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2019年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

時代を変えた科学者の名言  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784487805310  

著編者名 藤嶋 昭 発行年 2011 商品コード 1031325351 

古今東西100人の科学者の名言を、似顔絵や略歴とともに紹介。偉大な科学者の発想力、想像力をコンパクトに知ることができる。 

自然を生きる 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487805280  

著編者名 玄侑 宗久 発行年 2011 商品コード 1031325344 

「タテとヨコ」から見る決定版日本論。日本人のあるべき姿とは？守るべきものとは？現代社会とアクチュアルに関わる僧侶が、仏
教・道教・儒教などの視点を織り交ぜ、縦横無尽に語り尽くす。 

難関校に合格する人の共通点  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487804405  

著編者名 和田 秀樹 発行年 2010 商品コード 1031325345 

“受験の神様”和田秀樹と“開成番長”繁田和貴の強力タッグで、難関といわれる中学、高校、大学に要領よく合格する人に多い八
つの共通点と、勉強の極意、コツを数十カ条に整理して解説。それぞれの体験と指導の経験に裏付けられた、まさに「受験勉強法
真髄」。 

ナリワイをつくる ―人生を盗まれない働き方― 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487806263  

著編者名 伊藤 洋志 発行年 2012 商品コード 1031325340 

「ビジネス」でも「ワーク」でもなく、「趣味」でもない。DIY・複業・お裾分けを駆使した「ナリワイ」をつくり、現代社会を痛快に生きる方法
論。個人レベルではじめられて、自分の時間と健康をマネーと交換するのでなく、やればやるほど頭と体が鍛えられ、技が身に付く仕
事をナリワイ（生業）と定義。具体的なナリワイのタネを生活の中から見つけ、1つ1つを自分の小規模な自営業として機能させ、それら
を組み合わせていくことで、「働くこと」と「自分の生活」を近づけることを目指す著者の、人生を使ってつくった渾身の「たたき台」。 

島国日本の脳をきたえる 
 ―島からの思索―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784487805136  

著編者名 茂木 健一郎 発行年 2011 商品コード 1031325341 

東日本大震災は悲劇となった。日本の政治や社会システムのほころびが露見し、信頼は失われ、日本は大打撃を受けた。世界か
らガラパゴスのように孤立し、国内の絆もくずれ始めた。しかし、日本は今こそ、行き過ぎた個人主義を是正するチャンスでもある。コ
ミュニティを取り戻すチャンスなのだ。島国としての強さと弱さはどこにあるのか。 茂木健一郎が、日本に今こそ必要な２つの視点を
打ち出す新たな思索。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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小説日蓮 上 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487804788  

著編者名 島田 裕巳 発行年 2012 商品コード 1031325349 

日蓮は日本仏教の破壊者か、改革者か？ その激動の時代と思想を描く、島田裕巳初の小説作品。日蓮の思想が今求められている。 

小説日蓮 下 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487807093  

著編者名 島田 裕巳 発行年 2012 商品コード 1031325350 

「我々の信心のありようが試されておるのだ」心を失った現代人にこそ日蓮の言葉が響く、感動のクライマックス。 

名字で読む歴史・時代小説 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487806256  

著編者名 森岡 浩 発行年 2012 商品コード 1031325348 

『国取物語』の斉藤道三や、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らが活躍する戦国時代。忠臣蔵の登場人物たちや、柳生一族、田沼家、
「鬼平」こと長谷川平蔵、「大岡越前」こと大岡忠相、「遠山の金さん」こと遠山左衛門尉景元らが出てくる江戸時代。坂本龍馬、西郷隆盛、
桂小五郎と高杉晋作、岩崎弥太郎、勝海舟らが登場する幕末。数々の時代小説のヒーローたちを、氏姓でたどった「なるほど名字学」。 

激変ミャンマーを読み解く 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥3,740 

同時3アクセス（本体） ¥7,480 

冊子版ISBN 9784487807352  

著編者名 宮本 雄二 発行年 2012 商品コード 1031325357 

経済に突き動かされて社会も政治も激変し、重大な転換期を迎えているミャンマー。その歴史を元駐ミャンマー特命全権大使が紐解き、
改革へと舵が切られつつある情勢を読み解く！ミャンマーが、重大な転換期を迎えていることに疑問の余地はない――私は、この変化
は本物であり、経済の発展を求めるミャンマーの国民社会は、外に開かれた経済改革を妨げるいかなる動きにも反対するであろう、と見
ている。経済に突き動かされて、社会も政治も変わる時代に、ミャンマーも入ったと思う。(本書「はじめに」より) 

