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広がり続ける英語の世界 
 改訂新版 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥12,100 

冊子版ISBN 9784866392387  

著編者名 竹下 裕子 発行年 2018 商品コード 1028657337 

英語が世界共通語になろうとしている今、英語を母語としないわれわれ日本人はどうすべきか。グローバル社
会に生きる日本人が、国際コミュニケーションや異文化理解を考える際の必携書。「イギリス英語」「アメリカ英
語」「イギリス文学」「時事英語」「コミュニケーション」「英語教育」など、各分野の専門家のさまざまな視点から
現代英語の世界を渉猟。グローバル社会における英語の役割を全14章で詳細に解説しました。 

現地駐在記者が教える 
超実践的ベトナム語入門 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥11,000 

冊子版ISBN 9784866392172  

著編者名 富山 篤 発行年 2018 商品コード 1028395307 

学習用の音声データが版元のサイトから無料でダウンロード可能です。詳細は「本書の使い方」9ページをご参
照ください。※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 世界有数の難解な言語と言われるベトナム語。
声調は６種類、母音は１１種類もあり、日本人できちんと話せる人はごくわずかです。そんな難解なベトナム語
を現地に駐在する日本経済新聞の特派員がわずか数年でマスターした実体験をもとに、通じる発音・言い回
し・文法、ＩＴを使った勉強の仕方などを分かりやすく、面白く解説します。 

2018年～2019年全点カタログ 

■2018年新規配信タイトル■ 

医師のための医療面接の英語  
著編者名 James C. Thomas 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784872179651  商品コード 1022049587 

医師のための身体診察と検査の英語  
著編者名 James C. Thomas 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784872179644  商品コード 1020482466 

■医学英語ハンドブックシリーズ■ 

アスク出版 

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

TOEFLテスト英語の基本 西部 有司 2016 9784866390604 ¥5,500  ¥11,000  1025513813 

TOEFLiBTテストスコア・アップ大特訓 ―10日間集中― 植田 一三 2015 9784872179101 ¥7,150  ¥14,300  1025513812 

はじめてのTOEFL iBTテスト総合対策 西部 有司 2015 9784872179514 ¥7,150  ¥14,300  1025513811 

全問解く!新TOEICテストリーディング速答力 ―Part7― 甲斐 幸治 2012 9784872178128 ¥4,950  ¥9,900  1018720120 

■ T O E F L ・ T O E I C 関連■  

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 

はじめてのホームステイ英会話 
 ―留学・ホームステイをリアルに体感!― 

小林 奈々子 2017 9784866390819 ¥4,125  ¥8,250  1025513816 

中学英単語だけですごい英会話 マルコム・ヘンドリックス 2017 9784866390956 ¥3,300  ¥6,600  1025513815 

日常生活英語のトリセツ ―基本表現― 長尾 和夫 2016 9784866390628 ¥4,950  ¥9,900  1025513817 

IELTSスピーキング・ライティング完全攻略 田岡 千明 2016 9784866390451 ¥6,600  ¥13,200  1025513814 

理系研究者のはじめての英語コミュニケーション 森村 久美子 2016 9784872179965 ¥6,050  ¥12,100  1025513809 

英語で書くあいさつ・お知らせ 
 ―日常、社交、ビジネスに― 

デイビッド・A・セイン 2015 9784872179286 ¥4,400  ¥8,800  1025513810 

世界中で通じる!理系研究者の英語 森村 久美子 2014 9784872179293 ¥6,600  ¥13,200  1018720119 

災害時の英語 デイビッド・A・セイン 2014 9784872178692 ¥4,400  ¥8,800  1018720118 

製造現場の英語 ―世界中で通じる!― デイビッド・A・セイン 2013 9784872178432 ¥4,400  ¥8,800  1018720117 

企業・大学はグローバル人材をどう育てるか 
 ―国際コミュニケーションマネジメントのすすめ― 

本名 信行 2012 9784872178425 ¥6,600  ¥13,200  1018720116 

韓国人はアンニョンハセヨとは言わない!? ちょん・ひょんしる 2011 9784872177978 ¥4,400  ¥8,800  1018720115 

英語で日本を語るための辞典 本名 信行 2010 9784872177206 ¥5,225  ¥10,450  1020482465 
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■好評配信中タイトル■ 



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。 

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 

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。 
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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 

2019年1月 
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