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にほんご多読ブックスシリーズ《第１･２期》 全45巻 

にほんご多読ブックスは、日本語学習者向けに編集された「読み物シリーズ」です。 

6段階のレベルがあり、初学者から中上級者まで、無理なく読み進めることができます。 

レベルごとに、言葉や文法が制限されているので、やさしいレベルから順番に読む体験ができま
す。下記のNPO多言語多読のサイトから1期の朗読音声が無料ダウンロード可能です。2期音声も
追加されます。 ＜アドレス：http://tadoku.org/learners/book_ja/mp3downloads＞ 

第１期   
全34巻セット特価 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥49,775 ¥149,325 
＜商品コード：1018853682＞ 

第２期   
全11巻揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥18,150 ¥54,450 
＜商品コード：1023699168＞ 
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level  期間 書名 著編者 発行年 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

level 0 

第1期 
田舎のネズミと町のネズミ ―イソップ物語より― NPO多言語多読 2015 ¥1,485  ¥4,455  1018853684 

屋久島  片山 智子 2015 ¥1,485  ¥4,455  1018853685 

第2期 

私はだれでしょう?  鈴木 和子 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699170 

おもしろい!日本のトイレ  川本 かず子 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699171 

きょうだい ―明と由香の一年― 田中 るり子 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699172 

ニホンザル 粟野 真紀子 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699173 

キツネとカラス・ネズミの相談  多言語多読 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699175 

ロボットD太 ―「はじめまして」「いただきます」― 遠藤 和彦 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699176 

level 1 

第1期 
船  松田 緑 2015 ¥1,485  ¥4,455  1018853686 

招き猫 谷川 順子 2015 ¥1,485  ¥4,455  1018853687 

第2期 

日本の行事  粟野 真紀子 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699174 

ロボットD太 ―「日記」― 遠藤 和彦 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699177 

南の島のタクシー  谷川 順子 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699178 

みにくいアヒルの子  アンデルセン 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699179 

どうして蚊は人の血を吸う?  レ・チョン・ギー 2017 ¥1,650  ¥4,950  1023699180 

level 2 

第1期 

サルとカニ  NPO多言語多読 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853688 

裸の王様  アンデルセン 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853689 

赤ずきんちゃん ―グリム童話より― NPO多言語多読 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853690 

悪魔の散歩  豊島 与志雄 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853691 

ジャックと豆の木 ―イギリス民話より― NPO多言語多読 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853692 

シンデレラ  シャルル・ペロー 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853693 

「二人の恋人」他2話 ―イソップ物語より― NPO多言語多読 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853694 

ヘンゼルとグレーテル ―グリム童話より― NPO多言語多読 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853695 

老人の町  今井 弘美 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853696 

屁っこき嫁  唐澤 晴美 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853697 

level 3 

よだかの星  宮沢 賢治 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853698 

梨とり兄弟  川本 かずこ 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853699 

ばかオンダル: 三国史記より  徐 毅植 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853700 

日本の神話～海幸山幸 ―古事記より― 松田 緑 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853701 

大男の話  新美 南吉 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853702 

天狗の鼻  豊島 与志雄 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853703 

五兵衛と津波  小泉 八雲 2015 ¥1,650  ¥4,950  1018853704 

level 4 

広島宮島  中崎 温子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853705 

女王卑弥呼  長嶋 啓子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853707 

奈良の大仏  白石 ひろ子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853709 

おちくぼ物語  浦川 やす子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853714 

落語 ―「馬小屋の火事」「風呂敷包み」― 長嶋 啓子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853715 

中国の悲しい恋物語 ―「孟姜女」「梁山伯と祝英台」― 李 園園 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853708 

信長・秀吉・家康 ―戦国時代を生きた三武将― 中崎 温子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853711 

クリスマス・キャロル  チャールズ・ディケンズ 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853712 

京都  小松 和恵 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853713 

羅生門・トロッコ  芥川 龍之介 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853706 

赤毛クラブ  コナン・ドイル 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853710 

level 5 
坂本龍馬 ―日本を変えた若者― 中崎 温子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853716 

野口英世 ―日本が生んだ世界的医学者― 宮島 京子 2015 ¥1,980  ¥5,940  1018853717 

2019年2月 

にほんご多読ブックスシリーズ《第１･２期》 全45巻 
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ウィトゲンシュタインの哲学的思索の軌跡は、二十世紀の知的世界が遭遇した一つの事件であった。比
類のない分析力のおもむくところは、論理的に完璧な言語の構想から、具体的な語の使われ方に文法

