 2011 9784894765580 ¥21,780 ¥32,670 1022252334 

インターアクション能力を育てる日本語の会話教育 （25） 中井 陽子 2012 9784894765856 ¥27,720 ¥41,580 1018934297 

接触場面における三者会話の研究 （27） 大場 美和子 2012 9784894765870 ¥24,750 ¥37,125 1018934298 

現代日本語のとりたて助詞と習得 （28） 中西 久実子 2012 9784894766068 ¥15,840 ¥23,760 1018934299 

比喩の理解 （32） 東 真須美 2014 9784894766532 ¥12,540 ¥18,810 1018934301 

日本語並列表現の体系 （33） 中俣 尚己 2015 9784894767362 ¥23,760 ¥35,640 1018934302 

4冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥64,680 ¥97,020 

ひつじ書房  
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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 

日本統治期台湾と帝国の「文壇」 ―「文学懸賞」がつくる「日本語文学」―（文学編 ; 5） 和泉 司 2012 9784894765900 ¥21,780 ¥32,670 1019057856 

現代日本語の複合語形成論 （言語編 ; 第49巻） 石井 正彦 2007 9784894763241 ¥27,720 ¥41,580 1018934259 

イメージ・スキーマに基づく格パターン構文 ―日本語の構文モデルとして―（言語編 ; 第64巻） 伊藤 健人 2008 9784894763814 ¥18,480 ¥27,720 1022252312 

現代日本語のアスペクト論 ―形態論的なカテゴリーと構文論的なカテゴリーの理論―（言語編 ; 第65巻） 須田 義治 2010 9784894763821 ¥22,440 ¥33,660 1018934260 

日本語の文章理解過程における予測の型と機能 （言語編 ; 第66巻） 石黒 圭 2008 9784894763982 ¥26,400 ¥39,600 1022252315 

古代日本語時間表現の形態論的研究 （言語編 ; 第67巻） 鈴木 泰 2009 9784894764002 ¥21,120 ¥31,680 1022252316 

「ハル」敬語考 ―京都語の社会言語史―（言語編 ; 第71巻） 辻 加代子 2009 9784894764163 ¥25,740 ¥38,610 1022252322 

判定質問に対する返答 ―その形式と意味を結ぶ談話規則と推論―（言語編 ; 第72巻） 内田 安伊子 2009 9784894764170 ¥20,460 ¥30,690 1022252323 

現代日本語における蓋然性を表すモダリティ副詞の研究 （言語編 ; 第73巻） 杉村 泰 2009 9784894764668 ¥20,460 ¥30,690 1022252332 

養蚕語彙の文化言語学的研究 （言語編 ; 第75巻） 新井 小枝子 2010 9784894764675 ¥31,020 ¥46,530 1019057848 

格助詞「ガ」の通時的研究 （言語編 ; 第76巻） 山田 昌裕 2010 9784894764552 ¥22,440 ¥33,660 1018934261 

日本語指示詞の歴史的研究 （言語編 ; 第77巻） 岡崎 友子 2010 9784894764569 ¥21,780 ¥32,670 1018934262 

日本語連体修飾節構造の研究 （言語編 ; 第78巻） 大島 資生 2010 9784894764576 ¥19,140 ¥28,710 1018934263 

疑問文と「ダ」 ―統語・音・意味と談話の関係を見据えて―（言語編 ; 第81巻） 森川 正博 2009 9784894764842 ¥19,800 ¥29,700 1019057851 

意志表現を中心とした日本語モダリティの通時的研究 （言語編 ; 第82巻） 土岐 留美江 2010 9784894764743 ¥20,460 ¥30,690 1018934265 

複合辞からみた日本語文法の研究 （言語編 ; 第85巻） 田中 寛 2010 9784894764798 ¥32,340 ¥48,510 1018937633 

中古語過去・完了表現の研究 （言語編 ; 第87巻） 井島 正博 2011 9784894764989 ¥21,120 ¥31,680 1019057853 

語形成から見た日本語文法史 （言語編 ; 第90巻） 青木 博史 2010 9784894765214 ¥27,060 ¥40,590 1018934267 

現代日本語における進行中の変化の研究 ―「誤用」「気づかない変化」を中心に―（言語編 ; 第93巻） 新野 直哉 2011 9784894765337 ¥21,120 ¥31,680 1018934269 

日本語文法体系新論 ―派生文法の原理と動詞体系の歴史―（言語編 ; 第96巻） 清瀬 義三郎則府 2013 9784894765634 ¥24,420 ¥36,630 1018934270 

形態論と統語論の相互作用 ―日本語と朝鮮語の対照言語学的研究―（言語編 ; 第95巻） 塚本 秀樹 2012 9784894765702 ¥28,050 ¥42,075 1018934271 

日本語音韻史の研究 （言語編 ; 第97巻） 高山 倫明 2012 9784894765764 ¥19,800 ¥29,700 1018934272 

文化の観点から見た文法の日英対照 ―時制・相・構文・格助詞を中心に―（言語編 ; 第98巻） 宗宮 喜代子 2012 9784894765849 ¥15,840 ¥23,760 1018934273 

日本語の「主題」 （言語編 ; 第100巻） 堀川 智也 2012 9784894765931 ¥17,160 ¥25,740 1018934274 

日本語の品詞体系とその周辺 （言語編 ; 第101巻） 村木 新次郎 2012 9784894766020 ¥18,480 ¥27,720 1018934275 

場所の言語学 （言語編 ; 第103巻） 岡 智之 2013 9784894766266 ¥20,460 ¥30,690 1018934276 

品詞論再考 ―名詞と動詞の区別への疑問―（言語編 ; 第106巻） 山橋 幸子 2013 9784894766297 ¥27,060 ¥40,590 1018934277 

認識的モダリティと推論 （言語編 ; 第107巻） 木下 りか 2013 9784894766303 ¥25,080 ¥37,620 1018934278 

言語行為と調整理論 （言語編 ; 第110巻） 久保 進 2014 9784894766570 ¥27,060 ¥40,590 1018934279 

「国語学」の形成と水脈 （言語編 ; 第113巻） 釘貫 亨 2013 9784894766600 ¥22,440 ¥33,660 1018934280 

現代日本語ムード・テンス・アスペクト論 （言語編 ; 第111巻） 工藤 真由美 2014 9784894766587 ¥23,760 ¥35,640 1018934281 

日本語の名詞指向性の研究 （言語編 ; 第115巻） 新屋 映子 2014 9784894766761 ¥20,460 ¥30,690 1018934282 

名詞句とともに用いられる「こと」の談話機能 （言語編 ; 第118巻） 金 英周 2014 9784894766792 ¥15,840 ¥23,760 1018934284 

平安期日本語の主体表現と客体表現 （言語編 ; 第119巻） 高山 道代 2014 9784894766808 ¥21,120 ¥31,680 1018934285 

長崎方言からみた語音調の構造 （言語編 ; 第120巻） 松浦 年男 2014 9784894766815 ¥22,440 ¥33,660 1018934286 

パースペクティブ・シフトと混合話法 （言語編 ; 第123巻） 山森 良枝 2015 9784894767478 ¥18,150 ¥27,225 1018934287 

日本語の共感覚的比喩 （言語編 ; 第124巻） 武藤 彩加 2015 9784894767485 ¥28,050 ¥42,075 1018937634 

日本語における漢語の変容の研究 ―副詞化を中心として―（言語編 ; 第125巻） 鳴海 伸一 2015 9784894767492 ¥21,450 ¥32,175 1018934288 

コミュニケーションへの言語的接近 （言語編 ; 第129巻） 定延 利之 2016 9784894767621 ¥15,840 ¥23,760 1022252338 

富山県方言の文法 （言語編 ; 第130巻） 小西 いずみ 2016 9784894767638 ¥26,400 ¥39,600 1022252339 

日本語の活用現象 （言語編 ; 第131巻） 三原 健一 2015 9784894767683 ¥12,540 ¥18,810 1022252340 

発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究 （言語編 ; 第133巻） 森 勇太 2016 9784894767744 ¥23,100 ¥34,650 1022252341 

日韓対照研究によるハとガと無助詞 （言語編 ; 第137巻） 金 智賢 2016 9784894767898 ¥25,740 ¥38,610 1022252343 

判断のモダリティに関する日中対照研究 （言語編 ; 第138巻） 王 其莉 2016 9784894768086 ¥23,760 ¥35,640 1022252345 

現代日本語の使役文 （言語編 ; 第140巻） 早津 恵美子 2016 9784894768109 ¥23,760  ¥35,640  1028494718 

相互行為における指示表現 （言語編 ; 第143巻） 須賀 あゆみ 2018 9784894768208 ¥21,120  ¥31,680  1028494720 

文論序説 （言語編 ; 第144巻） 大木 一夫 2017 9784894768222 ¥27,720  ¥41,580  1028494721 

日本語歴史統語論序説 （言語編 ; 第145巻） 青木 博史 2016 9784894768345 ¥23,760  ¥35,640  1028494722 

現代日本語の視点の研究 ―体系化と精緻化―（言語編 ; 第149巻） 古賀 悠太郎 2018 9784894768611 ¥21,120  ¥31,680  1028494724 

ひつじ 
研究叢書 

ひつじ書房  
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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 

国語教育における文学の居場所 
 ―言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性― 

鈴木 愛理 2016 9784894768055 ¥25,740  ¥38,610  1028494717 

Rhetorical questions ―a relevance‐theoretic approach to 
interrogative utterances in English and Japanese― 
（Hituzi language studies no.3） 

