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文学・芸術関連のDVDがMaruzen eBookLibraryで動画配信中!! 

映像国語便覧 全10巻 

見る、聴く、資料で理解！ 
国語の授業が興味深く進化する！！ 

国語の代表作を映像化！ 

各社教科書で採用されている作品の中から、 代表的な作品を厳選！ 

各作品の背景や設定を知ることで、また正しい朗読を聞くことでより 

深く作品を理解できる！ 

授業への導入、動機付け等に是非ご活用ください！ 

タイトル 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 

近・現代文篇 全3巻 ¥77,000 ¥118,800 

古文篇 全5巻 ¥128,700 ¥198,000 

漢文篇 全2巻 ¥51,700 ¥79,200 

著者名：  菅野 雅雄 総監修 

制作元：  丸善出版 

発売年月： 2016年1月 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。 2018年11月 

ブラウザで    
動画スタート！ 

再生したい動画を 
選んでクリック！ 

スマホでも 
簡単に視聴！ 

No.2019-474 
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Maruzen eBook Library 
は、スマホでも簡単に閲覧できます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字も簡単に   
拡大！ 

学生にとってさらに 
使い易くなりました！ 

文字 
文字 

文字 

    ＜スマホの操作性で便利に活用＞ 
 

 

 

 

① タップで簡単にページ移動！ 
② フリックで画面をめくる！ 
③ ピンチイン・ピンチアウトで拡大縮小！ など 

画面の拡大も可能！ 

巻き戻しやスキップ、
一時停止なども可能！ 

スクロールで好きな 
場所から再生可能！ 

音声の切替え  
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好評配信中タイトル！ 

発行年：2010年 
漆原 智良 監修 

日本近代文学から代表的20作品を選び、映画やアニメでストーリーを紹介し、
出演者がその作品の背景・作者をわかりやすく解説。 
1作品約10分～20分で完結。授業にも最適です。 

タイトル 冊子版ISBN 商品コード 

第１巻 坊っちゃん ／高瀬舟・舞姫 9784843333334  1028499611 

第２巻 鼻・杜子春・羅生門／野菊の墓  
／田舎教師 

9784843333341  1028499612 

第３巻 耳なし芳一・雪女／怪談牡丹燈籠／高野聖 
／たけくらべ 

9784843333358  1028499613 

第４巻 銀河鉄道の夜／山月記／生まれ出づる悩み
／武蔵野姫 

9784843333365 1028499614 

第５巻 人間失格／檸檬／こころ 9784843333372 1028499615 

ものがたり日本文学史 
万葉集から大江健三郎まで、知ってたつもりの文学史を再発見!  
兼行、芭蕉、鴎外……文豪が語る文学史。 

タイトル 冊子版ISBN 商品コード 

第１巻 上代篇・中古篇 9784843337165  1028499607 

第２巻 中世篇・近世篇 9784843337172  1028499608 

第３巻 近代篇Ⅰ・近代篇Ⅱ・現代篇 9784843337189  1028499609 

発行年：2012年 
ゆまに書房編集部編 

全
5
巻 

全5巻揃価格 

同時1アクセス（本体）：¥ 99,000 同時3アクセス（本体）：¥148,500 

商品コード 1028499610  

各巻価格 同時1アクセス（本体）：¥19,800 同時3アクセス（本体）：¥29,700 

全3巻揃価格 

同時1アクセス（本体）：¥ 59,400 同時3アクセス（本体）：¥89,100 

商品コード 1028499606  

各巻価格 同時1アクセス（本体）：¥19,800 同時3アクセス（本体）：¥29,700 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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れ ふ か だ 落 語 会  
古今亭文菊 