を見出そうとするところにまで及び、考察の照準は、一貫して言語の批判に向けられていた。 

ウィトゲンシュタイン全集 全12巻 
L.ウィトゲンシュタイン 著 

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 

論理哲学論考 ; 草稿1914-1916 ; 論理形式について （1） 1975 9784469110111 ¥11,000  ¥16,500  1012480839 

哲学的考察 （2） 1978 9784469110128 ¥13,750  ¥20,625  1012480840 

哲学的文法 1 （3） 1975 9784469110135 ¥11,550  ¥17,325  1012480841 

哲学的文法 2 （4） 1976 9784469110142 ¥11,825  ¥17,737  1012480842 

ウィトゲンシュタインとウィーン学団 . 倫理学講話 （5） 1976 9784469110159 ¥13,750  ¥20,625  1012480843 

青色本・茶色本 . 「個人的経験」および「感覚与件」について . フ
レーザー『金枝篇』について （6） 

1975 9784469110166 ¥13,750  ¥20,625  1012480844 

数学の基礎 （7） 1976 9784469110173 ¥13,750  ¥20,625  1012480845 

哲学探究 （8） 1976 9784469110180 ¥12,375  ¥18,562  1012480846 

確実性の問題 . 断片 （9） 1975 9784469110197 ¥12,925  ¥19,387  1012480847 

講義集 （10） 1977 9784469110203 ¥10,175  ¥15,262  1012480848 

心理学の哲学 1 （補巻1） 1985 9784469110265 ¥12,650  ¥18,975  1012480849 

心理学の哲学 2 （補巻2） 1988 9784469110272 ¥11,000  ¥16,500  1012480850 

5 

全12巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥148,500  ¥222,750  

＜商品コード：1012480838＞ 
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英語教育学大系 全13巻 

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 

大学英語教育学 ―その方向性と諸分野―（第1巻） 森住 衛 2010 9784469142310 ¥8,800  ¥26,400  1020252896 

英語教育政策 ―世界の言語教育政策論をめぐって―（第2巻） 矢野 安剛 2011 9784469142327 ¥8,800  ¥26,400  1020252897 

英語教育と文化 ―異文化間コミュニケーション能力の養成―（第3巻） 塩沢 正 2010 9784469142334 ¥8,800  ¥26,400  1020252898 

21世紀のESP ―新しいESP理論の構築と実践―（第4巻） 寺内 一 2010 9784469142341 ¥8,800  ¥26,400  1020252899 

第二言語習得 ―SLA研究と外国語教育―（第5巻） 佐野 富士子 2011 9784469142358 ¥8,800  ¥26,400  1020252900 

成長する英語学習者 ―学習者要因と自律学習―（第6巻） 小嶋 英夫 2010 9784469142365 ¥8,800  ¥26,400  1020252901 

英語教師の成長 ―求められる専門性―（第7巻） 石田 雅近 2011 9784469142372 ¥8,800  ¥26,400  1020252902 

英語研究と英語教育 ―ことばの研究を教育に活かす―（第8巻） 岡田 伸夫 2010 9784469142389 ¥8,800  ¥26,400  1020252903 

リスニングとスピーキングの理論と実践 ―効果的な授業を目指して―
（第9巻） 

冨田 かおる 2011 9784469142396 ¥8,800  ¥26,400  1020252904 

リーディングとライティングの理論と実践 ―英語を主体的に「読む」・
「書く」―（第10巻） 

木村 博是 2010 9784469142402 ¥8,800  ¥26,400  1020252905 

英語授業デザイン ―学習空間づくりの教授法と実践―（第11巻） 山岸 信義 2010 9784469142419 ¥8,800  ¥26,400  1020252906 

英語教育におけるメディア利用 ―CALLからNBLTまで―（第12巻） 見上 晃 2011 9784469142426 ¥8,800  ¥26,400  1020252907 

テスティングと評価 ―4技能の測定から大学入試まで―（第13巻） 石川 祥一 2011 9784469142433 ¥8,800  ¥26,400  1020252908 