後藤 リサ 2018 9784894768833 ¥22,000  ¥33,000  1028494727 

戦時期における日本語・日本語教育論の諸相  
―日本言語文化政策論序説― 

田中 寛 2015 9784894767416 ¥26,400 ¥39,600 1018937635 

ことばの結びつきかた ―新日本語語彙論― 城田 俊 2015 9784894767232 ¥28,600 ¥42,900 1022252336 

韓国における日本語教育必要論の史的展開 河先 俊子 2013 9784894766327 ¥23,760 ¥35,640 1018934247 

国語科教師の学び合いによる実践的力量形成の研究  
―協働学習的アクション・リサーチの提案― 

細川 太輔 2013 9784894766396 ¥15,180 ¥22,770 1018934250 

fMRI study of Japanese phrasal segmentation 
―neuropsychological approach to sentence 
comprehension―（Hituzi linguistics in English no. 18） 

大嶋 秀樹 2013 9784894765955 ¥33,000 ¥49,500 1018934305 

文革から「改革開放」期における 
中国朝鮮族の日本語教育の研究 

本田 弘之 2012 9784894765917 ¥28,710 ¥43,065 1018934244 

再構築した日本語文法 小島 剛一 2012 9784894766013 ¥11,220 ¥16,830 1019057858 

Referent markings in L2 narratives ―effects of task 
complexity, learners'L1 and proficiency level― 中浜 優子 2011 9784894765351 ¥26,400 ¥39,600 1019057854 

Detecting and sharing perspectives using causals in 
Japanese （Hituzi linguistics in English no. 12） 宇野 良子 2009 9784894764057 ¥26,400 ¥39,600 1022252319 

Discourse representation of temporal relations in the so-
called head-internal relatives  
（Hituzi linguistics in English no. 13） 

石川 邦芳 2009 9784894764064 ¥31,020 ¥46,530 1022252320 

Features and roles of filled pauses in speech 
communication ―a corpus-based study of spontaneous 
speech―（Hituzi linguistics in English no. 14） 

渡辺 美知子 2009 9784894764071 ¥24,200 ¥36,300 1022252321 

Japanese loanword phonology ―the nature of inputs and 
the loanword sublexicon― 
（Hituzi linguistics in English no. 15） 

六川 雅彦 2009 9784894764422 ¥26,400 ¥39,600 1022252330 

ひつじ書房  
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音韻研究  

開拓社  

書名 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 

音韻研究 第17号(2014) 2014 9784758920179 ¥8,360  ¥12,540  1028112462 

音韻研究 第18号(2015) 2015 9784758920186 ¥8,360  ¥12,540  1028112463 

音韻研究 第19号(2016) 2016 9784758920193 ¥8,360  ¥12,540  1028112464 

音韻研究 第20号(2017) 2017 9784758920209 ¥8,360  ¥12,540  1028112465 

音韻研究 第21号(2018) 2018 9784758920216 ¥8,360  ¥12,540  1028112466 

日本音韻論学会 編 

5冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥41,800 ¥62,700 

1998年創刊の「日本音韻論学会」の学会誌。多方面にわたる音韻研究が一堂に
会した高水準の論文集となっている。 
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開拓社  

キ ー タ ー ム 事 典  

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 

第二言語習得キーターム事典 Bill VanPatten 2017 9784758922456 ¥7,480  ¥11,220  1028112486 

統語論キーターム事典 Silvia Luraghi 2016 9784758922265 ¥8,360  ¥12,540  1028112485 

意味論キーターム事典 M. Lynne Murphy 2015 9784758922166 ¥7,920  ¥11,880  1028112484 

語用論キーターム事典 Nicholas Allott 2014 9784758921961 ¥8,360  ¥12,540  1028112483 

現代意味解釈講義 続 
同時1アクセス（本体） ¥9,460 

同時3アクセス（本体） ¥14,190 

冊子版ISBN 9784758922234  

著編者名 澤田 治美 発行年 2016 商品コード 1028112488 

日英語における話し手の捉え方・心的態度とモダリティ・言語行為の観点から意味解釈を考察する。好評を博した前著『現代意味解釈講
義』（2014年）に続く第二弾。 

文法と語彙への統合的アプローチ 
 ―生成文法・認知言語学と日本語学 : 日英対照― 

同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784758922241  

著編者名 藤田 耕司 発行年 2016 商品コード 1028112490 

これまで積極的な交流が行われてこなかった生成文法、認知言語学、日本語学それぞれの分野から選りすぐりの論考を集め、これからの言語研
究のための統合の可能性を示唆する論文集。「日英対照」「文法と語彙」を共通のキーワードにして、各分野を代表する研究者たちが腕をふるった
全30章。各寄稿者が自らの立場に拘泥することなく、他分野の論考に対しても建設的なコメントを寄せ合っている点も本書の大きな特色である。 

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― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784758922302  

著編者名 村杉 恵子 発行年 2016 商品コード 1028112491 

本書は、言語学研究の第一線で活躍する10名が、文構造、項構造と文法格、削除、移動など、日本語の文法及び獲得に関する主要な研究テーマ
について書き下ろした13章から成る。言語比較に基づく理論研究のための参考書、授業のテキストとして使いやすいように、それぞれの章が独立
しており、いずれの章も、学部3・4年生を対象とした解説を主とする第1部と、仮説検証の方法を含めた発展的な第2部の2部構成になっている。 

言葉をさかのぼる 
 ―歴史に閉ざされた英語と日本 （※） 

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 9784758925228  

著編者名 藤原 保明 発行年 2010 商品コード 1028388743 

英語は過去1500年以上の間に激しい言語変化を経てきたことから、英語に生じるさまざまな現象を説明し疑問点を解消するには、時代をさかの
ぼって考察することが大切である。同時に、英語の構造や特徴を理解するには、英語と言語構造がまったく異なる日本語との比較対照も重要であ
る。本書は、日常接することが多い英語と日本語の言語現象を通時的にわかりやすく説明したものである。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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開拓社言語・文化選書 

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 

ことばは壊れない ―失語症の言語学―（4） 久保田 正人 2007 9784758925044 ¥3,740 ¥5,610 1018868028 

構造から見る日本語文法 （6） 三原 健一 2008 9784758925068 ¥3,520 ¥5,280 1018868030 

ことばと論理 ―このままでいいのか言語分析―（7） 児玉 徳美 2008 9784758925075 ¥3,520 ¥5,280 1018868031 

ネーミングの言語学 ―ハリー・ポッターからドラゴンボールまで―（8） 窪薗 晴夫 2008 9784758925082 ¥3,520 ¥5,280 1018868032 

日常言語に潜む音法則の世界 （10） 田中 伸一 2009 9784758925105 ¥3,960 ¥5,940 1018868034 

日本語から見た日本人 ―主体性の言語学―（16） 広瀬 幸生 2010 9784758925167 ¥3,960 ¥5,940 1018868040 

認知言語学への誘い ―意味と文法の世界―（17） 李 在鎬 2010 9784758925174 ¥3,520 ¥5,280 1018868041 

ことばから文化へ ―文化がことばの中で息を潜めている―（18） 安井 泉 2010 9784758925181 ¥3,960 ¥5,940 1018868042 

ひとのことばの起源と進化 （19） 池内 正幸 2010 9784758925198 ¥3,520 ¥5,280 1018868043 

言葉をさかのぼる ―歴史に閉ざされた英語と日本語の世界―（22） 藤原 保明 2010 9784758925228 ¥3,960 ¥5,940 1018868046 

受身と使役 ―その意味規則を探る―（25） 高見 健一 2011 9784758925259 ¥3,960 ¥5,940 1018868049 

ことばワークショップ ―言語を再発見する―（26） 大津 由紀雄 2011 9784758925266 ¥3,740 ¥5,610 1018868050 

レキシコンに潜む文法とダイナミズム （28） 由本 陽子 2011 9784758925280 ¥3,740 ¥5,610 1018868052 

20世紀新言語学は何をもたらしたか （29） 安井 稔 2011 9784758925297 ¥3,960 ¥5,940 1018868053 

日本文法の系譜学 ―国語学史と言語学史の接点―（32） 斉木 美知世 2012 9784758925327 ¥4,400 ¥6,600 1018868056 

英語を通して学ぶ日本語のツボ （33） 菅井 三実 2012 9784758925334 ¥3,960 ¥5,940 1018868057 

対人関係の言語学 ―ポライトネスからの眺め―（38） 福田 一雄 2013 9784758925389 ¥4,180 ¥6,270 1018868062 

文法とは何か ―音韻・形態・意味・統語のインターフェイス―（40） 西原 哲雄 2013 9784758925402 ¥3,740 ¥5,610 1018868064 

知覚と行為の認知言語学 ―「私」は自分の外にある―（41） 本多 啓 2013 9784758925419 ¥4,180 ¥6,270 1018868065 

ことばを読む、心を読む ―認知語用論入門―（42） 内田 聖二 2013 9784758925426 ¥4,180 ¥6,270 1018868066 

言語理論としての語用論 ―入門から総論まで―（50） 今井 邦彦 2015 9784758925501 ¥4,180 ¥6,270 1018868074 

言語学から見た日本語と英語の慣用句 （51） 石田 プリシラ 2015 9784758925518 ¥4,180 ¥6,270 1018868075 

日英語と文化の記号論 （52） 有馬 道子 2015 9784758925525 ¥3,960 ¥5,940 1022205505 

文法現象から捉える日本語 （53） 岸本 秀樹 2015 9784758925532 ¥4,180 ¥6,270 1022205506 

修辞的表現論 ―認知と言葉の技巧―（56） 山梨 正明 2015 9784758925563 ¥4,180 ¥6,270 1022366221 

第2言語ユーザのことばと心 ―マルチコンピテンスからの提言―（57） 村端 五郎 2016 9784758925570 ¥4,180 ¥6,270 1022366222 

