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2019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 

セルビア語・クロアチア語  中島 由美 2019 9784560088135 ¥7,040  ¥10,560  1030884441 

ビルマ語  加藤 昌彦 2019 9784560088142 ¥6,600  ¥9,900  1030968052 

マレー語  ファリダ・モハメッド 2019 9784560088210 ¥6,160  ¥9,240  1030968053 

中国語  喜多山 幸子 2018 9784560087787 ¥4,180  ¥6,270  1029960179 

ラテン語  岩崎 務 2018 9784560087800 ¥5,720  ¥8,580  1029960180 

ベトナム語  三上 直光 2018 9784560087817 ¥5,720  ¥8,580  1029960181 

フランス語  東郷 雄二 2018 9784560087824 ¥4,180  ¥6,270  1029960182 

ベンガル語  丹羽 京子 2018 9784560087794 ¥7,040  ¥10,560  1030183760 

ドイツ語  太田 達也 2018 9784560087879 ¥4,400  ¥6,600  1030183761 

トルコ語  大川 博 2018 9784560087886 ¥5,500  ¥8,250  1030183762 

ノルウェー語  青木 順子 2018 9784560087893 ¥7,480  ¥11,220  1030183763 

デンマーク語  三村 竜之 2018 9784560087923 ¥7,260  ¥10,890  1030483166 

フィンランド語  山川 亜古 2018 9784560087930 ¥5,060  ¥7,590  1030483167 

スウェーデン語  速水 望 2018 9784560087916 ¥5,940  ¥8,910  1030526700 

ラトヴィア語  堀口 大樹 2018 9784560088043 ¥7,480  ¥11,220  1030884439 

スワヒリ語  竹村 景子 2018 9784560088050 ¥7,260  ¥10,890  1030884440 

ルーマニア語  鈴木 信吾 2019 9784560088128 ¥7,260  ¥10,890  1031063999 

ニューエクスプレス 
プ ラ ス 

17冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥10,4280 ¥156,420 

会話＋文法、入門書の決定版がパワーアップ！ 

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


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。 2019年11月 

2019年 新規配信タイトル 

貿易戦争の政治経済学 
 ―資本主義を再構築する― 

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 9784560096888  

著編者名 ダニ・ロドリック 発行年 2019 商品コード 1030483168 

ポピュリズム的ナショナリズムと高度産業社会に充満する不安を理解するための必読書。フランシス・フクヤ
マ、ラグラム・ラジャン推薦。 

移民とともに 
 ―計測・討論・行動するための人口統計学― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784560096918  

著編者名 フランソワ・エラン 発行年 2019 商品コード 1030483169 

嘘の数字、詭弁、フェイクニュースを見破るために！ フランスの移民学の権威が、人口統計学をもとに間
違いだらけの移民政策を検証。 

スタート!ドイツ語A1 

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 9784560087688  

著編者名 岡村 りら 発行年 2018 商品コード 1029312034 

音声データが無料でダウンロード可能です。詳細は表紙の次ページをご参照ください。 自己紹介ができ
る。買い物や仕事、身近なことについて簡単な会話ができる。全世界共通の語学力評価基準にのっとった
ドイツ語入門書。音声無料ダウンロード。 

つぶやきのドイツ語 
 ―1日5題文法ドリル― 

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 9784560087565  

著編者名 筒井 友弥 発行年 2018 商品コード 1029312035 

ツイッターから生まれた肩の凝らないドイツ語練習問題集。ひとつのテーマは5日間で完成。ヒントや文法の
おさらい付き。全50課。 

毎日1文筆記体でフランス語 = 
Ephéméride française 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784560087084  

著編者名 榎本 恵子 発行年 2016 商品コード 1029312037 

フランス語筆記体を正しく美しく書くための練習帳。詩や小説の一節、戯曲の台詞、諺などを、毎日1文、楽
しみながら書いていきます。 



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。 

極める!スペイン語の接続法ドリル 

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 9784560087107  

著編者名 菅原 昭江 発行年 2016 商品コード 1029312040 

まるごと一冊、接続法だけの問題集。活用形の復習から始め、さまざまな用法をムリなくムダなく網羅しました。
もう接続法は恐くない！ 

フランス文法はじめての練習帳 

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 9784560086919  

著編者名 中村 敦子 発行年 2015 商品コード 1029312036 

フランス語習得の近道は、適切な問題集を一冊完全にやりきること。このドリルなら、簡潔明瞭な文法解説、ポ
イントをおさえた練習問題で、フランス語力が早く確実に身につきます。 

絵で学ぶ中級韓国語文法 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784560087053  

著編者名 金 京子 発行年 2015 商品コード 1029312039 

絵を用いた簡潔な解説で82の項目、類似表現の使い分けに関する29のコーナー、豊富な練習問題でなるほ
ど着実に中級の実力を養成。 

絵で学ぶ韓国語文法 ―初級のおさらい、中
級へのステップアップ― 

同時1アクセス（本体） ¥5,060 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784560086650  

著編者名 金 京子 発行年 2014 商品コード 1029312038 

現在形からパンマル、連体形まで77の文法項目。効果的に絵を使ったコンパクトなまとめと練習問題。さらに、
22のコラムでお悩み解決。ポイントを直感的に理解でき記憶に残ります。音声無料ダウンロード。 

中級スペイン語読みとく文法 

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 9784560086735  

著編者名 西村 君代 発行年 2014 商品コード 1028650389 

文法を一通り終えても出てくるスペイン語の疑問。そんな「？」が整理されていく、先生が丁寧に教えてくれるよ
うな「読む文法書」。 

中級中国語読みとく文法 

同時1アクセス（本体） ¥5,060 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784560085875  

著編者名 三宅 登之 発行年 2012 商品コード 1028650388 

中国語の考え方がわかる！ 一通り学んだのに今ひとつ全体像がつかめない、という人にぴったりの読む文法書。 

2019年11月 

2019年 新規配信タイトル 



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 
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好評配信中タイトル  

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

26冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥92,180 ¥138,270 

寝ながら読める外国語！ 文法用語抜きで！ 
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！ 

言葉のしくみ シリーズ  

2019年11月 
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