全13巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥114,400  ¥343,200  

＜商品コード：1020252893＞ 

英語教育学の研究成果を積み上げ、日本の英語教育の将来を考えるとともに、
明日の授業の改善を目指すシリーズ。 
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大修館英語教育セレクション① 全22巻 

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 

英語教師のための第二言語習得論入門 白井 恭弘 2012 9784469245707 ¥3,300  ¥9,900  1018710928 

アメリカの大統領はなぜジョークを言うのか ―名句・迷言・ジョーク集― 丸山 孝男 2011 9784469245646 ¥3,850  ¥11,550  1018710936 

英文契約書を読みこなす 新版 大崎 正瑠 2011 9784469245622 ¥5,225  ¥15,675  1018710934 

英語辞書をフル活用する7つの鉄則 磐崎 弘貞 2011 9784469245639 ¥4,400  ¥13,200  1018710930 

本格派のための「英文解釈」道場 筒井 正明 2010 9784469245547 ¥6,050  ¥18,150  1018710918 

英日実務翻訳の方法 改訂版 田原 利継 2009 9784469245400 ¥4,125  ¥12,375  1018710933 

論理的な英語が書ける本 崎村 耕二 2009 9784469245448 ¥6,600  ¥19,800  1018710932 

英語ネイティブ度判定テスト 小池 直己 2009 9784469245493 ¥2,200  ¥6,600  1018710915 

英語ジョーク見本帖 丸山 孝男 2007 9784469245233 ¥4,125  ¥12,375  1018710917 

英語力はどのように伸びてゆくか 
 ―中学生の英語習得過程を追う―（英語教育21世紀叢書 010） 

太田 洋 2003 9784469244823 ¥5,225  ¥15,675  1018710927 

ここまで通じる日本人英語 ―新しいライティングのすすめ― 宮田 学 2002 9784469244779 ¥6,325  ¥18,975  1018710931 

英語テスト作成の達人マニュアル （英語教育21世紀叢書 008） 静 哲人 2002 9784469244717 ¥6,600  ¥19,800  1018710926 

インターネットを活かした英語教育 （英語教育21世紀叢書 007） 杉本 卓 2002 9784469244724 ¥4,950  ¥14,850  1018710925 

英語教師のための新しい評価法 （英語教育21世紀叢書 006） 松沢 伸二 2002 9784469244748 ¥6,600  ¥19,800  1018710924 

英語授業改善のための処方箋 
 ―マクロに考えミクロに対処する―（英語教育21世紀叢書 004） 

金谷 憲 2002 9784469244694 ¥4,950  ¥14,850  1018710923 

ホワイトハウスの英語塾 ―comeとgoでここまで言える― 根岸 裕 2002 9784469244786 ¥4,950  ¥14,850  1018710919 

英語ジョークの教科書 丸山 孝男 2002 9784469244687 ¥5,225  ¥15,675  1018710916 

実践的コミュニケーションの指導 （英語教育21世紀叢書 003） 高橋 正夫 2001 9784469244601 ¥5,500  ¥16,500  1018710921 

コミュニケーションのための英文法 （英語教育21世紀叢書 002） 萩野 俊哉 2000 9784469244526 ¥4,950  ¥14,850  1018710922 

アクション・リサーチのすすめ 
 ―新しい英語授業研究―（英語教育21世紀叢書 001） 

佐野 正之 2000 9784469244533 ¥4,950  ¥14,850  1018710920 

コンパクトビジネス英語入門 村上 雅則 1996 9784469243970 ¥3,575  ¥10,725  1018710935 

英英辞典活用マニュアル [正] ―こんなこともできる― 磐崎 弘貞 1990 9784469211627 ¥3,575  ¥10,725  1018710929 

全22巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥107,250  ¥321,750  

＜商品コード：1018710913＞ 

『英語教育』は、1952年に創刊された、英語教育に関わる方のための最も歴史ある月刊専門誌です。英語教育と
その関連分野の最新の情報を提供、英語教育の諸問題について理論と実践の両面からとりあげています。 
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大修館英語教育セレクション② 全23巻 