「人間らしさ」の言語学 （58） 織田 哲司 2016 9784758925587 ¥4,180 ¥6,270 1022366223 

時間と言語を考える ―「時制」とはなにか―（61） 溝越 彰 2016 9784758925617 ¥4,180 ¥6,270 1025637495 

認知と言語 ―日本語の世界・英語の世界―（62） 濱田 英人 2016 9784758925624 ¥4,180 ¥6,270 1025637496 

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 

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 

開拓社  
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開拓社言語・文化選書【スマホ・読上】 

開拓社  

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 

「人間らしさ」の言語学 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 58） （※） 織田 哲司 2016 9784758925587 ¥4,180  ¥6,270  1028388779 

20世紀新言語学は何をもたらしたか 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 29） （※） 安井 稔 2011 9784758925297 ¥3,960  ¥5,940  1028388750 

ことばから文化へ 
 ―文化がことばの中で息を潜めている―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 18） （※） 

安井 泉 2010 9784758925181 ¥3,960  ¥5,940  1028388739 

ことばと論理 ―このままでいいのか言語分析―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 7） （※） 児玉 徳美 2008 9784758925075 ¥3,520  ¥5,280  1028388729 

ことばは壊れない ―失語症の言語学―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 4） （※） 久保田 正人 2007 9784758925044 ¥3,740  ¥5,610  1028388726 

ことばワークショップ ―言語を再発見する―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 26） （※） 大津 由紀雄 2011 9784758925266 ¥3,740  ¥5,610  1028388747 

ことばを読む、心を読む ―認知語用論入門―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 42） （※） 内田 聖二 2013 9784758925426 ¥4,180  ¥6,270  1028388763 

ネーミングの言語学 
 ―ハリー・ポッターからドラゴンボールまで―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 8） （※） 

窪薗 晴夫 2008 9784758925082 ¥3,520  ¥5,280  1028388730 

ひとのことばの起源と進化 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 19） （※） 池内 正幸 2010 9784758925198 ¥3,520  ¥5,280  1028388740 

レキシコンに潜む文法とダイナミズム 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 28） （※） 由本 陽子 2011 9784758925280 ¥3,740  ¥5,610  1028388749 

英語を通して学ぶ日本語のツボ 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 33） （※） 菅井 三実 2012 9784758925334 ¥3,960  ¥5,940  1028388754 

機能・視点から考える英語のからくり 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 63） （※） 上山 恭男 2016 9784758925631 ¥4,180  ¥6,270  1028388784 

言語学から見た日本語と英語の慣用句 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 51） （※） 石田 プリシラ 2015 9784758925518 ¥4,180  ¥6,270  1028388772 

言語理論としての語用論 ―入門から総論まで―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 50） （※） 今井 邦彦 2015 9784758925501 ¥4,180  ¥6,270  1028388771 

言葉をさかのぼる ―歴史に閉ざされた英語と日本 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 22） （※） 藤原, 保明 2010 9784758925228 ¥3,960  ¥5,940  1028388743 

構造から見る日本語文法 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 6） （※） 三原 健一 2008 9784758925068 ¥3,520  ¥5,280  1028388728 

時間と言語を考える ―「時制」とはなにか―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 61） （※） 溝越 彰 2016 9784758925617 ¥4,180  ¥6,270  1028388782 

受身と使役 ―その意味規則を探る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 25） （※） 高見 健一 2011 9784758925259 ¥3,960  ¥5,940  1028388746 

修辞的表現論 ―認知と言葉の技巧―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 56） （※） 山梨 正明 2015 9784758925563 ¥4,180  ¥6,270  1028388777 

対人関係の言語学 ―ポライトネスからの眺め―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 38） （※） 福田 一雄 2013 9784758925389 ¥4,180  ¥6,270  1028388759 

第2言語ユーザのことばと心 
 ―マルチコンピテンスからの提言―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 57） （※） 

村端 五郎 2016 9784758925570 ¥4,180  ¥6,270  1028388778 

知覚と行為の認知言語学 
 ―「私」は自分の外にある―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 41） （※） 

本多 啓 2013 9784758925419 ¥4,180  ¥6,270  1028388762 

日英語と文化の記号論 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 52） （※） 有馬 道子 2015 9784758925525 ¥3,960  ¥5,940  1028388773 

日常言語に潜む音法則の世界 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 10） （※） 田中 伸一 2009 9784758925105 ¥3,960  ¥5,940  1028388732 

日本文法の系譜学 
 ―国語学史と言語学史の接点―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 32） （※） 

斉木 美知世 2012 9784758925327 ¥4,400  ¥6,600  1028388753 

認知と言語 ―日本語の世界・英語の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 62） （※） 濱田 英人 2016 9784758925624 ¥4,180  ¥6,270  1028388783 

認知言語学への誘い ―意味と文法の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 17） （※） 李 在鎬 2010 9784758925174 ¥3,520  ¥5,280  1028388738 

文法とは何か ―音韻・形態・意味・統語のインターフェイス―【スマホ・読上】 
（開拓社言語・文化選書 40） （※） 

西原 哲雄 2013 9784758925402 ¥3,740  ¥5,610  1028388761 

文法現象から捉える日本語 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 53） （※） 岸本 秀樹 2015 9784758925532 ¥4,180  ¥6,270  1028388774 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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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。 

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 

ことば・学問・科学の考え方  
―これからの子どもたちに伝えたい― 

中島 平三 2015 9784758980302 ¥3,080 ¥4,620 1022366226 

日本語研究とその可能性 益岡 隆志 2015 9784758922142 ¥7,040 ¥10,560 1022366228 

省略現象と文法理論 島 越郎 2015 9784758922227 ¥7,480 ¥11,220 1025637471 

英語と日本語における数量表現と関係節の 
解釈に関する記述的・理論的研究 

田中 秀毅 2015 9784758922203 ¥7,920 ¥11,880 1025637472 

日英比較構文研究 畠山 雄二 2015 9784758922180 ¥8,360 ¥12,540 1025637473 

メタ表示と語用論 （龍谷叢書 33） 東森 勲 2015 9784758922081 ¥6,160 ¥9,240 1025637474 

現代の形態論と音声学・音韻論の視点と論点  
（開拓社叢書 25） 

西原 哲雄 2015 9784758918206 ¥7,920 ¥11,880 1025637476 

言語の設計・発達・進化 ―生物言語学探究― 藤田 耕司 2014 9784758922050 ¥10,560 ¥15,840 1025637475 

現代意味解釈講義 [正] 澤田 治美 2014 9784758922074 ¥10,560 ¥15,840 1025637477 

開拓社  
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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 

● 表示価格は税抜きです。 

現代社会に必須の教養を養う、古今東西の名著が勢ぞろい！ 
学生用図書として、学習や研究の入門書として、 

プランに合わせて50・100・200・300冊のセットを 

お選びいただけます。 

岩波書店「現代人の教養」 

※少年文庫は今後追加予定です。 

岩波 

科学 
ﾗｲﾌﾞﾗﾘ  ー

2019年3月 

（※全タイトル【スマホ・読上】版となります。） 

価格モデル 

ご契約プラン 購読可能冊数 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

文系 

Aセット 各 50冊/1年 各 ¥77,000 各 ¥115,500 

1029787417 

理系 1029787418 

精選 1029787419 

文系 

Ｂセット 各 100冊/1年 各 ¥132,000 各 ¥198,000 

1029787420 

理系 1029787421 

精選 1029787422 

精選 Ｃセット 200冊/1年 ¥220,000 ¥330,000 1029787423 

精選 Ｄセット 300冊/1年 ¥286,000 ¥429,000 1029787424 

岩波 

現代 
文庫 

岩波 

少年 
文庫 

岩波 
新書 

岩波 
文庫 

岩波 

ｼﾞｭﾆｱ 
新書 

Maruzen eBook Library 

サブスクリプションパッケージ 



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 
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● 表示価格は税抜きです。 

文系Ａセット 50冊 
ジャンル No. 書名 著編者名 

文
系
Ａ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

1 日本の思想 丸山 真男 

2 新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 

3 論文の書き方 清水 幾太郎 

4 日本人の英語 マーク・ピーターセン 

5 日本語練習帳 大野 晋 

6 社会的共通資本 宇沢 弘文 

7 豊かさの条件 暉峻 淑子 

8 世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 

9 社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 

10 大学とは何か 吉見 俊哉 

11 日本のデザイン 美意識がつくる未来 原 研哉 

12 在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 

13 99歳一日一言 むの たけじ 

14 仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 

15 農山村は消滅しない 小田切 徳美 

16 生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 

17 鈴木さんにも分かるネットの未来 川上 量生 

18 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 

19 キャスターという仕事 国谷 裕子 

20 日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 

21 ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 

岩波文庫 

22 こころ 夏目 漱石 

23 銀の匙 中 勘助 

24 蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 

25 人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 

26 山月記・李陵 他九篇 中島 敦 

27 自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 

28 茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 

29 阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 

30 ギリシア・ローマ名言集 柳沼 重剛 編 

31 動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 

32 若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 

33 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 

34 遠野物語・山の人生 柳田 国男 

35 新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 

36 忘れられた日本人 宮本 常一 

37 論語 金谷 治 訳注 

38 ガンディー 獄中からの手紙 森本 達雄 訳 

39 方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 

40 永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 

41 超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 

42 君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 

43 職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 

ジュニア新書 

44 砂糖の世界史 川北 稔 

45 漢字のはなし 阿辻 哲次 

46 パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 

47 平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 

48 姜尚中と読む 夏目漱石 姜 尚中 

岩波現代文庫 
49 文学部唯野教授 筒井 康隆 

50 獄中記 佐藤 優 

2019年3月 
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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 
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ジャンル No. 書名 著編者名 

