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No.2018-507 

2018年10月 

研究社 

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） 
書名 

必ずものになる話すための英文法 Step1 入門編1 市橋 敬三 2006 9784327451936 ¥3,080 ¥4,620 1016424187 

必ずものになる話すための英文法 Step2 入門編2 市橋 敬三 2006 9784327451943 ¥3,080 ¥4,620 1016424188 

必ずものになる話すための英文法 Step3 初級編1 市橋 敬三 2006 9784327451950 ¥3,080 ¥4,620 1016424189 

必ずものになる話すための英文法 Step4 初級編2 市橋 敬三 2006 9784327451967 ¥3,080 ¥4,620 1016424190 

必ずものになる話すための英文法 Step5 中級編1 市橋 敬三 2008 9784327452117 ¥3,300 ¥4,950 1016424191 

必ずものになる話すための英文法 Step6 中級編2 市橋 敬三 2008 9784327452124 ¥3,300 ¥4,950 1016424192 

必ずものになる話すための英文法 Step7 上級編 市橋 敬三 2010 9784327452353 ¥3,960 ¥5,940 1016424193 

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） 
書名 

ネイティブ添削で学ぶ英文ライティング 英語便 2012 9784327452445 ¥3,960 ¥5,940 1016424180 

ネイティブが教える英語の語法とライティング デイビッド・セイン 2011 9784327452407 ¥3,960 ¥5,940 1016424181 

ネイティブが教える英語の動詞の使い分け デイビッド・セイン 2012 9784327452476 ¥4,400 ¥6,600 1016424182 

ネイティブが教えるほんとうの英語の冠詞の使い方 デイビッド・セイン 2013 9784327452537 ¥3,300 ¥4,950 1016424183 

ネイティブが教える英語の形容詞の使い分け 
 = Natural adjective usage for advanced learners 

デイビッド・セイン 2013 9784327452568 ¥4,180 ¥6,270 1016424184 

ネイティブが教えるほんとうの英語の助動詞の使い方 デイビッド・セイン 2014 9784327452605 ¥3,520 ¥5,280 1016424185 

ネイティブが教える英語の句動詞の使い方 デイビッド・セイン 2014 9784327452612 ¥3,740 ¥5,610 1018717516 

ネイティブが教えるほんとうの英語の前置詞の使い方 デイビッド・セイン 2014 9784327452629 ¥3,520 ¥5,280 1018717517 

ネイティブが教える英語の時制の使い分け デイビッド・セイン 2016 9784327452742 ¥3,740 ¥5,610 1023478240 

◆人気の「ネイティブが教える」シリーズ◆ 

◆必ずものになる話すための英文法◆ 

9冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥34,320 ¥51,480 

7冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥22,880 ¥34,320 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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◆語学関連タイトル◆ 

◆沖縄研究学誌◆ 

10冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥44,000 ¥66,000 

各冊価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥4,400 ¥6,600 

全10冊（Vol.1-1～ Vol.6） 

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 

アウトプットに必要な基本英文法 ジェームス・バーダマン 2015 9784327452674 ¥3,300 ¥4,950 1018717518 

TOEICテスト魔法の単語帳 白野 伊津夫 2009 9784327430641 ¥3,300 ¥4,950 1016424186 

留学英会話ハンドブック ―Campus English A to Z―改訂版 仁木 久恵 2010 9784327452285 ¥3,520 ¥5,280 1016424194 

ほめる英語・励ます英語 ―コミュニケーションを円滑にする― クライド・ダブンポート 2011 9784327440992 ¥4,180 ¥6,270 1016424195 

とっさのときに困らない英語の30秒スピーチ 小坂 貴志 2010 9784327430658 ¥3,960 ¥5,940 1016424196 

語根で覚える英単語 ―語源によるラクラク英単語記憶法― 研究社辞書編集部 2008 9784327452148 ¥3,300 ¥4,950 1016424197 

語根で覚える英単語プラス 
 ―語源によるサクサク英単語10倍記憶法― 

研究社辞書編集部 2010 9784327452315 ¥3,520 ¥5,280 1016424198 

■頂上制覇TOEICテストリーディングPart5&6究極の技術 
(テクニック) ―Book3― 

ロバート・ヒルキ 2013 9784327291037 ¥4,180 ¥6,270 1016424199 

■頂上制覇TOEICテストリーディングPart7究極の技術 
(テクニック) ―Book4― 

ロバート・ヒルキ 2013 9784327291044 ¥5,280 ¥7,920 1016424200 

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊 淳子 2015 9784327384708 ¥2,860 ¥4,290 1018717506 