全23巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥129,250  ¥387,750  

＜商品コード：1022296132＞ 

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 

英語教師のためのコーパス活用ガイド 赤野 一郎 2014 9784469245851 ¥5,500  ¥16,500  1022296153 

バイリンガリズム入門 山本 雅代 2014 9784469245868 ¥5,500  ¥16,500  1022296142 

教室英語表現事典 ―英語で授業を行うために―新版 染矢 正一 2013 9784469041781 ¥9,900  ¥29,700  1022296156 

学校用語英語小事典 第4版 竹田 明彦 2013 9784469245790 ¥6,050  ¥18,150  1022296154 

ワークシートを活用した実践アクション・リサーチ 
 ―理想的な英語授業をめざして― 

三上 明洋 2010 9784469245523 ¥3,575  ¥10,725  1022296144 

小学校英語の教育法 ―理論と実践― アレン玉井 光江 2010 9784469245486 ¥6,050  ¥18,150  1022296143 

英語教育用語辞典 改訂版 白畑 知彦 2009 9784469245394 ¥6,875  ¥20,625  1022296155 

「フォーカス・オン・フォーム」を取り入れた新しい英語教育 和泉 伸一 2009 9784469245479 ¥6,050  ¥18,150  1022296136 

英語教師のための発問テクニック 
 ―英語授業を活性化するリーディング指導― 

田中 武夫 2009 9784469245424 ¥6,050  ¥18,150  1022296134 

英文法指導Q&A 
 ―こんなふうに教えてみよう―（英語教育21世紀叢書 018） 

萩野 俊哉 2008 9784469245356 ¥4,950  ¥14,850  1022296146 

中学校英語授業指導と評価の実際 
 ―確かな学力をはぐくむ―（英語教育21世紀叢書 016） 

杉本 義美 2006 9784469245158 ¥3,300  ¥9,900  1022296147 

第二言語習得研究から見た効果的な英語学習法・指導法 村野井 仁 2006 9784469245134 ¥4,400  ¥13,200  1022296137 

はじめてのアクション・リサーチ ―英語の授業を改善するために― 佐野 正之 2005 9784469245073 ¥4,400  ¥13,200  1022296145 

第二言語習得研究の現在 ―これからの外国語教育への視点― 小池 生夫 2004 9784469244991 ¥7,700  ¥23,100  1022296139 

英語習得の「常識」「非常識」 ―第二言語習得研究からの検証― 白畑 知彦 2004 9784469244984 ¥4,675  ¥14,025  1022296138 

「苦手」を「好き」に変える英語授業 ―アイディア集―（英語教育21
世紀叢書 011） 

瀧口 優 2003 9784469244830 ¥4,675  ¥14,025  1022296152 

英語教師のためのExcel活用法 （英語教育21世紀叢書 012） 清川 英男 2003 9784469244854 ¥4,950  ¥14,850  1022296151 

日本語を活かした英語授業のすすめ （英語教育21世紀叢書 013） 吉田 研作 2003 9784469244847 ¥4,675  ¥14,025  1022296150 

日本の英語教育200年 （英語教育21世紀叢書 014） 伊村 元道 2003 9784469244861 ¥6,600  ¥19,800  1022296149 

英語語彙の指導マニュアル （英語教育21世紀叢書 015） 望月 正道 2003 9784469244878 ¥5,500  ¥16,500  1022296148 

より良い英語授業を目指して ―教師の疑問と悩みにこたえる― 斎藤 栄二 2000 9784469244519 ¥7,425  ¥22,275  1022296140 

ライティングのための英文法 萩野 俊哉 1998 9784469244229 ¥4,950  ¥14,850  1022296135 

バイリンガル(2言語使用者) ―その実像と問題点― 山本 雅代 1991 9784469243079 ¥5,500  ¥16,500  1022296141 
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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。 2019年2月 

大修館英語表現セレクション① 

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 

和英表現辞典 松井 恵美 2003 9784469041644 ¥25,300  ¥75,900  1022296159 

英作文用法事典 2 望月 昭彦 1994 9784469041286 ¥17,875  ¥53,625  1022296161 

英作文用法事典 1 望月 昭彦 1991 9784469041255 ¥16,500  ¥49,500  1022296160 

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 

日英対照名詞の意味と構文 影山 太郎 2011 9784469245684 ¥6,875  ¥20,625  1022296173 

日英対照形容詞・副詞の意味と構文 影山 太郎 2009 9784469245417 ¥7,150  ¥21,450  1022296172 

日英対照動詞の意味と構文 影山 太郎 2001 9784469244595 ¥6,875  ¥20,625  1022296171 

大修館 日英対照英語学シリーズ 

3冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥59,675  

同時３アクセス(本体) ¥179,025  

＜商品コード：1022296157＞ 

3冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥20,900  

同時３アクセス(本体) ¥62,700  

＜商品コード：1022296169＞ 
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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。 2019年2月 