理
系
Ａ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

1 零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 

2 物理学はいかに創られたか上 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 

3 物理学はいかに創られたか下 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 

4 大地動乱の時代 地震学者は警告する 石橋 克彦 

5 科学の目 科学のこころ 長谷川 眞理子 

6 市民科学者として生きる 高木 仁三郎 

7 宇宙からの贈りもの 毛利 衛 

8 タンパク質の一生 生命活動の舞台裏 永田 和宏 

9 宇宙論入門 誕生から未来へ 佐藤 勝彦 

10 津波災害 減災社会を築く 河田 惠昭 

11 心と脳 認知科学入門 安西 祐一郎 

12 サイバー時代の戦争 谷口 長世 

13 科学者が人間であること 中村 桂子 

14 多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 

15 データサイエンス入門 竹村彰通 

16 賢い患者 山口育子 

17 EVと自動運転 クルマをどう変えるか 鶴原吉郎 

18 四季の地球科学 日本列島の時空を歩く 尾池 和夫 

19 近代発明家列伝 世界をつないだ九つの技術 橋本 毅彦 

20 ガリレオ裁判 400年後の真実 田中 一郎 

21 新型インフルエンザ 世界がふるえる日 山本 太郎 

22 キノコの教え 小川 眞 

23 富士山 大自然への道案内 小山 真人 

24 地球外生命 われわれは孤独か 長沼 毅／井田 茂 

25 医学的根拠とは何か 津田 敏秀 

岩波文庫 

26 ロウソクの科学 ファラデー／竹内 敬人 訳 

27 アインシュタイン 相対性理論 アインシュタイン／内山 龍雄 訳・解説 

28 雪 中谷 宇吉郎 

29 フランクリン自伝 松本 慎一 訳／西川 正身 訳 

30 生物から見た世界 ユクスキュル／クリサート／日高 敏隆 訳／羽田 節子 訳 

ジュニア新書 

31 ニュートリノの夢 小柴 昌俊 

32 素粒子はおもしろい 益川 敏英 

33 恐竜時代I 起源から巨大化へ 小林 快次 

34 理系アナ桝太一の 生物部な毎日 桝 太一 

35 上手な脳の使いかた 岩田誠 

36 ご近所のムシがおもしろい！ 谷本 雄治 

科学 
ライブラリー 

37 アフォーダンス――新しい認知の理論 佐々木 正人 

38 愛は脳を活性化する 松本 元 

39 クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 

40 おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 

41 時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 

42 深読み！絵本『せいめいのれきし』 真鍋真 

43 ちいさい言語学者の冒険－子どもに学ぶことばの秘密 広瀬友紀 

44 クモの糸でバイオリン 大崎茂芳 

45 なぜ蚊は人を襲うのか 嘉糠洋陸 

46 ウイルスと人間 山内一也 

岩波現代文庫 

47 ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

48 ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

49 チェルノブイリの祈り 未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ／松本 妙子 訳 

50 チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る 大河内 直彦 

理系Ａセット 50冊 
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精選Ａセット 50冊 
ジャンル No. 書名 著編者名 

精
選
Ａ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

1 零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 

2 日本の思想 丸山 真男 

3 新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 

4 論文の書き方 清水 幾太郎 

5 日本人の英語 マーク・ピーターセン 

6 日本語練習帳 大野 晋 

7 社会的共通資本 宇沢 弘文 

8 豊かさの条件 暉峻 淑子 

9 世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 

10 社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 

11 大学とは何か 吉見 俊哉 

12 在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 

13 99歳一日一言 むの たけじ 

14 仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 

15 農山村は消滅しない 小田切 徳美 

16 多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 

17 生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 

18 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 

19 キャスターという仕事 国谷 裕子 

20 日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 

21 ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 

岩波文庫 

22 蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 

23 人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 

24 山月記・李陵 他九篇 中島 敦 

25 自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 

26 茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 

27 阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 

28 動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 

29 若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 

30 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 

31 遠野物語・山の人生 柳田 国男 

32 新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 

33 忘れられた日本人 宮本 常一 

34 論語 金谷 治 訳注 

35 方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 

36 永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 

37 超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 

38 君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 

39 職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 

ジュニア新書 

40 漢字のはなし 阿辻 哲次 

41 ニュートリノの夢 小柴 昌俊 

42 素粒子はおもしろい 益川 敏英 

43 パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 

44 平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 

科学 
ライブラリー 

45 アフォーダンス――新しい認知の理論 佐々木 正人 

46 クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 

47 おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 

48 時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 

岩波現代文庫 
49 ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

50 ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 
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文系Ｂセット 100冊 
ジャンル No. 8書名 著編者名 

文
系
Ｂ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

1 日本の思想 丸山 真男 

2 新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 

3 論文の書き方 清水 幾太郎 

4 知的生産の技術 梅棹 忠夫 

5 羊の歌わが回想 加藤 周一 

6 続羊の歌わが回想 加藤 周一 

7 日本人の英語 マーク・ピーターセン 

8 日本語練習帳 大野 晋 

9 社会的共通資本 宇沢 弘文 

10 人間回復の経済学 神野 直彦 

11 豊かさの条件 暉峻 淑子 

12 戦後史 中村 政則 

13 韓国現代史 文 京洙 

14 沖縄現代史 新版 新崎 盛暉 

15 世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 

16 社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 

17 反貧困 「すべり台社会」からの脱出 湯浅 誠 

18 希望のつくり方 玄田 有史 

19 語感トレーニング 日本語のセンスをみがく55題 中村 明 

20 大学とは何か 吉見 俊哉 

21 日本のデザイン 美意識がつくる未来 原 研哉 

22 就職とは何か〈まともな働き方〉の条件 森岡 孝二 

23 四字熟語の中国史 冨谷 至 

24 論語入門 井波 律子 

25 在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 

26 先生！ 池上 彰 編 

27 99歳一日一言 むの たけじ 

28 仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 

29 哲学の使い方 鷲田 清一 

30 農山村は消滅しない 小田切 徳美 

31 外交ドキュメント 歴史認識 服部 龍二 

32 在日朝鮮人 歴史と現在 水野 直樹／文京洙 

33 生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 

34 ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井 良典 

35 鈴木さんにも分かるネットの未来 川上 量生 

36 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 

37 キャスターという仕事 国谷 裕子 

38 ルポ トランプ王国 もう一つのアメリカを行く 金成 隆一 

39 日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 

40 ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 

岩波文庫 

41 山椒大夫 高瀬舟 他四篇 森 鴎外 

42 こころ 夏目 漱石 

43 銀の匙 中 勘助 

44 宮沢賢治詩集 谷川 徹三 編 

45 蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 

46 人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 

47 中原中也詩集 大岡 昇平 編 

48 原民喜全詩集 原 民喜 

49 山月記・李陵 他九篇 中島 敦 

50 江戸川乱歩短篇集 千葉 俊二 編 
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系
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岩波文庫 

51 堕落論・日本文化私観 他22篇 坂口 安吾 

52 自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 

53 茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 

54 阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 

55 ギリシア・ローマ名言集 柳沼 重剛 編 

56 ユートピア トマス・モア／平井 正穂 訳 

57 ハムレット シェイクスピア 作／野島 秀勝 訳 

58 闇の奥 コンラッド／中野 好夫 訳 

59 動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 

60 黒猫・モルグ街の殺人事件 他五篇 ポオ／中野 好夫 訳 

61 若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 

62 変身・断食芸人 カフカ／山下 肇 訳／山下 萬里 訳 

63 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 

64 人生論 トルストイ／中村 融 訳 

65 密林の語り部 バルガス＝リョサ 作／西村 英一郎 訳 

66 新訂 福翁自伝 福沢 諭吉／富田 正文 校訂 

67 武士道 新渡戸 稲造／矢内原 忠雄 訳 

68 代表的日本人 内村 鑑三／鈴木 範久 訳 

69 遠野物語・山の人生 柳田 国男 

70 新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 

71 忘れられた日本人 宮本 常一 

72 論語 金谷 治 訳注 

73 ガンディー 獄中からの手紙 森本 達雄 訳 

74 ブッダのことば スッタニパータ 中村 元 訳 

75 マルクス・アウレーリウス 自省録 神谷 美恵子 訳 

76 方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 

77 永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 

78 プラグマティズム W．ジェイムズ／桝田 啓三郎 訳 

79 超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 

80 君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 

81 危機の二十年 理想と現実 E．H．カー／原 彬久 訳 

82 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー／大塚 久雄 訳 

83 職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 

ジュニア新書 

84 詩のこころを読む 茨木 のり子 

85 砂糖の世界史 川北 稔 

86 漢字のはなし 阿辻 哲次 

87 故事成句でたどる楽しい中国史 井波 律子 

88 哲学のことば 左近司 祥子 

89 図書館で出会える100冊 田中 共子 

90 世界の国 1位と最下位 国際情勢の基礎を知ろう 眞 淳平 

91 社会の真実の見つけかた 堤 未果 

92 正しいパンツのたたみ方 新しい家庭科勉強法 南野 忠晴 

93 パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 

94 解釈につよくなるための英文50 行方 昭夫 

95 
やらなきゃゼロ！財政破綻した夕張を元気にする全国最年少市長
の挑戦 

鈴木 直道 

96 平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 

97 古典和歌入門 渡部 泰明 

98 姜尚中と読む 夏目漱石 姜 尚中 

岩波現代文庫 
99 文学部唯野教授 筒井 康隆 

100 獄中記 佐藤 優 
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理
系
Ｂ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

