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No.2018-489 

各国語のしくみシリーズ  

26冊揃価格  
同時１アクセス(本体） ¥92,180 
同時3アクセス（本体） ¥138,270 

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規
則もいっぱいありますが、大切なのは全体を大づかみ
に理解すること。最後まで読み通すことができる画期
的な入門書シリーズ！学習用の音声データが版元の
下記サイトより無料でダウンロード可能です。
http://www.hakusuisha.co.jp/language/shikumi.php  

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 韓国語のしくみ 新版 増田 忠幸 2017 9784560087589 ¥3,520 ¥5,280 1027906995 

2 フィリピノ語のしくみ 新版 下平 英輝 2017 9784560087596 ¥3,960 ¥5,940 1027906996 

3 ハンガリー語のしくみ 新版 大島 一 2017 9784560087602 ¥3,960 ¥5,940 1027906997 

4 デンマーク語のしくみ 新版 鈴木 雅子 2017 9784560087619 ¥3,960 ¥5,940 1027906998 

5 スワヒリ語のしくみ 新版 竹村 景子 2016 9784560087152 ¥3,740 ¥5,610 1027906993 

6 ノルウェー語のしくみ 新版 青木 順子 2016 9784560087169 ¥3,740 ¥5,610 1027906994 

7 フランス語のしくみ 新版 佐藤 康 2015 9784560086841 ¥3,080 ¥4,620 1027906990 

8 ポルトガル語のしくみ 新版 市之瀬 敦 2015 9784560086896 ¥3,740 ¥5,610 1027906991 

9 日本語のしくみ 新版 山田 敏弘 2015 9784560086902 ¥3,520 ¥5,280 1027906992 

10 イタリア語のしくみ 新版 野里 紳一郎 2014 9784560086544 ¥3,080 ¥4,620 1027906977 

11 スペイン語のしくみ 新版 岡本 信照 2014 9784560086551 ¥3,080 ¥4,620 1027906978 

12 ドイツ語のしくみ 新版 清野 智昭 2014 9784560086568 ¥2,860 ¥4,290 1027906979 

13 チェコ語のしくみ 新版 金指 久美子 2014 9784560086575 ¥3,740 ¥5,610 1027906980 

14 フィンランド語のしくみ 新版 吉田 欣吾 2014 9784560086582 ¥3,520 ¥5,280 1027906981 

15 ベトナム語のしくみ 新版 田原 洋樹 2014 9784560086599 ¥3,080 ¥4,620 1027906982 

16 英語のしくみ 新版 関山 健治 2014 9784560086612 ¥3,740 ¥5,610 1027906983 

17 オランダ語のしくみ 新版 清水 誠 2014 9784560086629 ¥3,740 ¥5,610 1027906984 

18 トルコ語のしくみ 新版 吉村 大樹 2014 9784560086667 ¥3,740 ¥5,610 1027906985 

19 ロシア語のしくみ 新版 黒田 龍之助 2014 9784560086681 ¥3,080 ¥4,620 1027906986 

20 インドネシア語のしくみ 新版 降幡 正志 2014 9784560086711 ¥3,300 ¥4,950 1027906987 

21 古典ギリシア語のしくみ 新版 植田 かおり 2014 9784560086728 ¥3,300 ¥4,950 1027906988 

22 ラテン語のしくみ 新版 小倉 博行 2014 9784560086810 ¥3,520 ¥5,280 1027906989 

23 中国語のしくみ 新版 池田 巧 2014 9784560086636 ¥3,300 ¥4,950 1028391616 

24 クロアチア語のしくみ 三谷 恵子 2009 9784560085011 ¥3,960 ¥5,940 1027906974 

25 バスク語のしくみ 吉田 浩美 2009 9784560085103 ¥3,960 ¥5,940 1027906975 

26 モンゴル語のしくみ 温品 廉三 2009 9784560085202 ¥3,960 ¥5,940 1027906976 

2018年 
新規配信タイトル！ 

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


● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

  
ガルブレイス  
 ―異端派経済学者の肖像― 

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 9784560095126  

著編者名 根井 雅弘 発行年 2016 商品コード 1028157710 

「拮抗力」「依存効果」「社会的アンバランス」「テクノストラクチャー」など新概念で資本主義の
本質に迫ろうとした異端派の肖像。 