篠沢フランス文学講義 全5巻 

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 

文学言語の成熟 （1） 1979 9784469250169 ¥7,700  ¥11,550  1014985276 

絶対を求めて （2） 1980 9784469250176 ¥8,250  ¥12,375  1014985277 

ベル・エポックの輝き （3） 1988 9784469250305 ¥7,700  ¥11,550  1014985278 

伝統からの解放 （4） 2000 9784469250657 ¥8,250  ¥12,375  1014985279 

大洪水の時代 （5） 2000 9784469250664 ¥8,250  ¥12,375  1014985280 

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 

フランス語名詞化辞典 大賀 正喜 2004 9784469051780 ¥4,400  ¥13,200  1022296165 

現代フランス情報辞典 
 ―キーワードで読むフランス社会―改訂版 

草場 安子 2003 9784469250701 ¥8,800  ¥26,400  1022296164 

現代フランス語表現辞典 ロベール・ペロー 1981 9784469051742 ¥13,750  ¥41,250  1022296167 

現代フランス語法辞典 ポール・リーチ 1975 9784469051667 ¥11,550  ¥34,650  1022296168 

大修館フランス語セレクション① 全4巻 

篠沢 秀夫 著 

むずかしいことも平易な表現で語
る卓抜な技能の持ち主・篠沢教授
が、切り口も鮮やかに作家、作品、
時代を見せてくれるフランス文学
の名講義。 

全5巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥40,150  

同時３アクセス(本体) ¥60,225  

＜商品コード：1014985275＞ 

全4巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥38,500  

同時３アクセス(本体) ¥115,500  

＜商品コード：1022296162＞ 
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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。 2019年2月 

大修館敬語表現セレクション 全5巻 

全5巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥26,950  ¥80,850  

＜商品コード：1018710896＞ 

敬語マスター 
 ―まずはこれだけ三つの基本― 

同時1アクセス（本体） ¥3,850 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784469222357  

著編者名 蒲谷 宏 発行年 2014 商品コード 1018710902 

普通の言葉をどのようにして敬語に言い換えればよいのか。敬語を「高くする敬語」「改まりを示す敬語」「恩恵を表す
敬語」の3つの観点から整理して説明し、実際に使いこなせるよう具体的な方法を紹介する。書き込み欄あり。 

待遇コミュニケーション論 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784469222272  

著編者名 蒲谷 宏 発行年 2013 商品コード 1018710901 

現代共通日本語における待遇コミュニケーションを対象に、敬語、敬語表現、敬語コミュニケーションの本質を明らか
にするとともに、それを超えた表現やコミュニケーションの仕組みを解き明かす。 

敬語表現ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784469221992  

著編者名 蒲谷 宏 発行年 2009 商品コード 1018710900 

敬語の基本的な性質や待遇表現における「丁寧さ」の原理を明らかにし、豊富な具体例をあげて解説した、よりよい日
本語コミュニケーションを目指す人のためのハンドブック。 

敬語表現教育の方法 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784469221831  

著編者名 蒲谷 宏 発行年 2006 商品コード 1018710899 

「だれが、だれに、だれのことを」、そして「どういう時に、どういう所で、どういう状況で」、敬語を使うのか？ 従来の「尊
敬・謙譲・丁寧」などの分析的な捉え方を抜け出して、コミュニケーションの中で敬語を考え直す。 

敬語表現 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784469221435  

著編者名 蒲谷 宏 発行年 1998 商品コード 1018710898 

敬語を「待遇表現」〈人間関係や場に対する表現主体（話し手・書き手）の配慮に基づく表現〉という視点からとらえ、不
自然でなく心を伝えるための敬語表現について、文例を挙げながら解説する。 
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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。 2019年2月 