1 零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 

2 物理学はいかに創られたか上 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 

3 物理学はいかに創られたか下 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 

4 大地動乱の時代 地震学者は警告する 石橋 克彦 

5 科学の目 科学のこころ 長谷川 眞理子 

6 市民科学者として生きる 高木 仁三郎 

7 宇宙からの贈りもの 毛利 衛 

8 タンパク質の一生 生命活動の舞台裏 永田 和宏 

9 宇宙論入門 誕生から未来へ 佐藤 勝彦 

10 津波災害 減災社会を築く 河田 惠昭 

11 心と脳 認知科学入門 安西 祐一郎 

12 原発のコスト エネルギー転換への視点 大島 堅一 

13 3.11 複合被災 外岡 秀俊 

14 構造災 科学技術社会に潜む危機 松本 三和夫 

15 サイバー時代の戦争 谷口 長世 

16 科学者が人間であること 中村 桂子 

17 かつお節と日本人 宮内 泰介／藤林 泰 

18 多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 

19 南海トラフ地震 山岡 耕春 

20 首都直下地震 平田 直 

21 科学者と戦争 池内 了 

22 魚と日本人 食と職の経済学 濱田 武士 

23 データサイエンス入門 竹村彰通 

24 賢い患者 山口育子 

25 EVと自動運転 クルマをどう変えるか 鶴原吉郎 

26 四季の地球科学 日本列島の時空を歩く 尾池 和夫 

27 近代発明家列伝 世界をつないだ九つの技術 橋本 毅彦 

28 ガリレオ裁判 400年後の真実 田中 一郎 

29 新型インフルエンザ 世界がふるえる日 山本 太郎 

30 キノコの教え 小川 眞 

31 富士山 大自然への道案内 小山 真人 

32 地球外生命 われわれは孤独か 長沼 毅／井田 茂 

33 原発はなぜ危険か 元設計技師の証言 田中 三彦 

34 放射線と健康 舘野 之男 

35 旬の魚はなぜうまい 岩井 保 

36 日本の地震災害 伊藤 和明 

37 脱原子力社会へ 電力をグリーン化する 長谷川 公一 

38 川と国土の危機 水害と社会 高橋 裕 

39 自閉症スペクトラム障害 療育と対応を考える 平岩 幹男 

40 医学的根拠とは何か 津田 敏秀 

41 算数的思考法 坪田 耕三 

42 エピジェネティクス 新しい生命像をえがく 仲野 徹 

43 医療の選択 桐野 高明 

44 医学探偵の歴史事件簿 ファイル2 小長谷 正明 

45 異常気象と地球温暖化 未来に何が待っているか 鬼頭 昭雄 

46 和漢診療学 あたらしい漢方 寺澤 捷年 

岩波文庫 

47 森の生活 上（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 

48 森の生活 下（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 

49 意識と本質 精神的東洋を索めて 井筒 俊彦 

50 論理哲学論考 ウィトゲンシュタイン／野矢 茂樹 訳 
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理
系
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岩波文庫 

51 ロウソクの科学 ファラデー／竹内 敬人 訳 

52 アインシュタイン 相対性理論 アインシュタイン／内山 龍雄 訳・解説 

53 雪 中谷 宇吉郎 

54 フランクリン自伝 松本 慎一 訳／西川 正身 訳 

55 生物から見た世界 ユクスキュル／クリサート／日高 敏隆 訳／羽田 節子 訳 

ジュニア新書 

56 いのちをはぐくむ農と食 小泉 武夫 

57 これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭 

58 ニュートリノの夢 小柴 昌俊 

59 生物多様性と私たち COP10から未来へ 香坂 玲 

60 素粒子はおもしろい 益川 敏英 

61 日本の津波災害 伊藤 和明 

62 恐竜時代I 起源から巨大化へ 小林 快次 

63 日本人は植物をどう利用してきたか 中西 弘樹 

64 理系アナ桝太一の 生物部な毎日 桝 太一 

65 上手な脳の使いかた 岩田誠 

66 ご近所のムシがおもしろい！ 谷本 雄治 

67 身体感覚をひらく 野口体操に学ぶ 松尾 哲矢／羽鳥 操 

68 進化を飛躍させる新しい主役 モンシロチョウの世界から 小原 嘉明 

69 カンタン実験で環境を考えよう 篠原 功治 

70 うま味って何だろう 栗原 堅三 

71 さわっておどろく！点字・点図がひらく世界 広瀬 浩二郎／嶺重 慎 

72 知ろう 食べよう 世界の米 佐藤 洋一郎 

科学 
ライブラリー 

73 アフォーダンス――新しい認知の理論 佐々木 正人 

74 愛は脳を活性化する 松本 元 

75 予想脳 Predicting Brains 藤井 直敬 

76 皮膚は考える 傳田 光洋 

77 クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 

78 こんどこそ！わかる数学 新井 紀子 

79 ハダカデバネズミ女王・兵隊・ふとん係 吉田 重人／岡ノ谷 一夫 

80 決着！恐竜絶滅論争 後藤 和久 

81 iPS細胞はいつ患者に届くのか 再生医療のフロンティア 塚崎 朝子 

82 キリンの斑論争と寺田寅彦 松下 貢 編 

83 ヒトはなぜ絵を描くのか 芸術認知科学への招待 齋藤 亜矢 

84 パンダ ネコをかぶった珍獣 倉持 浩 

85 おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 

86 大人の直観vs子どもの論理 辻本 悟史 

87 時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 

88 深読み！絵本『せいめいのれきし』 真鍋真 

89 ちいさい言語学者の冒険－子どもに学ぶことばの秘密 広瀬友紀 

90 クモの糸でバイオリン 大崎茂芳 

91 なぜ蚊は人を襲うのか 嘉糠洋陸 

92 ウイルスと人間 山内一也 

93 見捨てられた初期被曝 study2007 

94 エピジェネティクス入門 三毛猫の模様はどう決まるのか 佐々木 裕之 

95 勝てる野球の統計学 セイバーメトリクス 鳥越規央／データスタジアム野球事業部 

96 サバからマグロが産まれる！？ 吉崎 悟朗 

岩波現代文庫 

97 ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

98 ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

99 チェルノブイリの祈り 未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ／松本 妙子 訳 

100 チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る 大河内 直彦 
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精
選
Ｂ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