2018年 新規配信タイトル！ 

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 

貨幣の哲学 新訳版 ゲオルク・ジンメル 2016 9784560092354 ¥16,500 ¥24,750 1028164255 

社会学 ―社会化の諸形式についての研究―（上） ゲオルク・ジンメル 2016 9784560092453 ¥11,000 ¥16,500 1028164256 

社会学 ―社会化の諸形式についての研究―（下） ゲオルク・ジンメル 2016 9784560092460 ¥11,000 ¥16,500 1028164257 

ヒンディー語文法ハンドブック 岡口 典雄 2015 9784560086988 ¥8,360 ¥12,540 1028157715 

フランス語で日記をつけよう 長野 督 2014 9784560086384 ¥3,740 ¥5,610 1028157711 

ペルシア語文法ハンドブック 吉枝 聡子 2011 9784560085691 ¥9,680 ¥14,520 1028157713 

ヘブライ語文法ハンドブック 池田 潤 2011 9784560085721 ¥9,240 ¥13,860 1028365862 

フィンランド語文法ハンドブック 吉田 欣吾 2010 9784560085462 ¥8,800 ¥13,200 1028157714 

アラビア語文法ハンドブック 新妻 仁一 2009 9784560068021 ¥9,240 ¥13,860 1028157712 

  

丸山眞男と戦後日本の国体 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784560096550  

著編者名 池田 信夫 発行年 2018 商品コード 1028157709 

戦後政治の最大の争点は憲法9条ではなかった！戦後民主主義の「神話」を解体する画期
的論考。 

おしゃべりがはずむフランス
の魔法のフレーズ 

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 9784560087640  

著編者名 トリコロル・パリ 発行年 2017 商品コード 1028391617 

「お腹にちょうちょがいる」「うさぎを置かれた」ってどんな意味？知れば使いたくなるフ
ランス式のひと言をイラストを添えてご紹介。 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

とことんトレーニングシリーズ 

Eメール 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 

Eメールのフランス語 増補版 バルダン田中 幸子 2015 9784560086933 ¥4,950 ¥7,425 1018696137 

Eメールのスペイン語 四宮 瑞枝 2013 9784560086506 ¥4,950 ¥7,425 1018696138 

Eメールのイタリア語 竹下・ルッジェリ アンナ 2012 9784560085905 ¥4,950 ¥7,425 1018696139 

Eメールのドイツ語 トーマス シュタール 2012 9784560085912 ¥4,950 ¥7,425 1018696140 

Eメールの韓国語 白 宣基 2011 9784560085790 ¥4,950 ¥7,425 1018696141 

Eメールの中国語 中西 千香 2012 9784560086018 ¥4,950 ¥7,425 1018696142 

友人や同僚との付き合い、仕事上の相談や依頼、
事務的連絡、フォーマルな言い回しなど様々な事
例について、実際にメールがやりとりされる目的や
状況を考えてモデル文を紹介。関連語彙や言い
換え表現、文化的豆知識なども掲載。 

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 

ポルトガル語表現とことんトレーニング 瀧藤 千恵美 2014 9784560086674 ¥4,730 ¥7,095 1022213330 

アラビア語表現とことんトレーニング 竹田 敏之 2013 9784560086483 ¥4,730 ¥7,095 1022213331 

ロシア語表現とことんトレーニング 守屋 愛 2013 9784560086360 ¥4,730 ¥7,095 1022213332 

中国語表現とことんトレーニング 紅粉 芳惠 2013 9784560086353 ¥4,730 ¥7,095 1022213333 

ドイツ語表現とことんトレーニング 黒田 享 2013 9784560086292 ¥4,730 ¥7,095 1022213334 

フランス語表現とことんトレーニング 中野 茂 2013 9784560086278 ¥4,730 ¥7,095 1022213335 

ベトナム語表現とことんトレーニング 田原 洋樹 2013 9784560086285 ¥4,730 ¥7,095 1022213336 

チェコ語表現とことんトレーニング 高橋 みのり 2013 9784560086261 ¥4,730 ¥7,095 1024554873 

語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で
身につきます。いわば「泳ぎかた」である文法
を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかた
がわかれば、あとはあなたの自由自在！ 