大修館言語学セレクション① 全8巻 

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 

魚はなぜ群れで泳ぐか 有元 貴文 2007 9784469213096 ¥4,125  ¥12,375  1018710912 

個性はどう育つか  菅原 ますみ 2003 9784469212785 ¥4,675  ¥14,025  1018710911 

危機言語を救え! ―ツンドラで滅びゆく言語と向き合う― 呉人 恵 2003 9784469212792 ¥4,400  ¥13,200  1018710910 

言語が生まれるとき・死ぬとき  町田 健 2001 9784469212631 ¥4,125  ¥12,375  1018710909 

日本語の値段  井上 史雄 2000 9784469212594 ¥4,400  ¥13,200  1018710908 

骨が語る ―スケルトン探偵の報告書― 鈴木 隆雄 2000 9784469212556 ¥4,125  ¥12,375  1018710907 

「食」の記号学 ―ヒトは「言葉」で食べる― 五明 紀春 1996 9784469212037 ¥4,675  ¥14,025  1018710905 

発見の興奮 ―言語学との出会い― 中島 平三 1995 9784469211948 ¥4,125  ¥12,375  1018710906 

大修館・ドルフィン・ブックス 

全23巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥34,650  ¥103,950  

＜商品コード：1018710903＞ 

日本語学習タイトル 

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 

文章のレッスン 前田 巍 2008 9784469213195 ¥5,500  ¥16,500  1022296174 

実践ロジカル・シンキング入門 ―日本語論理トレーニング― 野内 良三 2003 9784469212761 ¥5,500  ¥16,500  1022296176 

文章の勉強 ―フレッシュマンの日本語技法― 前田 巍 1999 9784469212372 ¥4,950  ¥14,850  1022296175 
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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。 2019年2月 

中国学芸大事典 

大修館漢方・針灸セレクション ３冊 

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 

針灸の歴史 ―悠久の東洋医術―（あじあブックス 077） 2015 9784469233179 ¥5,940  ¥17,820  1022296131 

漢方の歴史 ―中国・日本の伝統医学―新版（あじあブックス 076） 2014 9784469233162 ¥5,610  ¥16,830  1022296130 

日本漢方典籍辞典 1999 9784469012620 ¥19,800  ¥59,400  1022296129 

3冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥31,350  

同時３アクセス(本体) ¥94,050  

＜商品コード：1022296127＞ 

日本で中国文学に対するリファレンスはあまり多くありません。その中で、基本的なリファレンスとなる
「中国学芸大事典」が電子化されました。 

同時１アクセス(本体) ¥37,400  

同時３アクセス(本体) ¥56,100  

冊子版ISBN 9784469032017 

商品コード 1014985274 

近藤 春雄 著 1978年 発行 

中国古代から20世紀後半にいたるまで、文学を主として、思想、言語、
音韻、文字、目録、書画、宗教、天文、暦数、歴史、地理、音楽等の諸学
にわたる11500項目の見出し語を収めた大事典。具体的には、学術用語
の解説、人物の伝記、書籍の解題、有名作品の解題、見出し項目関連
論文名、参考書などにわたる。付録として中国学芸年表、中国主要叢書
内容一覧、中国年号索引、日本年号索引を付す。 

文学だけでなく、歴史的かつ文化的背景を備えた基本的なリファレンスです。 
多大な利便性がありますが、漢詩・中国文学は、日本の古典～近代文学に多大なる影響を与えていることもその
一例に挙げられるでしょう。人物や作品だけでなく、その手法・解題もまた詳細に調べることが出来るため、電子
資料として、今まで以上に深い知識の連鎖を生み出します。まさに、大学図書館必携の電子資料といえます。 
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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。 2019年2月 