最新歴史でひも解く鉄道の謎 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487803743  

著編者名 桜田 純 発行年 2009 商品コード 1031325346 

見慣れた風景のなかに新しい発見が！ ふだん利用している鉄道にも歴史の積み重ねがあり、その歴史をひも解くと、そこには思わぬ
エピソードが隠されている。懐かしくもあり、驚きもありの「鉄道歴史雑学」読み物。 

このまま100歳までおいしゅうございます  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487805617  

著編者名 岸 朝子 発行年 2011 商品コード 1031325353 

食と酒と煙草を愛し続けながら、健康診断にいまも悪いところがまったくない88歳の食道楽が、健康に長生きする秘訣を自らの半生から
探った自叙伝的健康論。巻末に白澤卓二先生との特別対談「白澤先生、生き方上手な食道楽と意気投合」を収録。 

セクハラの誕生 
 ―日本上陸から現在まで―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784487804924  

著編者名 原山 擁平 発行年 2011 商品コード 1031325355 

セクシャル・ハラスメントが日本に本格上陸してから30年、「流行語大賞」受賞から20年、そして今。議論を呼びながら定着していった新し
い概念は日本社会をどう変えたのか？バブルと狂騒の80年代を背景に、〈セクハラ〉の上陸を決定づけた２つの裁判の当事者たちの証
言から描き出す。渾身のノンフィクション巨編！ 
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大人のための自転車通勤読本  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487803200  

著編者名 松田 力 発行年 2008 商品コード 1031325356 

フツーのおじさんが、ある日突然ロードバイクを買い求め、知識ゼロではじめた自転車通勤。苦労あり、悲哀あり、快楽ありの自転車生活を
軽快な筆致でつづる、まよえるオトナのための自転車通勤入門書。 

なぜあなたは食べすぎてしまうのか 
 ―低血糖症という病―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487802548  

著編者名 矢崎 智子 発行年 2008 商品コード 1031325342 

朝起きたときから疲れている、常になんとなく具合が悪い…誰でもひとつは抱えているこんな「プチ不調」。原因は「低血糖症」かもしれませ
ん。専門家が、低血糖症の成り立ち・症例・治療法についてわかりやすく解説。 

幸福(しあわせ)の胸のウチ 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥2,640 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784487808199  

著編者名 香山 リカ 発行年 2013 商品コード 1031325358 

こころから幸せになりましょう。いまを生きる幸福っていったいなんなのだろう。家族？ 恋人？ お金？その答えをみつけたくて、精神科
医・香山リカが綴った初めての幸福論エッセイ。 

ナチュラル女子脳がやってきた ―どうして女性社員は 

あなたの言うことを聞いてくれないのか―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487803781  

著編者名 黒川 伊保子 発行年 2009 商品コード 1031325347 

部下の女性の心がわからない、部下の女性がいまいちついてこない、そんな上司や先輩、プロジェクトリーダーに向け、会社に現れたニュータイプ、“ナチュラ
ル女子脳”のからくりを解明。脳機能の専門家が男女の脳機能の違いを読み解き、具体例を織り交ぜながら語り、オフィスで女性に「上機嫌で働いてもらうため
の方法」を解き明かす。男性脳と女性脳の脳の仕組みが違うので、一つ一つの言動のとらえ方にも、男女差がある。違いを知って、自分のイメージ&チームの仕
事効率大幅アップ！ 

幸・不幸の分かれ道 
 ―考え違いとユーモア―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487804412  

著編者名 土屋 賢二 発行年 2011 商品コード 1031325343 

笑う哲学者、土屋賢二の渾身の書き散らし！「人生は無意味だ」「能力は伸ばせ」「歴史に学べ」「目的をもて」……。どれもこれも疑わしい！われわれは不幸を
避けようと努力しますが、どれほど力を尽くしても不幸は避けられません。どんな人でも老いるし、病気になるし、最後は死にます。全力を尽くしてもどうやっても
避けられない不幸な出来事に襲われたら、じっと耐えるしかないんでしょうか。そんなことはありません。まだ笑うことが残っています。この本を読めば、幸福には
なれませんが、不幸になる可能性はだいぶ減ります。たぶん。 

