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会話＋文法、入門書の決定版がパワーアップ！

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時1アクセス

(本体)
商品コード

イタリア語 入江 たまよ 2019 9784560088265 ¥4,180 ¥6,270 1031853805

古典ヘブライ語 山田 恵子 2019 9784560088159 ¥7,480 ¥11,220 1031477127

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

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

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

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

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

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

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

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

19冊
揃価格

同時1アクセス(本体) 同時1アクセス(本体)

¥115,940 ¥173,910



● 表示価格は税抜きです。 2020年7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。

定本現代イギリス経済学の群像
―正統から異端へ―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥6,600

同時3アクセス（本体） ¥9,900

冊子版ISBN 9784560097236 

著編者名 根井 雅弘 発行年 2019 商品コード 1031301255

社会主義がベルリンの壁とともに崩れた1989年、現代経済学の起源を米主流派ではなく英ケンブリッジ学派に見出した記念碑的著作。

英語原典で読む経済学史 【スマホ・読上】 （※）
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 9784560096567 

著編者名 根井 雅弘 発行年 2018 商品コード 1029960183

根井ゼミへようこそ！ アダム・スミスからケインズまで、英語原典に直に触れながら経済学の歴史を学ぶ、はじめての経済学史講義！

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。

いまこそ経済成長を取り戻せ ―崩壊の瀬戸際で経済学に

何ができるか―【スマホ・読上】 （※）

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 9784560097182 

著編者名 ダンビサ・モヨ 発行年 2019 商品コード 1031301254

債務膨張・高齢化・格差はじめ世界はハリケーン級の逆風にさらされている。「経済成長」を軸にこれからのデモクラシーを展望する。

ホモ・デジタリスの時代
―AIと戦うための(革命の)哲学―【スマホ・読上】 （※）

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 9784560097212 

著編者名 ダニエル・コーエン 発行年 2019 商品コード 1031210726

AI時代の労働はどうなる？ GAFA等デジタル社会の覇者とどう付き合うべきか。1968年パリ5月革命以後の世界史から経済を説く。

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。

人口半減社会と戦う
―小樽からの挑戦―【スマホ・読上】 （※）

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 9784560097298 

著編者名 小樽市人口減少問題研究会 発行年 2019 商品コード 1031477128

年間二千人の人口減少に直面する小樽市。行政と大学が、所得・市民意識から子育て・マーケティングまで原因と対策を提言する。

新インド入門
―生活と統計からのアプローチ―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥4,180

同時3アクセス（本体） ¥6,270

冊子版ISBN 9784560097076 

著編者名 田中 洋二郎 発行年 2019 商品コード 1030884438

GDPや人口構成、識字率や大学進学率などの統計データと、社会的事件や流行を突き合わせることで浮かび上がる大国インドの姿。

新全体主義の思想史
―コロンビア大学現代中国講義―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥9,240

同時3アクセス（本体） ¥13,860

冊子版ISBN 9784560096994 

著編者名 張 博樹 発行年 2019 商品コード 1030939889

習近平体制を「新全体主義」ととらえ、六四以後の現代中国を壮大なスケールで描く知識社会学の記念碑的著作。天安門事件30年を悼む。
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● 表示価格は税抜きです。 2020年7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。

銃弾とアヘン
―「六四天安門」生と死の記憶―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥7,920

同時3アクセス（本体） ¥11,880

冊子版ISBN 9784560096987 

著編者名 廖 亦武 発行年 2019 商品コード 1031132295

一般民衆の視点から事件の真相に迫り、30年後の今も続く当事者たちの苦難の道のりを追った門外不出のオーラルヒストリー。

絵でわかる韓国語のオノマトペ
―表現が広がる擬声語・擬態語―

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 9784560088098 

著編者名 辛 昭静 発行年 2019 商品コード 1031629273

学習用の音声データが無料でダウンロード可能です。詳細は「音声ダウンロード」のページをご参照ください。 星はパンチャクパンチャクと
輝き、心臓はトゥグンドゥグン。一度は使ってみたい韓国語のオノマトペ。絵で説明、ニュアンスがわかる！★音声無料ダウンロード

スペイン語文法ライブ講義!
同時1アクセス（本体） ¥4,180

同時3アクセス（本体） ¥6,270

冊子版ISBN 9784560087633 

著編者名 加藤 伸吾 発行年 2017 商品コード 1031853806

授業をそのままお届け！ 軽い語り口、だけど初級終了までしっかりカバー。覚え方＆考え方のコツも投入した、読めちゃう文法書です。

カモメに飛ぶことを教えた猫 改版 【スマホ・読上】

（白水Uブックス） （※）

同時1アクセス（本体） ¥1,980

同時3アクセス（本体） ¥2,970

冊子版ISBN 9784560072233 

著編者名 ルイス・セプルベダ 発行年 2019 商品コード 1030593797

黒猫のゾルバが、ひん死のカモメに誓った三つの約束。その約束をまもるには、大いなる知恵と、なかまたちの協力が必要だった……。

フランス語で話す自分のこと日本のこと
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 9784560087466 