同時1アクセス(本体) ¥9,900  
同時3アクセス(本体) ¥19,800  

商品コード 1030541283 

入門１０年でのスピード真打ち昇進！ 江戸に居るかのような錯覚
を起こさせてくれる心地よい古典落語を聴かせてくれる「古今亭文
菊」。本作では、親子の馬鹿な騙し合いがスリリングな滑稽話「干
物箱」、ついていないうどん屋が主人公の「うどん屋」、親子の情愛
をじっくり聴かせる人情噺「子別れ」の三席を収録。落語界の次代
を担うこと間違いなしの文菊節をたっぷりご堪能ください。 

（約110分） 

れ ふ か だ 落 語 会  
立川志ら乃 

（約110分） 

立川談志が存命中、最初で最後の真打に昇進した孫弟子で 
あり、談志に「俺のDNAが志らくを通じて流れている気がする」と
言われた噺家「立川志ら乃」。本作では「粗忽長屋」「壺算」の 
二席を収録。スーパーマーケットマニアである彼自身が語る
「スーパーマーケットのはなし」もおまけ収録。談志イズムを継承
する志ら乃の豊かな表現力を存分にお楽しみください。 

同時1アクセス(本体) ¥9,900  
同時3アクセス(本体) ¥19,800  

商品コード 1030541282 

TOKYOデジタルニュース 
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昭和40～41年にかけて、旅する民俗学者 宮本常一の企画・監修によって制作さ
れたこのドキュメンタリー作品は、地域社会に生きる“庶民の生活史”の追及をテーマに、
全国各地の習俗、行事、生活、技術など多彩な特色を持つその土地の背景を取材
して、日本人の“生活の詩”を描いた作品です。 

日本の詩情 全3集（全12巻） 揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

￥264,000 ￥528,000 1030483141 

監修：宮本 常一 
企画・製作：株式会社日経映像 

動画  

第一集【まつりと信仰】 
（第1巻～第4巻） 

第二集【地に根づく営みと技】 
（第5巻～第8巻） 

第三集【村里の情景と文化】 
（第9巻～第12巻） 

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 

第一集 【まつりと信仰】 全4巻 揃価格 ￥88,000 ￥176,000 1030483142 

第1巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483143 

第2巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483144 

第3巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483145 

第4巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483146 

第二集 【地に根づく営みと技】 全4巻 揃価格 ￥88,000 ￥176,000 1030483147 

第5巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483148 

第6巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483149 

第7巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483150 

第8巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483151 

第三集 【村里の情景と文化】 全4巻 揃価格 ￥88,000 ￥176,000 1030483152 

第9巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483153 

第10巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483154 

第11巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483155 

第12巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483156 

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

アレグロフレックス  フルセット  ¥1,210,000  ¥1,815,000  1030536528 

アレグロフレックス  
『基礎トレーニング』＆『小編成 金賞バンドの響き』   

¥352,000  ¥528,000  1030536529 

アレグロフレックス 『J.S.バッハのコラール集』＆『行事・式典曲集』 
＆『日本の叙情歌メドレー』   

¥484,000  ¥726,000  1030536530 

アレグロフレックス 『邦人委嘱作編曲集』（I）（II）（III）   ¥374,000  ¥561,000  1030536531 

人数やパートの偏りによる、楽器編成と 
選曲の悩みを解決する、吹奏楽の新メソッド。 

■ＤＶＤ４枚（３９４ｍｉｎ） 
■『新コラール・ハーモニ』 

解説＆練習用楽譜100頁（パート譜付） 
■『楽器別デイリートレーニング』 
解説＆練習用楽譜50頁 

『基礎トレーニング』＆ 
『小編成 金賞バンドの響き』編 

■ＣＤ２枚／全２８曲（８３ｍｉｎ） 
■フルスコア／全２９曲（１５冊） 
■パート譜／全２９曲（１５冊） 

『J.S.バッハのコラール集＆ 
行事・式典曲集』編 
 ＆『日本の叙情歌メドレー』編 

■ＣＤ３枚／全１７曲（１４１ｍｉｎ） 
■フルスコア／全１７曲（１７冊） 
■パート譜／全１７曲（１７冊） 

『邦人委嘱作編曲集 
 （Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）』編 

『アレグロフレックス』フルセット 

■CD5枚/全45曲（総収録時間3時間46分）■DVD4枚（総収録時間6時間27分）  
■『新コラール・ハーモニ』解説＆練習用楽譜100頁（パート譜付） 
■『楽器別デイリートレーニング』解説＆練習用楽譜50頁 
■フルスコア/全46曲（33冊）■パート譜/全46曲（33冊） 