大修館保健体育セレクション 全18冊 

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 

カウンターアタック ―返し技・反撃の戦略思考― 永井 洋一 2012 9784469267389 ¥4,125  ¥6,187  1016467375 

賢いスポーツ少年を育てる 
 ―みずから考え行動できる子にするスポーツ教育― 

永井 洋一 2010 9784469267044 ¥4,125  ¥6,187  1016467374 

「気づき」で変わるミドルエイジの健康エクササイズ 武井 正子 2009 9784469266900 ¥4,400  ¥6,600  1016467369 

運動指導の心理学 
 ―運動学習とモチベーションからの接近―新版 

杉原 隆 2008 9784469266733 ¥5,225  ¥7,837  1016467376 

思春期の性 ―いま、何を、どう伝えるか― 岩室 紳也 2008 9784469266603 ¥4,400  ¥6,600  1016467363 

元気をつくるシニアエイジの健康エクササイズ 武井 正子 2007 9784469265897 ¥4,675  ¥7,012  1016467368 

バレーボールのメンタルマネジメント 
 ―精神的に強いチーム・選手になるために― 

遠藤 俊郎 2007 9784469266252 ¥3,850  ¥5,775  1016467366 

ベストプレイへのメンタルトレーニング 
 ―心理的競技能力の診断と強化―改訂版 

徳永 幹雄 2003 9784469265286 ¥4,125  ¥6,187  1016467365 

スポーツ産業論 松田 義幸 1996 9784469263329 ¥6,325  ¥9,487  1016467373 

健康教育への招待 
 ―保健体育教師、養護教諭、学級担任のために― 

高橋 浩之 1996 9784469263404 ¥4,400  ¥6,600  1016467371 

エイズ ―いま、何を、どう伝えるか― 岩室 紳也 1996 9784469263442 ¥3,300  ¥4,950  1016467364 

私の信じたバスケットボール 吉井 四郎 1994 9784469262797 ¥9,900  ¥14,850  1016467380 

父親のための性教育入門 山本 直英 1993 9784469262469 ¥4,400  ¥6,600  1016467370 

運動処方の実際 
 ―適正運動量はこうして決める―6版（PH選書） 

池上 晴夫 1992 9784469163216 ¥3,575  ¥5,362  1016467367 

これからの養護教諭 ―教育的視座からの提言― 森 昭三 1991 9784469262094 ¥4,125  ¥6,187  1016467372 

特殊戦法による攻防 （バスケットボール指導全書 3） 吉井 四郎 1989 9784469163681 ¥10,175  ¥15,262  1016467379 

基本戦法による攻防 （バスケットボール指導全書 2） 吉井 四郎 1987 9784469163674 ¥7,700  ¥11,550  1016467378 

コーチングの理論と実際 （バスケットボール指導全書 1） 吉井 四郎 1986 9784469163667 ¥7,700  ¥11,550  1016467377 

全18冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥96,525  ¥144,787  

＜商品コード：1016467381＞ 
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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。 2019年2月 

大修館保健体育セレクション② 全14巻 

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 

男子の性教育 ―柔らかな関係づくりのために― 村瀬 幸浩 2014 9784469267600 ¥4,125  ¥12,375  1019053054 

保健体育教師になろう! 
 ―不安に応える現役教師からのアドバイス― 

伊藤 博子 2014 9784469267563 ¥4,125  ¥12,375  1019053053 

スポーツモチベーション ―スポーツ行動の秘密に迫る!― 西田 保 2013 9784469267518 ¥6,050  ¥18,150  1019053052 

日本医家列伝 ―鑑真から多田富雄まで― 鈴木 昶 2013 9784469267457 ¥7,700  ¥23,100  1019053051 

体育授業のためのやさしい教授学 桑原 昭徳 2012 9784469267358 ¥4,125  ¥12,375  1019053050 

体育の教材を創る 
 ―運動の面白さに誘い込む授業づくりを求めて― 

岩田 靖 2012 9784469267280 ¥5,500  ¥16,500  1019053049 

ランニングリテラシー ―走って読んで再発見!― ランニング学会 2011 9784469267211 ¥4,400  ¥13,200  1019053048 

バスケットボール物語 ―誕生と発展の系譜― 水谷 豊 2011 9784469267099 ¥4,675  ¥14,025  1019053047 

乳酸を使いこなすランニング 八田 秀雄 2011 9784469267259 ¥4,125  ¥12,375  1019053046 

スポーツ指導者のためのコンディショニングの基礎知識 山本 利春 2010 9784469267075 ¥4,125  ¥12,375  1019053045 

生涯スポーツの理論と実 
際 ―豊かなスポーツライフを実現するために―改訂版 

日下 裕弘 2010 9784469266986 ¥6,325  ¥18,975  1019053044 

体育の人間形成論 = Character building in school physical 
education 

友添 秀則 2009 9784469266788 ¥8,800  ¥26,400  1019053043 

きれいになれるランニング 牧野 仁 2008 9784469266719 ¥4,675  ¥14,025  1019053042 

スポーツルールの論理 守能 信次 2007 9784469266382 ¥4,675  ¥14,025  1019053041 

全18冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥73,425  ¥220,275  

＜商品コード：1019053040＞ 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【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87-4　東戸塚N&Fビル1 2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。

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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