傷のあるリンゴ 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784487806003  

著編者名 外山 滋比古 発行年 2012 商品コード 1031325352 

人間も、傷のあるリンゴのようにちょっと欠けたところのあるほうが…常識の裏側を見抜く、エッセイの名手による、妙味あふれる書き下ろし
エッセイ集。 

ほどほどの恋 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥2,420 

同時3アクセス（本体） ¥4,840 

冊子版ISBN 9784487806454  

著編者名 香山 リカ 発行年 2012 商品コード 1031325354 

この本は、次のようなかたにとくにおすすめです・ストーカーの気持ちがわかるかも…という方ホントの幸せをつかむために、香山リカが苦い
経験を踏まえてすべての男女に捧ぐかつてない画期的な恋の指南書。 

あなたがきらめくエコ活! 
 ―実践エコライフの教科書―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784487806539  

著編者名 中野 博 発行年 2012 商品コード 1031325359 

20年以上の実績をもつ「エコライフ研究所」所長がすすめる、いますぐにできる「エコ活動」の実践集です。 
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日本語検定公式過去問題集 
日本語検定委員会 著 

文部科学省の後援事業として、ますます注目を浴びる日本語検定の公式過去問題集。 
受検者必携の１冊。 

54冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥107,520 ¥215,040 

日本語検定とは？ 
日本語を使うすべての人のための検定です。 
普段私たちが何気なく使っている日本語ですが、思わぬ勘違いや思い違いも多く見られます。 
日本語検定は、日本語を正しく使えるようになるための手立てとなります。 

各冊詳細は次頁をご覧ください。 

日本語検定公式キャラクター 

にほごん 
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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12月 

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 

日本語検定公式1級過去問題集 平成23年度版 2011 9784487805464 ¥2,094  ¥4,188  1031034456 

日本語検定公式2級過去問題集 平成23年度版 2011 9784487805471 ¥2,094  ¥4,188  1031034457 

日本語検定公式3級過去問題集 平成23年度版 2011 9784487805488 ¥1,885  ¥3,770  1031034458 

日本語検定公式4級過去問題集 平成23年度版 2011 9784487805495 ¥1,885  ¥3,770  1031034459 

日本語検定公式5級過去問題集 平成23年度版 2011 9784487805501 ¥1,885  ¥3,770  1031034460 

日本語検定公式6・7級過去問題集 平成23年度版 2011 9784487805518 ¥1,885  ¥3,770  1031034461 

日本語検定公式1級過去問題集 平成24年度版 2012 9784487806713 ¥2,094  ¥4,188  1031034462 

日本語検定公式2級過去問題集 平成24年度版 2012 9784487806720 ¥2,094  ¥4,188  1031034463 

日本語検定公式3級過去問題集 平成24年度版 2012 9784487806737 ¥1,885  ¥3,770  1031034464 

日本語検定公式4級過去問題集 平成24年度版 2012 9784487806744 ¥1,885  ¥3,770  1031034465 

日本語検定公式5級過去問題集 平成24年度版 2012 9784487806751 ¥1,885  ¥3,770  1031034466 

日本語検定公式6・7級過去問題集 平成24年度版 2012 9784487806768 ¥1,885  ¥3,770  1031034467 

日本語検定公式過去問題集1級 平成25年度版 2013 9784487808014 ¥2,094  ¥4,188  1031034468 

日本語検定公式過去問題集2級 平成25年度版 2013 9784487808021 ¥2,094  ¥4,188  1031034469 

日本語検定公式過去問題集3級 平成25年度版 2013 9784487808038 ¥1,885  ¥3,770  1031034470 

日本語検定公式過去問題集4級 平成25年度版 2013 9784487808045 ¥1,885  ¥3,770  1031034471 

日本語検定公式過去問題集5級 平成25年度版 2013 9784487808052 ¥1,885  ¥3,770  1031034472 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成25年度版 2013 9784487808069 ¥1,885  ¥3,770  1031034473 