レストラン・お店で使う英中韓3か国語きほん接客フレーズ 西蔭 浩子 2010 9784327394172 ¥4,840 ¥7,260 1018717508 

ホテル・旅館で使う英中韓3か国語きほん接客フレーズ 西蔭 浩子 2010 9784327394189 ¥4,840 ¥7,260 1018717509 

入門英語音声学 服部 範子 2012 9784327421892 ¥4,400 ¥6,600 1018717510 

アウトプットに必要な基本英語表現 ジェームス・バーダマン 2015 9784327441067 ¥3,080 ¥4,620 1018717511 

理科系のためのかならず書ける英語論文 藤野 輝雄 2006 9784327451998 ¥5,280 ¥7,920 1018717512 

理科系のためのかならず書ける英語論文 
 ―論文作成用ヘルプ&チェック・シート付き―ベーシック版 

藤野 輝雄 2008 9784327452155 ¥3,960 ¥5,940 1018717513 

京大学術語彙データベース基本英単語1110 
京都大学英語学術語彙
研究グループ 2009 9784327452216 ¥3,080 ¥4,620 1018717514 

理科系のための英語論文表現文例集 
 ―ヘルプ・シートでかならず見つかる― 

藤野 輝雄 2012 9784327452452 ¥5,060 ¥7,590 1018717515 

TOEICテスト完全教本新形式問題対応 ロバート・ヒルキ 2016 9784327430863 ¥5,060 ¥7,590 1023478239 

一歩先の英文ライティング 田邉 祐司 2015 9784327452711 ¥3,080 ¥4,620 1023478241 

基礎から学ぶ音声学講義 加藤 重広 2016 9784327377434 ¥5,940 ¥8,910 1023478242 
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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 