著編者名 田中 幸子 発行年 2017 商品コード 1031477126

音声アプリが無料でダウンロード可能です。詳細は「音声アプリのご利用方法」の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。 それぞれのセンテンスは短くてOK。大切なのは、センテンスをつなぐテクニック、 説明を組み立てる力と、ほんの少しの勇
気です。★音声無料ダウンロード

エリ・ヴィーゼルの教室から
―世界と本と自分の読み方を学ぶ―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥6,600

同時3アクセス（本体） ¥9,900

冊子版ISBN 9784560097205 

著編者名 アリエル・バーガー 発行年 2019 商品コード 1031629274

「教師」を自認した、ノーベル平和賞受賞者であり、収容所体験『夜』の作家による大学講義。愛弟子が恩師の教えを逸話満載で詳解。

モンテーニュの言葉 ―人生を豊かにする365の名言―

【スマホ・読上】 （※）

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 9784560097151 

著編者名 モンテーニュ 発行年 2019 商品コード 1031325339

仕事、名声、外見、友情、結婚、国家、病気、老いについて……人間のすべての問いに対し深い思索を重ねた『エセー』のエッセンス。

ヴァイキングの暮らしと文化 新装版
【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥6,600

同時3アクセス（本体） ¥9,900

冊子版ISBN 9784560097410 

著編者名 レジス・ボワイエ 発行年 2019 商品コード 1031853807

北欧の海賊という間違ったイメージではなく、洗練された芸術や文学をもち高度な技術をそなえた人々の、ありのままの姿を明らかにする。

海の乙女の惜しみなさ 【スマホ・読上】（ExLibris） （※）
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 9784560090589 

著編者名 デニス・ジョンソン 発行年 2019 商品コード 1030760052

2017年に没した鬼才が死の直前に脱稿した、『ジーザス・サン』に続く26年ぶりの第二短篇集。「老い」と「死」の匂いが漂う遺作。
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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。 2020年7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。

手話通訳者になろう 【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） ¥5,280

冊子版ISBN 9784560097168 

著編者名 木村 晴美 発行年 2019 商品コード 1031224190

手話言語条例の制定が相次ぎ、手話通訳の需要が高まっています。各分野で活躍する手話通訳者にインタビューし、その魅力を探ります。

ことばを紡ぐための哲学
―東大駒場・現代思想講義―【スマホ・読上】 （※）

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 9784560096734 

著編者名 中島 隆博 発行年 2019 商品コード 1030593798

「炎上」からヘイトスピーチまで、敵が敵を生む〈ことばの過剰〉に抗して、ともに生きる場を恢復する、「知の技法」のこれから。

ルネサンス庭園の精神史
―権力と知と美のメディア空間―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥10,560

同時3アクセス（本体） ¥15,840

冊子版ISBN 9784560097113 

著編者名 桑木野 幸司 発行年 2019 商品コード 1031393883

初期近代イタリアを彩る数々の名苑奇園の内に、当時の自然観や美学、哲学、科学、工学が混淆する創造的瞬間を見る、新しい文化史。

指揮者は何を考えているか
―解釈、テクニック、舞台裏の闘い―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥6,600

同時3アクセス（本体） ¥9,900

冊子版ISBN 9784560097090 

著編者名 ジョン・マウチェリ 発行年 2019 商品コード 1030760053

指揮者自身が、音楽解釈から現場の試練まで「指揮者という仕事」をあらゆる角度から論じる、著名な音楽家のエピソード満載の一冊。

バウハウスってなあに? 【スマホ・読上】 （※）

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 9784560096741 

著編者名 インゴルフ・ケルン 発行年 2019 商品コード 1031325338

建築家の父が子と一緒にデッサウのバウハウスを訪れ、50の疑問にやさしく答える初のバウハウス入門絵本。磯崎新氏・深澤直人氏推薦。

アルシノエ二世
―ヘレニズム世界の王族女性と結婚―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥9,680

同時3アクセス（本体） ¥14,520

冊子版ISBN 9784560096673 

著編者名 エリザベス・ドネリー・カーニー 発行年 2019 商品コード 1029960184

プトレマイオス王朝初期、一夫多妻から兄弟姉妹婚への時代を生き抜いた「クレオパトラの先駆者」アルシノエ二世の壮絶な生涯を追う。

フクロウ ―その歴史・文化・生態―【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体） ¥6,160

同時3アクセス（本体） ¥9,240

冊子版ISBN 9784560096925 

著編者名 デズモンド・モリス 発行年 2019 商品コード 1030652887

最古の鳥類とも言われるこの謎めいた鳥の歴史・文化・生態を、『裸のサル』で知られる著名な動物行動学者が存分に解き明かす。

水族館の歴史
―海が室内にやってきた―【スマホ・読上】 （※）

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 9784560097243 

著編者名 ベアント・ブルンナー 発行年 2019 商品コード 1031009575

「生きた博物館」にして人工の生態系でもある水族館。その誕生と発展をたどり、水族館の現在を見つめるユニークな文化史。図版多数。
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