1 零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 

2 日本の思想 丸山 真男 

3 新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 

4 論文の書き方 清水 幾太郎 

5 知的生産の技術 梅棹 忠夫 

6 日本人の英語 マーク・ピーターセン 

7 日本語練習帳 大野 晋 

8 社会的共通資本 宇沢 弘文 

9 人間回復の経済学 神野 直彦 

10 豊かさの条件 暉峻 淑子 

11 戦後史 中村 政則 

12 韓国現代史 文 京洙 

13 沖縄現代史 新版 新崎 盛暉 

14 世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 

15 社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 

16 反貧困 「すべり台社会」からの脱出 湯浅 誠 

17 希望のつくり方 玄田 有史 

18 語感トレーニング 日本語のセンスをみがく55題 中村 明 

19 大学とは何か 吉見 俊哉 

20 心と脳 認知科学入門 安西 祐一郎 

21 日本のデザイン 美意識がつくる未来 原 研哉 

22 就職とは何か〈まともな働き方〉の条件 森岡 孝二 

23 四字熟語の中国史 冨谷 至 

24 論語入門 井波 律子 

25 政治的思考 杉田 敦 

26 在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 

27 先生！ 池上 彰 編 

28 99歳一日一言 むの たけじ 

29 仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 

30 哲学の使い方 鷲田 清一 

31 農山村は消滅しない 小田切 徳美 

32 外交ドキュメント 歴史認識 服部 龍二 

33 在日朝鮮人 歴史と現在 水野 直樹／文京洙 

34 多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 

35 生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 

36 ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井 良典 

37 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 

38 キャスターという仕事 国谷 裕子 

39 ルポ トランプ王国 もう一つのアメリカを行く 金成 隆一 

40 日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 

41 ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 

岩波文庫 

42 山椒大夫 高瀬舟 他四篇 森 鴎外 

43 こころ 夏目 漱石 

44 銀の匙 中 勘助 

45 宮沢賢治詩集 谷川 徹三 編 

46 蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 

47 人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 

48 中原中也詩集 大岡 昇平 編 

49 原民喜全詩集 原 民喜 

50 山月記・李陵 他九篇 中島 敦 
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岩波文庫 

51 自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 

52 茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 

53 阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 

54 ギリシア・ローマ名言集 柳沼 重剛 編 

55 ユートピア トマス・モア／平井 正穂 訳 

56 ハムレット シェイクスピア 作／野島 秀勝 訳 

57 闇の奥 コンラッド／中野 好夫 訳 

58 動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 

59 若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 

60 変身・断食芸人 カフカ／山下 肇 訳／山下 萬里 訳 

61 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 

62 人生論 トルストイ／中村 融 訳 

63 新訂 福翁自伝 福沢 諭吉／富田 正文 校訂 

64 武士道 新渡戸 稲造／矢内原 忠雄 訳 

65 代表的日本人 内村 鑑三／鈴木 範久 訳 

66 遠野物語・山の人生 柳田 国男 

67 新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 

68 忘れられた日本人 宮本 常一 

69 論語 金谷 治 訳注 

70 ガンディー 獄中からの手紙 森本 達雄 訳 

71 ブッダのことば スッタニパータ 中村 元 訳 

72 マルクス・アウレーリウス 自省録 神谷 美恵子 訳 

73 方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 

74 永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 

75 超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 

76 君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 

77 危機の二十年 理想と現実 E．H．カー／原 彬久 訳 

78 職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 

ジュニア新書 

79 詩のこころを読む 茨木 のり子 

80 漢字のはなし 阿辻 哲次 

81 図書館で出会える100冊 田中 共子 

82 ニュートリノの夢 小柴 昌俊 

83 社会の真実の見つけかた 堤 未果 

84 素粒子はおもしろい 益川 敏英 

85 パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 

86 解釈につよくなるための英文50 行方 昭夫 

87 平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 

88 理系アナ桝太一の 生物部な毎日 桝 太一 

89 姜尚中と読む 夏目漱石 姜 尚中 

科学 
ライブラリー 

90 アフォーダンス――新しい認知の理論 佐々木 正人 

91 皮膚は考える 傳田 光洋 

92 クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 

93 サボり上手な動物たち 海の中から新発見！ 佐藤 克文／森阪 匡通 

94 ヒトはなぜ絵を描くのか 芸術認知科学への招待 齋藤 亜矢 

95 おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 

96 大人の直観vs子どもの論理 辻本 悟史 

97 時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 

岩波現代文庫 

98 ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

99 ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

100 獄中記 佐藤 優 
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岩波新書 

1 万葉秀歌上 斎藤 茂吉 

2 万葉秀歌下 斎藤 茂吉 

3 零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 

4 日本の思想 丸山 真男 

5 新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 

6 論文の書き方 清水 幾太郎 

7 知的生産の技術 梅棹 忠夫 

8 羊の歌わが回想 加藤 周一 

9 日本人の英語 マーク・ピーターセン 

10 大地動乱の時代 地震学者は警告する 石橋 克彦 

11 日本語練習帳 大野 晋 

12 科学の目 科学のこころ 長谷川 眞理子 

13 社会的共通資本 宇沢 弘文 

14 原発事故はなぜくりかえすのか 高木 仁三郎 

15 宇宙からの贈りもの 毛利 衛 

16 異文化理解 青木 保 

17 人間回復の経済学 神野 直彦 

18 ドイツ史10講 坂井 榮八郎 

19 豊かさの条件 暉峻 淑子 

20 コミュニケーション力 齋藤 孝 

21 戦後史 中村 政則 

22 働きすぎの時代 森岡 孝二 

23 韓国現代史 文 京洙 

24 沖縄現代史 新版 新崎 盛暉 

25 世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 

26 社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 

27 反貧困 「すべり台社会」からの脱出 湯浅 誠 

28 子どもの貧困 日本の不公平を考える 阿部 彩 

29 知的財産法入門 小泉 直樹 

30 希望のつくり方 玄田 有史 

31 津波災害 減災社会を築く 河田 惠昭 

32 語感トレーニング 日本語のセンスをみがく55題 中村 明 

33 大学とは何か 吉見 俊哉 

34 心と脳 認知科学入門 安西 祐一郎 

35 日本のデザイン 美意識がつくる未来 原 研哉 

36 就職とは何か〈まともな働き方〉の条件 森岡 孝二 

37 四字熟語の中国史 冨谷 至 

38 3.11 複合被災 外岡 秀俊 

39 日本の税金 新版 三木 義一 

40 北朝鮮現代史 和田 春樹 

41 論語入門 井波 律子 

42 現代日本の政党デモクラシー 中北 浩爾 

43 政治的思考 杉田 敦 

44 日本財政 転換の指針 井手 英策 

45 出雲と大和 古代国家の原像をたずねて 村井 康彦 

46 近代秀歌 永田 和宏 

47 哲学のヒント 藤田 正勝 

48 加藤周一 二十世紀を問う 海老坂 武 

49 在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 

50 先生！ 池上 彰 編 
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岩波新書 

51 日本経済図説 第四版 宮崎 勇／本庄 真／田谷 禎三 

52 辞書の仕事 増井 元 

53 99歳一日一言 むの たけじ 

54 イギリス史10講 近藤 和彦 

55 憲法への招待 新版 渋谷 秀樹 

56 新・世界経済入門 西川 潤 

57 仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 

58 集団的自衛権と安全保障 豊下 楢彦／古関 彰一 

59 二〇世紀の歴史 木畑 洋一 

60 哲学の使い方 鷲田 清一 

61 日本の年金 駒村 康平 

62 コーポレート・ガバナンス 花崎 正晴 

63 農山村は消滅しない 小田切 徳美 

64 学校で教えてくれない音楽 大友 良英 

65 外交ドキュメント 歴史認識 服部 龍二 

66 在日朝鮮人 歴史と現在 水野 直樹／文京洙 

67 多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 

68 生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 

69 ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井 良典 

70 鈴木さんにも分かるネットの未来 川上 量生 

71 会社法入門 新版 神田 秀樹 

72 日本病 長期衰退のダイナミクス 金子 勝／児玉 龍彦 

73 南海トラフ地震 山岡 耕春 

74 首都直下地震 平田 直 

75 科学者と戦争 池内 了 

76 古代出雲を歩く 平野 芳英 

77 ルポ 貧困女子 飯島 裕子 

78 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 

79 キャスターという仕事 国谷 裕子 

80 ルポ トランプ王国 もう一つのアメリカを行く 金成 隆一 

81 日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 

82 ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 

岩波文庫 

83 山椒大夫 高瀬舟 他四篇 森 鴎外 

84 こころ 夏目 漱石 

85 にごりえ たけくらべ 樋口 一葉 

86 小僧の神様 他十篇 志賀 直哉 

87 銀の匙 中 勘助 

88 萩原朔太郎詩集 三好 達治 選 

89 出家とその弟子 倉田 百三 作 

90 羅生門 鼻 芋粥 偸盗 芥川 竜之介 

91 宮沢賢治詩集 谷川 徹三 編 

92 伊豆の踊子・温泉宿 他4篇 川端 康成 作 

93 蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 

94 人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 

95 中原中也詩集 大岡 昇平 編 

96 ランボオ詩集 中原 中也 訳 

97 原民喜全詩集 原 民喜 

98 山月記・李陵 他九篇 中島 敦 

99 堕落論・日本文化私観 他22篇 坂口 安吾 

100 夫婦善哉 正続 他十二篇 織田 作之助 作 
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岩波文庫 

101 死者の書・口ぶえ 折口 信夫 作 

102 自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 

103 茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 

104 阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 

105 ギリシア・ローマ名言集 柳沼 重剛 編 

106 ユートピア トマス・モア／平井 正穂 訳 

107 ハムレット シェイクスピア 作／野島 秀勝 訳 

108 嵐が丘 上 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 

109 嵐が丘 下 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 

110 闇の奥 コンラッド／中野 好夫 訳 

111 動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 

112 黒猫・モルグ街の殺人事件 他五篇 ポオ／中野 好夫 訳 

113 若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 

114 変身・断食芸人 カフカ／山下 肇 訳／山下 萬里 訳 

115 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 

116 罪と罰 上 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 

117 罪と罰 中 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 

118 罪と罰 下 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 

119 人生論 トルストイ／中村 融 訳 

120 新編 中国名詩選（上） 川合 康三 編訳 

121 新編 中国名詩選（中） 川合 康三 編訳 

122 新編 中国名詩選（下） 川合 康三 編訳 

123 密林の語り部 バルガス＝リョサ 作／西村 英一郎 訳 

124 新訂 福翁自伝 福沢 諭吉／富田 正文 校訂 

125 茶の本 岡倉 覚三／村岡 博 訳 

126 武士道 新渡戸 稲造／矢内原 忠雄 訳 

127 代表的日本人 内村 鑑三／鈴木 範久 訳 

128 貧乏物語 河上 肇／大内 兵衛 解題 

129 遠野物語・山の人生 柳田 国男 

130 風土 人間学的考察 和辻 哲郎 

131 新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 

132 忘れられた日本人 宮本 常一 

133 手仕事の日本 柳 宗悦 

134 論語 金谷 治 訳注 

135 老子 蜂屋 邦夫 訳注 

136 新訂 孫子 金谷 治 訳注 

137 ガンディー 獄中からの手紙 森本 達雄 訳 

138 ブッダのことば スッタニパータ 中村 元 訳 

139 古代への情熱 シュリーマン自伝 シュリーマン／村田 数之亮 訳 

140 ソクラテスの弁明 クリトン プラトン／久保 勉 訳 

141 マルクス・アウレーリウス 自省録 神谷 美恵子 訳 

142 方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 

143 永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 

144 死に至る病 キェルケゴール／斎藤 信治 訳 

145 善悪の彼岸 ニーチェ／木場 深定 訳 

146 プラグマティズム W．ジェイムズ／桝田 啓三郎 訳 

147 アラン 幸福論 神谷 幹夫 訳 

148 アインシュタイン 相対性理論 アインシュタイン／内山 龍雄 訳・解説 

149 超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 

150 君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 
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岩波文庫 