8冊揃価格  
同時１アクセス(本体） ¥37,840 
同時3アクセス（本体） ¥56,760 

6冊揃価格  
同時１アクセス(本体） ¥29,700 
同時3アクセス（本体） ¥44,550 



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。 2018年10月 

アラン著作集 全10巻 

日本語から考える外国語表現シリーズ 

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 

ポルトガル語の表現 （日本語から考える!） 市之瀬 敦 2011 9784560085776 ¥4,180 ¥6,270 1025377432 

英語の表現 （日本語から考える!） 関山 健治 2011 9784560085783 ¥4,180 ¥6,270 1025377433 

ドイツ語の表現 （日本語から考える!） 清野 智昭 2011 9784560085608 ¥4,180 ¥6,270 1025377434 

スペイン語の表現 （日本語から考える!） 長谷川 信弥 2011 9784560085585 ¥4,180 ¥6,270 1025377435 

イタリア語の表現 （日本語から考える!） 大上 順一 2011 9784560085592 ¥4,180 ¥6,270 1025377436 

韓国語の表現 （日本語から考える!） 前田 真彦 2011 9784560085561 ¥4,180 ¥6,270 1025377437 

中国語の表現 （日本語から考える!） 永倉 百合子 2011 9784560085554 ¥4,180 ¥6,270 1025377438 

フランス語の表現 （日本語から考える!） 佐藤 康 2011 9784560085578 ¥4,180 ¥6,270 1025377439 

日本語のプロと各国語のプロが力を合わせた画
期的なシリーズ。文法だけではわからない日本語
との発想の違いを楽しみながら、日本語の自然な
表現を各国語にしていく過程を伝授します。 

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 

思索と行動のために 新装復刊 （アラン著作集 1） 1997 9784560023563 ¥9,350 ¥14,025 1024801175 

幸福論 新装復刊 （アラン著作集 2） 1997 9784560023570 ¥6,490 ¥9,735 1024801176 

感情情念表徴 新装復刊 （アラン著作集 3） 1997 9784560023587 ¥6,270 ¥9,405 1024801177 

人間論 新装復刊 （アラン著作集 4） 1997 9784560023594 ¥7,810 ¥11,715 1024801178 

芸術についての二十講 新装復刊 （アラン著作集 5） 1997 9784560023600 ¥6,160 ¥9,240 1024801179 

イデー(哲学入門) 新装復刊 （アラン著作集 6） 1997 9784560023617 ¥8,800 ¥13,200 1024801180 

教育論 新装復刊 （アラン著作集 7） 1997 9784560023624 ¥6,600 ¥9,900 1024801181 

文学折りにふれて 新装復刊 （アラン著作集 8） 1997 9784560023631 ¥7,260 ¥10,890 1024801182 

宗教論 新装復刊 （アラン著作集 9） 1997 9784560023648 ¥6,490 ¥9,735 1024801183 

わが思索のあと 新装復刊 （アラン著作集 10） 1997 9784560023655 ¥7,150 ¥10,725 1024801184 

アランは、身近な問題に素材をとり、日常のことば
で考える。抽象思考を重ねるのではなく、つねに
具体的な物事と人間に即し、現象学や身体論の
先駆ともなったアラン哲学の全貌を伝える著作集。 

10冊揃価格  
同時１アクセス(本体） ¥72,380 

  同時3アクセス（本体） ¥108,570 

8冊揃価格  
同時１アクセス(本体） ¥33,440 
同時3アクセス（本体） ¥50,160 
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