日本語検定公式過去問題集1級 平成26年度版 2014 9784487808618 ¥2,156  ¥4,312  1031034474 

日本語検定公式過去問題集2級 平成26年度版 2014 9784487808625 ¥2,156  ¥4,312  1031034475 

日本語検定公式過去問題集3級 平成26年度版 2014 9784487808632 ¥1,936  ¥3,872  1031034476 

日本語検定公式過去問題集4級 平成26年度版 2014 9784487808649 ¥1,936  ¥3,872  1031034477 

日本語検定公式過去問題集5級 平成26年度版 2014 9784487808656 ¥1,936  ¥3,872  1031034478 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成26年度版 2014 9784487808663 ¥1,936  ¥3,872  1031034479 
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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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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 

日本語検定公式過去問題集1級 平成27年度版 2015 9784487809417 ¥2,156  ¥4,312  1031034480 

日本語検定公式過去問題集2級 平成27年度版 2015 9784487809424 ¥2,156  ¥4,312  1031034481 

日本語検定公式過去問題集3級 平成27年度版 2015 9784487809431 ¥1,936  ¥3,872  1031034482 

日本語検定公式過去問題集4級 平成27年度版 2015 9784487809448 ¥1,936  ¥3,872  1031034483 

日本語検定公式過去問題集5級 平成27年度版 2015 9784487809455 ¥1,936  ¥3,872  1031034484 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成27年度版 2015 9784487809462 ¥1,936  ¥3,872  1031034485 

日本語検定公式過去問題集1級 平成28年度版 2016 9784487809813 ¥2,156  ¥4,312  1031034486 

日本語検定公式過去問題集2級 平成28年度版 2016 9784487809820 ¥2,156  ¥4,312  1031034487 

日本語検定公式過去問題集3級 平成28年度版 2016 9784487809837 ¥1,936  ¥3,872  1031034488 

日本語検定公式過去問題集4級 平成28年度版 2016 9784487809844 ¥1,936  ¥3,872  1031034489 

日本語検定公式過去問題集5級 平成28年度版 2016 9784487809851 ¥1,936  ¥3,872  1031034490 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成28年度版 2016 9784487809868 ¥1,936  ¥3,872  1031034491 

日本語検定公式過去問題集1級 平成29年度版 2017 9784487810611 ¥2,156  ¥4,312  1031034492 

日本語検定公式過去問題集2級 平成29年度版 2017 9784487810628 ¥2,156  ¥4,312  1031034493 

日本語検定公式過去問題集3級 平成29年度版 2017 9784487810635 ¥1,936  ¥3,872  1031034494 

日本語検定公式過去問題集4級 平成29年度版 2017 9784487810642 ¥1,936  ¥3,872  1031034495 

日本語検定公式過去問題集5級 平成29年度版 2017 9784487810659 ¥1,936  ¥3,872  1031034496 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成29年度版 2017 9784487810666 ¥1,936  ¥3,872  1031034497 

日本語検定公式過去問題集1級 平成30年度版 2018 9784487811397 ¥2,156  ¥4,312  1031034498 

日本語検定公式過去問題集2級 平成30年度版 2018 9784487811403 ¥2,156  ¥4,312  1031034499 

日本語検定公式過去問題集3級 平成30年度版 2018 9784487811410 ¥1,936  ¥3,872  1031034500 

日本語検定公式過去問題集4級 平成30年度版 2018 9784487811427 ¥1,936  ¥3,872  1031034501 

日本語検定公式過去問題集5級 平成30年度版 2018 9784487811434 ¥1,936  ¥3,872  1031034502 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成30年度版 2018 9784487811441 ¥1,936  ¥3,872  1031034503 

日本語検定公式過去問題集1級 2019年度版 2019 9784487812387 ¥2,156  ¥4,312  1031034504 

日本語検定公式過去問題集2級 2019年度版 2019 9784487812394 ¥2,156  ¥4,312  1031034505 

日本語検定公式過去問題集3級 2019年度版 2019 9784487812400 ¥1,936  ¥3,872  1031034506 

日本語検定公式過去問題集4級 2019年度版 2019 9784487812417 ¥1,936  ¥3,872  1031034507 

日本語検定公式過去問題集5級 2019年度版 2019 9784487812424 ¥1,936  ¥3,872  1031034508 

日本語検定公式過去問題集6級7級 2019年度版 2019 9784487812431 ¥1,936  ¥3,872  1031034509 
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