151 完訳 統治二論 ジョン・ロック／加藤 節 訳 

152 危機の二十年 理想と現実 E．H．カー／原 彬久 訳 

153 マルクス エンゲルス共産党宣言 大内 兵衛 訳／向坂 逸郎 訳 

154 職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 

ジュニア新書 

155 詩のこころを読む 茨木 のり子 

156 砂糖の世界史 川北 稔 

157 漢字のはなし 阿辻 哲次 

158 いのちをはぐくむ農と食 小泉 武夫 

159 夢を跳ぶ パラリンピック・アスリートの挑戦 佐藤 真海 

160 図書館で出会える100冊 田中 共子 

161 ニュートリノの夢 小柴 昌俊 

162 英作文のためのやさしい英文法 佐藤 誠司 

163 世界の国 1位と最下位 国際情勢の基礎を知ろう 眞 淳平 

164 漢字のサーカス 常用漢字編1 馬場 雄二 

165 社会の真実の見つけかた 堤 未果 

166 正しいパンツのたたみ方 新しい家庭科勉強法 南野 忠晴 

167 素粒子はおもしろい 益川 敏英 

168 パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 

169 みんなでつくろう学校図書館 成田 康子 

170 解釈につよくなるための英文50 行方 昭夫 

171 〈銀の匙〉の国語授業 橋本 武 

172 
やらなきゃゼロ！財政破綻した夕張を元気にする全国最年
少市長の挑戦 

鈴木 直道 

173 パワハラに負けない！労働安全衛生法指南 笹山 尚人 

174 平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 

175 理系アナ桝太一の 生物部な毎日 桝 太一 

176 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島 ミホ 

177 姜尚中と読む 夏目漱石 姜 尚中 

科学 
ライブラリー 

178 アフォーダンス――新しい認知の理論 佐々木 正人 

179 愛は脳を活性化する 松本 元 

180 予想脳 Predicting Brains 藤井 直敬 

181 皮膚は考える 傳田 光洋 

182 宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 佐藤 俊哉 

183 クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 

184 ハダカデバネズミ女王・兵隊・ふとん係 吉田 重人／岡ノ谷 一夫 

185 決着！恐竜絶滅論争 後藤 和久 

186 サボり上手な動物たち 海の中から新発見！ 佐藤 克文／森阪 匡通 

187 シロアリ 女王様，その手がありましたか！ 松浦 健二 

188 科学者の卵たちに贈る言葉 江上不二夫が伝えたかったこと 笠井 献一 

189 iPS細胞はいつ患者に届くのか 再生医療のフロンティア 塚崎 朝子 

190 キリンの斑論争と寺田寅彦 松下 貢 編 

191 ヒトはなぜ絵を描くのか 芸術認知科学への招待 齋藤 亜矢 

192 ジュゴンの上手なつかまえ方 海の歌姫を追いかけて 市川 光太郎 

193 パンダ ネコをかぶった珍獣 倉持 浩 

194 おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 

195 大人の直観vs子どもの論理 辻本 悟史 

196 時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 

岩波現代文庫 

197 ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

198 ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

199 獄中記 佐藤 優 

200 チェルノブイリの祈り 未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ／松本 妙子 訳 
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岩波新書 

1 万葉秀歌上 斎藤 茂吉 

2 万葉秀歌下 斎藤 茂吉 

3 零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 

4 物理学はいかに創られたか上 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 

5 物理学はいかに創られたか下 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 

6 日本の思想 丸山 真男 

7 新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 

8 論文の書き方 清水 幾太郎 

9 知的生産の技術 梅棹 忠夫 

10 羊の歌わが回想 加藤 周一 

11 続羊の歌わが回想 加藤 周一 

12 日本人の英語 マーク・ピーターセン 

13 続日本人の英語 マーク・ピーターセン 

14 大地動乱の時代 地震学者は警告する 石橋 克彦 

15 日本語練習帳 大野 晋 

16 科学の目 科学のこころ 長谷川 眞理子 

17 市民科学者として生きる 高木 仁三郎 

18 社会的共通資本 宇沢 弘文 

19 原発事故はなぜくりかえすのか 高木 仁三郎 

20 宇宙からの贈りもの 毛利 衛 

21 異文化理解 青木 保 

22 人間回復の経済学 神野 直彦 

23 一億三千万人のための小説教室 高橋 源一郎 

24 読書力 齋藤 孝 

25 ドイツ史10講 坂井 榮八郎 

26 豊かさの条件 暉峻 淑子 

27 コミュニケーション力 齋藤 孝 

28 戦後史 中村 政則 

29 働きすぎの時代 森岡 孝二 

30 いまどきの「常識」 香山 リカ 

31 韓国現代史 文 京洙 

32 沖縄現代史 新版 新崎 盛暉 

33 歴史のなかの天皇 吉田 孝 

34 世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 

35 社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 

36 沖縄密約 「情報犯罪」と日米同盟 西山 太吉 

37 反貧困 「すべり台社会」からの脱出 湯浅 誠 

38 タンパク質の一生 生命活動の舞台裏 永田 和宏 

39 子どもの貧困 日本の不公平を考える 阿部 彩 

40 宇宙論入門 誕生から未来へ 佐藤 勝彦 

41 知的財産法入門 小泉 直樹 

42 希望のつくり方 玄田 有史 

43 津波災害 減災社会を築く 河田 惠昭 

44 語感トレーニング 日本語のセンスをみがく55題 中村 明 

45 大学とは何か 吉見 俊哉 

46 労働法入門 水町 勇一郎 

47 心と脳 認知科学入門 安西 祐一郎 

48 日本のデザイン 美意識がつくる未来 原 研哉 

49 就職とは何か〈まともな働き方〉の条件 森岡 孝二 

50 原発のコスト エネルギー転換への視点 大島 堅一 
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岩波新書 

51 英語で話すヒント 通訳者が教える上達法 小松 達也 

52 四字熟語の中国史 冨谷 至 

53 3.11 複合被災 外岡 秀俊 

54 日本の税金 新版 三木 義一 

55 北朝鮮現代史 和田 春樹 

56 論語入門 井波 律子 

57 構造災 科学技術社会に潜む危機 松本 三和夫 

58 社会人の生き方 暉峻 淑子 

59 サイバー時代の戦争 谷口 長世 

60 現代日本の政党デモクラシー 中北 浩爾 

61 政治的思考 杉田 敦 

62 日本財政 転換の指針 井手 英策 

63 出雲と大和 古代国家の原像をたずねて 村井 康彦 

64 信長の城 千田 嘉博 

65 近代秀歌 永田 和宏 

66 哲学のヒント 藤田 正勝 

67 タックス・ヘイブン 逃げていく税金 志賀 櫻 

68 加藤周一 二十世紀を問う 海老坂 武 

69 新自由主義の帰結 なぜ世界経済は停滞するのか 服部 茂幸 

70 新・ローマ帝国衰亡史 南川 高志 

71 在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 

72 先生！ 池上 彰 編 

73 科学者が人間であること 中村 桂子 

74 日本経済図説 第四版 宮崎 勇／本庄 真／田谷 禎三 

75 金融政策入門 湯本 雅士 

76 かつお節と日本人 宮内 泰介／藤林 泰 

77 辞書の仕事 増井 元 

78 ボブ・ディラン ロックの精霊 湯浅 学 

79 99歳一日一言 むの たけじ 

80 ヘイト・スピーチとは何か 師岡 康子 

81 イギリス史10講 近藤 和彦 

82 憲法への招待 新版 渋谷 秀樹 

83 新・世界経済入門 西川 潤 

84 仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 

85 集団的自衛権と安全保障 豊下 楢彦／古関 彰一 

86 ものの言いかた西東 小林 隆／澤村 美幸 

87 二〇世紀の歴史 木畑 洋一 

88 哲学の使い方 鷲田 清一 

89 日本の年金 駒村 康平 

90 女の一生 伊藤 比呂美 

91 現代秀歌 永田 和宏 

92 保育とは何か 近藤 幹生 

93 グローバル経済史入門 杉山 伸也 

94 コーポレート・ガバナンス 花崎 正晴 

95 農山村は消滅しない 小田切 徳美 

96 学校で教えてくれない音楽 大友 良英 

97 外交ドキュメント 歴史認識 服部 龍二 

98 在日朝鮮人 歴史と現在 水野 直樹／文京洙 

99 学校の戦後史 木村 元 

100 多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 

51 

精選Ｄセット 300冊 

岩波書店「現代人の教養」 
Maruzen eBook Library 

サブスクリプションパッケージ 

2019年3月 

■ご確認ください■ 
 「文系」と「理系」でタイトルは重複しません。 
 「精選」には、「文系」「理系」のタイトルから一部

精選したものが含まれます。 
冊数の多いセットには、冊数の少ないセットの内

容がすべて含まれます。 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 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。 