日本語文法のしくみ （1） 井上 優 2002 9784327383015 ¥5,500  ¥8,250  1010089931 

日本語音声学のしくみ （2） 猪塚 元 2003 9784327383022 ¥5,500  ¥8,250  1010089932 

言語学のしくみ （3） 町田 健 2001 9784327383039 ¥5,500  ¥8,250  1010089933 

日本語学のしくみ （4） 加藤 重広 2001 9784327383046 ¥5,500  ¥8,250  1010089934 

認知意味論のしくみ （5） 籾山 洋介 2002 9784327383053 ¥5,500  ¥8,250  1010089935 

日本語語用論のしくみ （6） 加藤 重広 2004 9784327383060 ¥5,500  ¥8,250  1010089936 

社会言語学のしくみ （7） 中井 精一 2005 9784327383077 ¥5,500  ¥8,250  1010089937 

◆シリーズ日本語のしくみを探る◆ 

◆その他語学・言語学関連タイトル◆ 

7冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥38,500 ¥57,750 

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 

ベーオウルフ ―古英語叙事詩 : 対訳版― 苅部 恒徳 2007 9784327472122 ¥11,000 ¥13,200 1010089930 

日本英学史叙説 ―英語の受容から教育へ― 庭野 吉弘 2008 9784327377229 ¥12,320 ¥18,480 1010112203 

フィンランド語のすすめ 初級編 佐久間 淳一 2004 9784327394103 ¥7,040 ¥10,560 1017162462 

フィンランド語のすすめ 中級編 佐久間 淳一 2004 9784327394110 ¥7,040 ¥10,560 1017162463 

名句で読む英語聖書 ―聖書と英語文化― 寺沢 芳雄 2010 9784327452292 ¥8,800 ¥13,200 1017162464 

概説スペイン文学史 佐竹 謙一 2009 9784327377274 ¥9,900 ¥14,850 1018717504 

異文化理解入門 ―グローバルな時代を生きるための― 原沢 伊都夫 2013 9784327377342 ¥4,840 ¥7,260 1018717505 

アイルランド語文法 ―コシュ・アーリゲ方言― ミホール・オシール 2008 9784327394127 ¥11,880 ¥17,820 1018717507 

フランス語文法総解説 = Compendium de la grammaire 
française 

町田 健 2015 9784327394332 ¥9,240 ¥13,860 1023478243 

新訳ソシュール一般言語学講義 
フェルディナン・ド・ソ
シュール 2016 9784327378226 ¥7,700 ¥11,550 1023699190 
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◆図書館必携！レファレンス関連◆ 

◆対訳・注釈研究社シェイクスピア選集◆ 

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 

あらし （ 1） シェイクスピア 2009 9784327180010 ¥8,800  ¥13,200  1010089938 

真夏の夜の夢 （ 2） シェイクスピア 2005 9784327180027 ¥8,800  ¥13,200  1010089939 

ヴェニスの商人 （ 3） シェイクスピア 2005 9784327180034 ¥8,800  ¥13,200  1010089940 

宴の夜 （ 4） シェイクスピア 2007 9784327180041 ¥8,800  ¥13,200  1010089941 

ロミオとジュリエット （ 5） シェイクスピア 2007 9784327180058 ¥8,800  ¥13,200  1010089942 

ジューリアス・シーザー （ 6） シェイクスピア 2005 9784327180065 ¥8,800  ¥13,200  1010089943 

マクベス （ 7） シェイクスピア 2004 9784327180072 ¥8,800  ¥13,200  1010089944 

ハムレット （ 8） シェイクスピア 2004 9784327180089 ¥8,800  ¥13,200  1010089945 

リア王 （ 9） シェイクスピア 2005 9784327180096 ¥8,800  ¥13,200  1010089946 

オセロー （ 10） シェイクスピア 2008 9784327180102 ¥8,800  ¥13,200  1010089947 

10冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥88,000 ¥132,000 

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 

イギリス哲学・思想事典 日本イギリス哲学会 2007 9784767490748 ¥13,200 ¥19,800 1010089929 

日本語類義表現使い分け辞典 泉原 省二 2007 9784767490540 ¥12,100 ¥18,150 1010089948 

類義語使い分け辞典 ―日本語類似表現のニュアンスの違いを
例証する― 

田 忠魁 1998 9784327461355 ¥9,900 ¥14,850 1010089949 

20世紀英語文学辞典 = The dictionary of 20th century literature 
in English 

上田 和夫 2005 9784767490663 ¥39,600 ¥59,400 1010112201 

暗号事典 吉田 一彦 2006 9784767491004 ¥8,800 ¥13,200 1010112202 

新編英語教育指導法事典 米山 朝二 2011 9784767491066 ¥7,700 ¥11,550 1014000650 

研究社日本語教育事典 近藤 安月子 2012 9784767491097 ¥7,040 ¥10,560 1014000651 

研究社日本語コロケーション辞典 = Kenkyusha's dictionary of 
Japanese collocations 

柏崎 雅世 2012 9784767491103 ¥12,320 ¥18,480 1014000652 

研究社日本語口語表現辞典 佐藤 友子 2013 9784767491127 ¥10,120 ¥15,180 1015073220 

英語固有名詞語源小辞典 苅部 恒徳 2011 9784767434698 ¥6,600 ¥9,900 1017162465 

漢字ときあかし辞典 円満字 二郎 2012 9784767434711 ¥7,590 ¥11,385 1017162466 

部首ときあかし辞典 円満字 二郎 2013 9784767434759 ¥6,600 ¥9,900 1017162467 

英語語源辞典 縮刷版 寺沢 芳雄 1999 9784767431055 ¥55,000 ¥82,500 1018717519 

漢字の使い分けときあかし辞典 円満字 二郎 2016 9784767434780 ¥7,590 ¥11,385 1023478244 

英語談話標識用法辞典 ―43の基本ディスコース・マーカー― 松尾 文子 2015 9784767434773 ¥13,200 ¥19,800 1023699191 
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