音楽関連デジタル教材 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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モーツァルトを探して 

商品コード 1030968269 

モーツァルト生誕
250周年を記念し、
世界を代表するオー
ケストラや音楽家た
ちの協力を得て製
作された。モーツァ
ルトの足跡をたどる4
万キロの旅を通じて、
この偉大な作曲家の
生涯が語られる。 

ハイドンを探して 

商品コード 1030968271 

ジャナンドレア・ノセ
ダ、サー・ロジャー・
ノリントン、フランス・
ブリュッヘン指揮18
世紀オーケストラ、
エンデリオン弦楽四
重奏団、クリストフ・
ルセとレ・タラン・リリ
ク、など、現代を代
表する音楽家や
オーケストラの名演
奏を収録。 

9巻 揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥435,600 ￥653,400 

世界最高水準の映像ライブラリーをお届けします 

世界の作曲家、芸術家たちを動画でご紹介します。 

EXHIBITION ON SCREEN 
 ～西洋絵画の巨匠シリーズ～ 5巻 揃価格 

同時1アクセス (本体) 同時3アクセス (本体) 

￥242,000 ￥363,000 

作曲家シリーズ4巻 揃価格 

同時1アクセス (本体) 同時3アクセス (本体) 

￥193,600 ￥290,400 

ダ・ヴィンチの展覧会 
商品コード 1030968263 

英国中の映画館で上映
された、レオナルド・ダ・
ヴィンチ展覧会の舞台裏
ツアー。天才的作品を創
造した人物の謎を解き明
かす、他に類を見ない奥
行の深さ！ 

各タイトル価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥48,400 ￥72,600 

ゴッホの展覧会 
商品コード 1030968264 

人々を魅了し、日本で最
も人気のある天才画家の
波瀾万丈の生涯！この
映像作品では、アムステ
ルダムの国立ゴッホ美術
館の全面協力のもと、
ゴッホの傑作の数々を探
究する。 

クロード・モネの展覧会 
商品コード 1030968265 

数々の受賞経験を持つ
フィル・グラブスキーが監
督したこの印象的な映画
で、我々は世界で最も愛
されたと言える画家を新
たな視点で観ることがで
きる。この作品を導くのは、
画家自身の言葉である。 

セザンヌの展覧会 
商品コード 1030968267 

ポール・セザンヌは、古今東
西で最も偉大な芸術家の1人
とされている。この映像作品
はロンドンのナショナル・ポー
トレート・ギャラリー、パリのオ
ルセー美術館、アメリカのワ
シントン・ナショナル・ギャラ
リーを巡回した企画展を基に
している。 

ミケランジェロ －その愛と死－ 

商品コード 1030968266 

ロンドンのナショナル・
ギャラリーで行われる大
展覧会に合わせ、この映
画はミケランジェロの一生
を丹念に、新鮮な視点で
紹介する。 

ショパンを探して 

商品コード 1030968272 

フィル・グラブスキー
監督が紡ぎだす、ピ
アノの詩人フレデリッ
ク・ショパンの音楽と
人生の物語。ショパ
ンという人物、彼の
音楽的才能への新
たな洞察、そして深
遠さを求め、世界の
超一流音楽家のヴィ
ヴィッドな演奏を収
録した。 

ベートーベンを探して 

商品コード 1030968270 

悲劇的な運命と
闘い、耳の病に
倒れ、“不滅の恋
人”を求めながら
も生涯独身を通し
た英雄的で苦悩
に満ちた人物のロ
マンティックな伝
説をつづる。 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。
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