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新規配信タイトル  

多くの雑学ファンから絶賛を浴びた『雑学大全』と『雑学大全Part2』が事典型の縮刷
愛蔵版に！ 約1600項目を収録。  “働きバチは1日6時間しか働かない”，“下手な
医者をなぜ「ヤブ」と呼ぶのか？”，“『浦島太郎』のカメはオスかメスか？”…… 
のような知的好奇心そそる雑学の集大成。    

東京雑学研究会 編  2012年発行 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥4,840  ¥9,680  

＜冊子版ISBN：9784487806515＞ ＜商品コード：1031460157＞ 

雑
学
事
典  

―

『雑
学
大
全
』縮
刷
愛
蔵
版―

【
ス
マ
ホ
・
読
上
】 

（※

） 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

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


● 表示価格は税抜きです。 2020年3月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

大宋国の空  
 【スマホ・読上】（道元禅師 上） （※） 
  立松 和平 著 2007年発行 

  

「泉鏡花文学賞・親鸞賞受賞」日本から中国へ，
膨大な取材と9年にわたる執筆。これまで至難
とされた人間道元の実像と思想の全貌に迫る
立松和平渾身の記念碑的作品。 

  同時1アクセス（本体） ¥4,620 

  同時3アクセス（本体） ¥9,240 

  冊子版ISBN 9784487802128  

  商品コード 1031460158 

永平寺への道  
 【スマホ・読上】（道元禅師 下） （※） 
  立松 和平 著 2007年発行 

  

「泉鏡花文学賞・親鸞賞受賞」日本曹洞宗の
開祖・道元は真実の求法の地を求め，ついに
その理想の場所を北陸の地に見出す。永平寺
建立，『正法眼蔵』大成に至る，記念碑的長編
小説完結篇。 

  同時1アクセス（本体） ¥4,840 

  同時3アクセス（本体） ¥9,680 

  冊子版ISBN 9784487802135  

  商品コード 1031460159 

2冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥9,460 ¥18,920 

4冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥11,220 ¥22,440 

ムスメからおとうさんへ。 ―いろんなキモチぐるぐる― 

k.m.p. 著  2019年発行 

作者それぞれの、おとうさんへの思い。５歳から80歳のさまざまなムスメたち
のおとうさんへのキモチ、毒、そして愛がたっぷり詰まった、ちょっぴりビター
で切なくもやさしいイラストエッセイ。大好きなおとうさんも、憎いおとうさんも、
すぐ隣にいるおとうさんも、もういないおとうさんも、顔も知らぬおとうさんも、
全部、おとうさん。「この本が〈あなたとあなたのおとうさん〉を考えるきっかけ
になりましたら、うれしく思います。」～本書まえがきより～ 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784487812929  

商品コード 1031556707 

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 

k.m.p.の、タイぐるぐる。 2018 9784487811106 ¥2,860  ¥5,720  1031556706 

k.m.p.の、台湾ぐるぐる。 2017 9784487810062 ¥2,860  ¥5,720  1031556705 

k.m.p.の、ハワイぐるぐる。 
 ―車で一周、ハワイ島オアフ島の旅。― 

2015 9784487809202 ¥2,860  ¥5,720  1031556704 

k.m.p.の、モロッコぐるぐる。 2012 9784487804511 ¥2,640  ¥5,280  1031556703 

いろんなとこぐるぐる。 k.m.p. 
の、 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年3月 

「 くらべる」シリーズ 
おかべ たかし（岡部 敬史） 著  

山出 高士 写真 

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 

くらべる京都 2020 9784487813353 ¥2,860  ¥5,720  1031556720 

くらべる世界 2018 9784487811298 ¥2,860  ¥5,720  1031556718 

くらべる日本 ―東西南北― 2018 9784487811281 ¥2,860  ¥5,720  1031556719 

くらべる時代 ―昭和と平成― 2017 9784487810574 ¥2,860  ¥5,720  1031556716 

くらべる値段 2017 9784487810581 ¥2,860  ¥5,720  1031556717 

くらべる東西 2016 9784487810338 ¥2,860  ¥5,720  1031556715 

6冊揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥17,160 ¥34,320 

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 

目でみることばのずかん 2016 9784487810000 ¥3,520  ¥7,040  1031556714 

目でみる漢字 2015 9784487809516 ¥2,860  ¥5,720  1031556713 

目でみることば 有頂天 2014 9784487808908 ¥2,860  ¥5,720  1031556710 

目でみることば 2013 9784487807871 ¥2,860  ¥5,720  1031556708 

目でみることば 2 2013 9784487808373 ¥2,860  ¥5,720  1031556709 

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 

似ている英語 2015 9784487809523 ¥2,860  ¥5,720  1031556712 

似ていることば 2014 9784487808946 ¥2,860  ¥5,720  1031556711 

「目でみる」シリーズ 
おかべ たかし 著  
山出 高士 写真 

「似ている」シリーズ 
おかべ たかし 著  
やまで たかし 写真 

2冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥5,720 ¥11,440 

5冊揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥14,960 ¥29,920 
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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3月 

恋する文豪 日本文学編 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,640 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,280 

冊子版ISBN 9784487806317  

著編者名 真山 知幸 発行年 2012 商品コード 1031460134 

※著作権などの理由により、掲載されていないページおよび画像がございます。 漱石も鷗外も
太宰も、恋をしたから文学できた。日本文学史上にかがやく文豪たちの恋バナが切ない系オムニ
バスコミックになりました。文豪たちの恋愛相関図や話の背景、また、その後の作品への影響など
も解説。文学入門にもオススメ。 

恋する文豪 海外文学編 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,640 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,280 

冊子版ISBN 9784487806331  

著編者名 真山 知幸 発行年 2012 商品コード 1031460135 

不器用だけど、あったかい。ランボーもトルストイもゲーテも恋をしたから文学できた。世界文学史
上にかがやく文豪たち８人の恋バナが切ない系オムニバスコミックになりました。文豪たちが人生
をかけて問いかけて、つむいでいった物語の幕が今開きます。 

「おつかれさま」を英語で言いたく
ないですか? 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,860 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,720 

冊子版ISBN 9784487806294  

著編者名 デイビッド・セイン 発行年 2012 商品コード 1031460136 

「おつかれさま」「おいおい」「リストラ」「萌え」……。ちょっと言いづらいけど、ネイティブには英語で言
いたい日本語を徹底収集！ デイビッド・セインが絶妙なニュアンスまで伝える空前絶後の１冊！ 

英語リーディングパズル 
 ―「本当」の基本を理解する― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,520 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,040 

冊子版ISBN 9784487805099  

著編者名 薬袋 善郎 発行年 2011 商品コード 1031460137 

なぜ日本人は英語ができるようにならないのか？ 日本人が気が付いていない「英文を制御する
目に見えないルール」を理解するために、精選された40題。本書をマスターすれば、英語の本当
の基本が理解できる「頭の働き」を身につけることができます。 
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