ジャンル No. 書名 著編者名 

精
選
Ｄ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

101 フォト・ストーリー 沖縄の70年 石川 文洋 

102 生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 

103 ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井 良典 

104 鈴木さんにも分かるネットの未来 川上 量生 

105 右傾化する日本政治 中野 晃一 

106 会社法入門 新版 神田 秀樹 

107 人間・始皇帝 鶴間 和幸 

108 〈文化〉を捉え直す カルチュラル・セキュリティの発想 渡辺 靖 

109 村上春樹は，むずかしい 加藤 典洋 

110 蘇我氏の古代 吉村 武彦 

111 日本病 長期衰退のダイナミクス 金子 勝／児玉 龍彦 

112 南海トラフ地震 山岡 耕春 

113 首都直下地震 平田 直 

114 憲法の無意識 柄谷 行人 

115 科学者と戦争 池内 了 

116 古代出雲を歩く 平野 芳英 

117 ルポ 貧困女子 飯島 裕子 

118 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 

119 魚と日本人 食と職の経済学 濱田 武士 

120 パウロ 十字架の使徒 青野 太潮 

121 キャスターという仕事 国谷 裕子 

122 ルポ トランプ王国 もう一つのアメリカを行く 金成 隆一 

123 日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 

124 ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 

岩波文庫 

125 山椒大夫 高瀬舟 他四篇 森 鴎外 

126 鴎外随筆集 千葉 俊二 編 

127 吾輩は猫である 夏目 漱石 

128 坊っちゃん 夏目 漱石 

129 こころ 夏目 漱石 

130 五重塔 幸田 露伴 

131 破戒 島崎 藤村 

132 にごりえ たけくらべ 樋口 一葉 

133 濹東綺譚 永井 荷風 

134 小僧の神様 他十篇 志賀 直哉 

135 銀の匙 中 勘助 

136 萩原朔太郎詩集 三好 達治 選 

137 出家とその弟子 倉田 百三 作 

138 羅生門 鼻 芋粥 偸盗 芥川 竜之介 

139 宮沢賢治詩集 谷川 徹三 編 

140 伊豆の踊子・温泉宿 他4篇 川端 康成 作 

141 川端康成随筆集 川西 政明 編 

142 蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 

143 人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 

144 中原中也詩集 大岡 昇平 編 

145 ランボオ詩集 中原 中也 訳 

146 原民喜全詩集 原民喜 

147 山月記・李陵 他九篇 中島 敦 

148 江戸川乱歩短篇集 千葉 俊二 編 

149 堕落論・日本文化私観 他22篇 坂口 安吾 

150 久生十蘭短篇選 川崎 賢子 編 
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岩波文庫 

151 夫婦善哉 正続 他十二篇 織田 作之助 作 

152 死者の書・口ぶえ 折口 信夫 作 

153 自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 

154 茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 

155 化鳥・三尺角 他六篇 泉 鏡花 作 

156 阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 

157 ホメロス オデュッセイア 上全二冊 松平 千秋 訳 

158 ホメロス オデュッセイア 下全二冊 松平 千秋 訳 

159 イソップ寓話集 イソップ／中務 哲郎 訳 

160 ギリシア・ローマ名言集 柳沼 重剛 編 

161 ユートピア トマス・モア／平井 正穂 訳 

162 ハムレット シェイクスピア 作／野島 秀勝 訳 

163 ロビンソン・クルーソー 上 デフォー／平井 正穂 訳 

164 ロビンソン・クルーソー 下 デフォー／平井 正穂 訳 

165 嵐が丘 上 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 

166 嵐が丘 下 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 

167 闇の奥 コンラッド／中野 好夫 訳 

168 動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 

169 黒猫・モルグ街の殺人事件 他五篇 ポオ／中野 好夫 訳 

170 森の生活 上（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 

171 森の生活 下（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 

172 若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 

173 変身・断食芸人 カフカ／山下 肇 訳／山下 萬里 訳 

174 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 

175 罪と罰 上 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 

176 罪と罰 中 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 

177 罪と罰 下 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 

178 人生論 トルストイ／中村 融 訳 

179 かもめ チェーホフ 作／浦 雅春 訳 

180 新編 中国名詩選（上） 川合 康三 編訳 

181 新編 中国名詩選（中） 川合 康三 編訳 

182 新編 中国名詩選（下） 川合 康三 編訳 

183 文学とは何か（上） 現代批評理論への招待 テリー・イーグルトン／大橋 洋一 訳 

184 文学とは何か（下） 現代批評理論への招待 テリー・イーグルトン／大橋 洋一 訳 

185 密林の語り部 バルガス＝リョサ 作／西村 英一郎 訳 

186 五輪書 宮本 武蔵／渡辺 一郎 校注 

187 新訂 福翁自伝 福沢 諭吉／富田 正文 校訂 

188 学問のすゝめ 福沢 諭吉 

189 茶の本 岡倉 覚三／村岡 博 訳 

190 武士道 新渡戸 稲造／矢内原 忠雄 訳 

191 代表的日本人 内村 鑑三／鈴木 範久 訳 

192 善の研究 西田 幾多郎 

193 貧乏物語 河上 肇／大内 兵衛 解題 

194 遠野物語・山の人生 柳田 国男 

195 古寺巡礼 和辻 哲郎 

196 風土 人間学的考察 和辻 哲郎 

197 「いき」の構造 他二篇 九鬼 周造 

198 新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 

199 忘れられた日本人 宮本 常一 

200 手仕事の日本 柳 宗悦 
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岩波文庫 

201 意識と本質 精神的東洋を索めて 井筒 俊彦 

202 論語 金谷 治 訳注 

203 老子 蜂屋 邦夫 訳注 

204 新訂 孫子 金谷 治 訳注 

205 ガンディー 獄中からの手紙 森本 達雄 訳 

206 ブッダのことば スッタニパータ 中村 元 訳 

207 般若心経・金剛般若経 中村 元 訳註／紀野 一義 訳註 

208 ガリア戦記 カエサル／近山 金次 訳 

209 古代への情熱 シュリーマン自伝 シュリーマン／村田 数之亮 訳 

210 ソクラテスの弁明 クリトン プラトン／久保 勉 訳 

211 マルクス・アウレーリウス 自省録 神谷 美恵子 訳 

212 友情について キケロー／中務 哲郎 訳 

213 方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 

214 スピノザ エチカ 上（倫理学）全二冊 畠中 尚志 訳 

215 スピノザ エチカ 下（倫理学）全二冊 畠中 尚志 訳 

216 永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 

217 読書について 他二篇 ショウペンハウエル／斎藤 忍随 訳 

218 死に至る病 キェルケゴール／斎藤 信治 訳 

219 善悪の彼岸 ニーチェ／木場 深定 訳 

220 プラグマティズム W．ジェイムズ／桝田 啓三郎 訳 

221 笑い ベルクソン／林 達夫 訳 

222 アラン 幸福論 神谷 幹夫 訳 

223 論理哲学論考 ウィトゲンシュタイン／野矢 茂樹 訳 

224 ロウソクの科学 ファラデー／竹内 敬人 訳 

225 アインシュタイン 相対性理論 アインシュタイン／内山 龍雄 訳・解説 

226 超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 

227 君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 

228 完訳 統治二論 ジョン・ロック／加藤 節 訳 

229 危機の二十年 理想と現実 E．H．カー／原 彬久 訳 

230 マルクス エンゲルス共産党宣言 大内 兵衛 訳／向坂 逸郎 訳 

231 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー／大塚 久雄 訳 

232 職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 

ジュニア新書 

233 詩のこころを読む 茨木 のり子 

234 漢語の知識 一海 知義 

235 砂糖の世界史 川北 稔 

236 漢字のはなし 阿辻 哲次 

237 故事成句でたどる楽しい中国史 井波 律子 

238 哲学のことば 左近司 祥子 

239 いのちをはぐくむ農と食 小泉 武夫 

240 これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭 

241 夢を跳ぶ パラリンピック・アスリートの挑戦 佐藤 真海 

242 図書館で出会える100冊 田中 共子 

243 ニュートリノの夢 小柴 昌俊 

244 世界史読書案内 津野田 興一 

245 英作文のためのやさしい英文法 佐藤 誠司 

246 世界の国 1位と最下位 国際情勢の基礎を知ろう 眞 淳平 

247 漢字のサーカス 常用漢字編1 馬場 雄二 

248 社会の真実の見つけかた 堤 未果 

249 正しいパンツのたたみ方 新しい家庭科勉強法 南野 忠晴 

250 生物多様性と私たち COP10から未来へ 香坂 玲 
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ジュニア新書 

251 自分力を高める 今北 純一 

252 素粒子はおもしろい 益川 敏英 

253 パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 

254 高校生，災害と向き合う 舞子高等学校環境防災科の10年 諏訪 清二 

255 日本の津波災害 伊藤 和明 

256 みんなでつくろう学校図書館 成田 康子 

257 解釈につよくなるための英文50 行方 昭夫 

258 〈銀の匙〉の国語授業 橋本 武 

259 しあわせに働ける社会へ 竹信 三恵子 

260 恐竜時代I 起源から巨大化へ 小林 快次 

261 日本人は植物をどう利用してきたか 中西 弘樹 

262 橋本式国語勉強法 橋本 武 

263 
やらなきゃゼロ！財政破綻した夕張を元気にする全国最年
少市長の挑戦 

鈴木 直道 

264 パワハラに負けない！労働安全衛生法指南 笹山 尚人 

265 平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 

266 古典和歌入門 渡部 泰明 

267 理系アナ桝太一の 生物部な毎日 桝 太一 

268 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島 ミホ 

269 AKB48，被災地へ行く 石原 真 

270 姜尚中と読む 夏目漱石 姜 尚中 

科学 
ライブラリー 

271 アフォーダンス――新しい認知の理論 佐々木 正人 

272 愛は脳を活性化する 松本 元 

273 一億個の地球 星くずからの誕生 井田 茂／小久保 英一郎 

274 外国語学習に成功する人，しない人 第二言語習得論への招待 白井 恭弘 

275 予想脳 Predicting Brains 藤井 直敬 

276 皮膚は考える 傳田 光洋 

277 宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 佐藤 俊哉 

278 クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 

279 こんどこそ！わかる数学 新井 紀子 

280 ハダカデバネズミ女王・兵隊・ふとん係 吉田 重人／岡ノ谷 一夫 

281 決着！恐竜絶滅論争 後藤 和久 

282 サボり上手な動物たち 海の中から新発見！ 佐藤 克文／森阪 匡通 

283 シロアリ 女王様，その手がありましたか！ 松浦 健二 

284 科学者の卵たちに贈る言葉 江上不二夫が伝えたかったこと 笠井 献一 

285 勉強法の科学 心理学から学習を探る 市川 伸一 

286 iPS細胞はいつ患者に届くのか 再生医療のフロンティア 塚崎 朝子 

287 数の発明 足立 恒雄 

288 キリンの斑論争と寺田寅彦 松下 貢 編 

289 ヒトはなぜ絵を描くのか 芸術認知科学への招待 齋藤 亜矢 

290 ジュゴンの上手なつかまえ方 海の歌姫を追いかけて 市川 光太郎 

291 パンダ ネコをかぶった珍獣 倉持 浩 

292 おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 

293 被曝評価と科学的方法 牧野 淳一郎 

294 大人の直観vs子どもの論理 辻本 悟史 

295 時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 

岩波現代文庫 

296 文学部唯野教授 筒井 康隆 

297 ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

298 ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 

299 獄中記 佐藤 優 

300 チェルノブイリの祈り 未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ／松本 妙子 訳 
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