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● 表示価格は税抜きです。 

Mr. Evineの中学英文法を修了するドリル 【動画】 

No.2020-135 

2020年6月  ● 動画は印刷・ダウンロードができません。 

動画でわかる！ 

英文法学び直しのベストセラー『Mr. Evineの中学英文法を修了
するドリル』の内容をもとに、分かりやすく動画化しました！ イメージ
やイラストを使ってより英文法が理解しやすい内容になっています。 
英文法を項目ごとに、約5分ごとの動画にまとめ、イメージやイラスト
を交えたアニメーション動画で、よく分からなかった英文法を最短距
離で理解することができます。 

Evine 監修  2020年 発行 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥66,000 ¥99,000 
＜冊子版ISBN：9784757436152＞ ＜商品コード：1031640028＞ 

 

各項目約5分で 
コンパクトに 

学習! 

動画を見ることが 
  できます！ 

Maruzen eBook Libraryのプラットホーム上で 
【動画】がご覧になれます! 

「視聴」ボタンをクリック 

視聴 

  視 聴 

約5分×83項目の 
動画を収録 

（総時間約416分） 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2020年6月 

やる気と脳を鍛える英語トレーニング  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 

同時3アクセス（本体） ¥1,980 

冊子版ISBN - 

著編者名 山本 ゆうじ 発行年 2020 商品コード 1031477144 

「英語を頑張ろう！」と一度は決意したはずなのに、その決意もどこへやら……。気持ちを維持するのは意外に難しいものです。学習意
欲が高まったタイミングで、その「やる気」や「モチベーション」を維持するための学習法や、「脳」に働きかける英語トレーニング法をご紹
介します。 

41歳の通訳者が15年ぶりに本気で取り組んだ英語 
学習法 ―君は心躍る英語に触れているか！―  
【スマホ・読上】（GOTCHA!新書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥3,300 

冊子版ISBN - 

著編者名 川合 亮平 発行年 2019 商品コード 1031477138 

通訳・翻訳者で、ベネディクト・カンバーバッチさんやエディ・レッドメインさんなどの通訳や英語インタビューも行う著者が、15年ぶりに本
格的な英語学習を再開。そこで得た成果と、それまでの20年以上にわたる経験で培った「英語力アップ」のノウハウを教えます。「英語」
のみならず、大人の「学びと向上」に対する多くのヒントも得られる一冊です。 

この日本語バリバリ英語にしにくいバイ！ 
 ―「ビミョー」は英語にどう訳す？― 
【スマホ・読上】（GOTCHA!新書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥3,300 

冊子版ISBN - 

著編者名 アン・クレシーニ 発行年 2019 商品コード 1031477139 

日本語の世界は奥が深い！英語と文化が異なる言葉をあえて英語にするとどうなる？ 日本在住20年の「カタカナ英語」を研究する言
語学者、アン・クレシーニさんが「微妙」「さすが！」「きずな」といった日本語特有のニュアンスを英語でどう表現するかを提案します。彼
女の視点を通して、英語で言えそうで言えない日本語の面白さや、日本文化の魅力を発見してみませんか？ 

日英翻訳のプロが使うラクラク！省エネ英単語  
【スマホ・読上】（GOTCHA!新書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥3,300 

冊子版ISBN - 

著編者名 遠田 和子 発行年 2019 商品コード 1031477140 

本書では、多様に使える基本的な動詞と、表現を引き締める「意味の濃い動詞」を厳選し、「省エネ英単語」として紹介しています。意味
の濃い動詞を自分で見つける方法も伝えています。「省エネ英単語」を用いると、簡潔・明快な英語で話したり書いたりできるようになりま
す。意味が凝縮された英単語を使いこなして簡潔で洗練された英語の使い手になってください！ 

TOEIC(R) L＆Rテスト みんなのお悩みQ&A 
（※刺激強め） 【スマホ・読上】（GOTCHA!新書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥3,300 

冊子版ISBN - 

著編者名 ヒロ前田 発行年 2019 商品コード 1031477141 

TOEICの英語学習者から届いた（という設定の）質問や悩みに対して、厳しい口調で答えている「バッサリ辛口」の回答と、優しく応じて
いる「スッキリ優しい」回答。極端な言い回しや、質問者をディスりまくる表現が満載ですが、バッサリ回答とスッキリ回答は、どちらも本質
に触れています。この本は英語学習で諦めない全ての人へのヒロ前田からの応援メッセージです。 

TOEIC L&Rテスト「直前」模試3回分 
 ―「直前」の技術を定着させる極上の600問!― 

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 9784757433540  

著編者名 テッド寺倉 発行年 2019 商品コード 1031556644 

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)https://www.alc.co.jp/dl/list/ 時間がなくて
も、大丈夫！ 解くだけでスコアアップが叶う珠玉の600問。TOEICテスト研究第一人者が編み出した、効果実証済みの受験テクニック
を、学んで、試して、磨ける模試3セットを収録。本番でのスコア予想もできる換算点表付です。３万人以上への受験対策指導と数十回
の公開テスト受験を通して編み出された48の「解答技術」をぞんぶんに試して、最短最速で実戦力が身につきます。 

キクタン英検準1級ワークブック 
 ―書いて覚える!― 

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 9784757433731  

著編者名 一杉 武史 発行年 2019 商品コード 1031556648 

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)https://www.alc.co.jp/dl/list/ 大好評「キクタ
ン」シリーズの「読む」「聞く」学習に、「書く」学習をプラスαしたワークブックです。英検準1級最頻出の800語を「頻度順」「出題ジャンル
別」に「書いて」攻略。試験に必須の単熟語を繰り返し「書く」ので、確実に記憶に定着し、自然な英語表現に不可欠なコロケーションも
身につきます。英作文・二次試験での高得点に直結するライティング力がアップします。 

 ● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年6月  ● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。 

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 

起きてから寝るまで英会話口慣らし練習帳 ―288個の
基本表現×4種のエクササイズで確かな会話力が 
ぐんぐん伸びる―改訂第2版 【スマホ・読上】 （※） 

2019 9784757433762 ¥5,940  ¥8,910  1031477136 

起きてから寝るまで英語表現1000 海外旅行編 
【スマホ・読上】 （※） 

2019 9784757433830 ¥5,280  ¥7,920  1031477143 

起きてから寝るまで  
吉田 研作 著 

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 

えいごで答える小学生のQ&A日記ドリル 
 ―自分の考えを英語で書く力→話す力がつく― 

アルク文教
教材編集部 

2017 9784757430006 ¥4,290  ¥6,435  1031556646 

みんなのえいご日記ドリル 
 ―１日の出来事を英語で書く力がつく― 

石原 真弓 2007 9784757412415 ¥3,771  ¥5,658  1031556645 

日記ド リ ル  

「世界の英語」リスニング 
 ―グローバル時代の必須英語― 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784757433779  

著編者名 里井 久輝 発行年 2019 商品コード 1031477137 

英・米だけが英語じゃない！ 必要なのは「多様な英語」を聞く力です。今や世界の英語使用者の約8割は非ネイティブ。スペイン語な
まり、ヒンディー語なまり、ドイツ語なまり…など、「多様な英語」に対応できる英語力は必須！ アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジ
ア出身の27人の英語を、テキストとともにダウンロード音声で聞くことができます。 

英語スピーキング力はどう伸びるのか 
 ―高校3年間のテスト調査結果―（アルク選書シリーズ） 

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 9784757433809  

著編者名 金谷 憲 発行年 2019 商品コード 1031556651 

2015-2017年にかけて実施された「日本の高校生の英語スピーキング能力実態調査」では、270名の高校生を3年間追い続けました。ス
ピーキング力向上に役立つ学習とは何か。3年間の追跡調査を受け入れた調査校の英語指導の工夫、また指導者たちの悩みとは。英
語教育の本音と課題に迫る1冊です。 

夢をかなえる英熟語 新ユメジュク 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784757433793  

著編者名 木村 達哉 発行年 2019 商品コード 1031477142 

熟語は,英熟語とその日本語訳の「一対一」で機械的に覚えても真の英語力アップにはつながりませんし、テストが終わればすぐ忘れて
しまいます。本書では「例文（日本語）→例文（英語）」の順に音声を収録。例文で熟語を覚えていくことで、熟語の「使われ方」に意識的
になり、定着度が上がります。80熟語を1週間毎日繰り返し学習するので、高い定着率で熟語を学習できます。 

ことばも心も「通じる」英語の話し方 

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 9784757433823  

著編者名 森 庸子 発行年 2019 商品コード 1031556649 

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)https://www.alc.co.jp/dl/list/ 日本人の英語がうまく
伝わらない原因は、英語の語句や英語の発音そのものより、その話し方にある場合が意外と多いのです。本書ではあなたの英語が「通じる」こと
を目指し「通じる」ための英語の話し方が身に付きます。「発声」「イントネーション」「発音」「リズム」の4つの観点から「英語の話し方」を理解し、
【シャドーイング＋音読】で実践します。 
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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。 

英文法のト リ セ ツ  

は じめ ての英検  

小学生の英検 合格トレーニングブック  

2020年6月  ● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。 

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 

韓国語ジャーナル 2020 【音声付】 アルク出版編集部 2019 9784757433908 ¥6,600  ¥9,900  1031477145 

ゼロからはじめる韓国語書き込みレッスン キム スノク 2019 9784757433786 ¥5,610  ¥8,415  1031556647 

キクタン日本語 日本語能力試験N1 
 ―聞いて覚える日本語単語帳― 

前坊 香菜子 2019 9784757433557 ¥7,260  ¥10,890  1031556636 

日本語 ―日本語を教えるあなたに贈る応援マガジン― アルク日本語編集部 2019 9784757433694 ¥4,950  ¥7,425  1031556643 

日本語教育文法講義ノート ―書き込み式でよくわかる― 
改訂版（日本語教師ハンドブック） 

山下 暁美 2019 9784757433922 ¥6,600  ¥9,900  1031556650 

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 

はじめての英検Jr.ゴールド 2017 9784757430020 ¥6,600  ¥9,900  1031556642 

はじめての英検Jr.ブロンズ 2016 9784757428195 ¥5,610  ¥8,415  1031556640 

はじめての英検Jr.シルバー 2016 9784757428201 ¥5,610  ¥8,415  1031556641 

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 

小学生の英検3級合格トレーニングブック 
 ―ライティングテスト対応―増補版 

2017 9784757430013 ¥5,280  ¥7,920  1031556639 

小学生の英検5級合格トレーニングブック 
 ―文部科学省後援―増補版 

2016 9784757428386 ¥3,960  ¥5,940  1031556637 

小学生の英検4級合格トレーニングブック 
 ―文部科学省後援―増補版 

2016 9784757428393 ¥3,960  ¥5,940  1031556638 

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 

英文法のトリセツ とことん攻略編 
 ―英語負け組を卒業できる取扱説明書― 
新装版 【スマホ・読上】 （※） 

2019 9784757433748 ¥5,610  ¥8,415  1031477134 

英文法のトリセツ 中学レベル完結編 
 ―英語勝ち組を生む納得の取扱説明書― 
新装版 【スマホ・読上】 （※） 

2019 9784757433755 ¥5,610  ¥8,415  1031477135 

阿川 イチロヲ 著 

アルク文教編集部 編 

斎藤 裕紀恵 著 

韓国語・日本語 
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