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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 2019年1月 

No.2019-044 

No. 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 

1 世界の中の日本語 新装版 北原 保雄 2018 9784254516418 ¥11,220 ¥22,440 1029502792 

2 文字・書記 新装版 北原 保雄 2018 9784254516425 ¥11,220 ¥22,440 1029502793 

3 音声・音韻 新装版 北原 保雄 2018 9784254516432 ¥11,220 ¥22,440 1029502794 

4 語彙・意味 新装版 北原 保雄 2018 9784254516449 ¥11,220 ¥22,440 1029502795 

5 文法Ⅰ 新装版 北原 保雄 2018 9784254516456 ¥11,220 ¥22,440 1029502796 

6 文法Ⅱ 新装版 北原 保雄 2018 9784254516463 ¥11,220 ¥22,440 1029502797 

7 文章・談話 新装版 北原 保雄 2018 9784254516470 ¥11,220 ¥22,440 1029502798 

8 敬語 新装版 北原 保雄 2018 9784254516487 ¥11,220 ¥22,440 1029502799 

9 言語行動 新装版 北原 保雄 2018 9784254516494 ¥11,220 ¥22,440 1029502800 

10 方言 新装版 北原 保雄 2018 9784254516500 ¥11,220 ¥22,440 1029502801 

全10巻揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
¥112,200  

同時３アクセス 
（本体） 

¥224,400  

【新装版】 朝倉日本語講座 

日本語大事典(上・下巻セット） 

発行年 : 2014年 
 ISBN :  9784254510348  

同時1アクセス（本体） : ¥165,000 

佐藤武義 ・前田富祺 他編 

同時3アクセス(本体) : ¥330,000 

現在の日本語をとりまく環境の変化を敏感にとらえ，孤立した日本語，あるいは等質的
な日本語というとらえ方ではなく，可能な限りグローバルで複合的な視点に基づいた新
しい日本語学の事典。言語学の関連用語や人物，資料，研究文献なども広く取り入れ
た約3500項目をわかりやすく丁寧に解説。 

商品コード：1018939695 

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


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。 

No. 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 

1 国語教育入門 倉沢 栄吉 2005 9784254515411 ¥3,960 ¥7,920 1011798672 

2 読むことの教育 倉沢 栄吉 2005 9784254515428 ¥3,960 ¥7,920 1011798673 

3 話し言葉の教育 倉沢 栄吉 2004 9784254515435 ¥3,630 ¥7,260 1011798674 

4 書くことの教育 倉沢 栄吉 2006 9784254515442 ¥3,960 ¥7,920 1011798675 

5 授業と学力評価 倉沢 栄吉 2004 9784254515459 ¥3,630 ¥7,260 1011798676 

6 国語教育研究 倉沢 栄吉 2006 9784254515466 ¥4,840 ¥9,680 1011798677 

全６巻揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
¥23,980  

同時３アクセス 
（本体） 

¥47,960  商品コード 1011798671 

No. 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 

1 漢字と日本語 前田 富祺 2005 9784254515312 ¥5,500 ¥11,000 1011798666 

2 漢字のはたらき 前田 富祺 2006 9784254515329 ¥4,290 ¥8,580 1011798667 

3 現代の漢字 前田 富祺 2003 9784254515336 ¥5,500 ¥11,000 1011798668 

4 漢字と社会 前田 富祺 2005 9784254515343 ¥5,940 ¥11,880 1011798669 

5 漢字の未来 前田 富祺 2004 9784254515350 ¥5,500 ¥11,000 1011798670 

全５巻揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
¥26,730  

同時３アクセス 
（本体） 

¥53,460  商品コード 1011798665 

●朝倉漢字講座 

●朝倉国語教育講座  

漢字と日本語の関わりについて、
仮名、あて字、国字、送り仮名
など基本的な流れを総合的に
解説。（－漢字と日本語 ⑴） 

国語科教育の基礎基本を、Ｑ＆
Ａ形式で国語教師に役立つよう
５章の国語教室に分けて実践
例を解説。話したがりや・聞きた
がりやの国語教室、書く喜びを
分かち合う国語教室、文学に遊
ぶ国語教室などで構成する。
（－国語教育入門 ⑴） 

2019年1月 



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。 

No. 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 

1 現代日本語探究法 小池 清治 2001 9784254515015 ¥3,190 ¥6,380 1011798655 

2 文法探究法 小池 清治 2002 9784254515022 ¥3,190 ¥6,380 1011798656 

3 音声・音韻探究法 ―日本語音声へのいざない― 湯沢 質幸 2004 9784254515039 ¥3,300 ¥6,600 1011798657 

4 語彙探究法 小池 清治 2005 9784254515046 ¥3,190 ¥6,380 1011798658 

5 文字・表記探究法 犬飼 隆 2002 9784254515053 ¥3,190 ¥6,380 1011798659 

6 文体探究法 小池 清治 2005 9784254515060 ¥3,960 ¥7,920 1011798660 

7 レトリック探究法 柳澤 浩哉 2004 9784254515077 ¥3,190 ¥6,380 1011798661 

8 日本語史探究法 小林 賢次 2005 9784254515084 ¥3,190 ¥6,380 1011798662 

9 方言探究法 森下 喜一 2001 9784254515091 ¥3,190 ¥6,380 1011798663 

10 日本語教育探究法 小池 清治 2007 9784254515107 ¥3,190 ¥6,380 1011798664 

全10巻揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
¥32,780  

同時３アクセス 
（本体） 

¥65,560  商品コード 1011798654 

●シリーズ「日本語探究法」  

2019年1月 

言語の事典(新装版） 

発行年 : 2014年 

 ISBN :  9784254510454  

同時1アクセス(本体) : ¥41,800 同時3アクセス(本体) : ¥83,600 

音声学、文字論、第二言語習得、地域方言など、言語研究を領域ごとにまとめた事
典。各章の冒頭でその領域の概要を解説し、研究小史や図表、割注、要約なども掲
載する。英日用語対照表付き。 

中島平三 編 

商品コード：1018939696 



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1月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

書名 著編者 出版社 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 

韓国語と日本語 （日本語ライブラリー） 沖森 卓也 朝倉書店 2014 9784254516128 8,580 17,160 1017973329 

文章と文体 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 朝倉書店 2015 9784254516142 7,920 15,840 1020599005 

ことばの借用 （日本語ライブラリー） 沖森 卓也 朝倉書店 2015 9784254516135 8,580 17,160 1022295581 

日本語の音 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 朝倉書店 2017 9784254516159 8,580 17,160 1026634707 

漢語 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 朝倉書店 2017 9784254516166 8,910 17,820 1028301507 

漢字 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 朝倉書店 2017 9784254516173 9,570 19,140 1028301508 

コーパスと日本語教育 （講座日本語コーパス 5） 砂川 有里子 朝倉書店 2016 9784254516050 12,210 24,420 1024390615 

コーパスと自然言語処理 （講座日本語コーパス 8） 松本 裕治 朝倉書店 2017 9784254516081 11,220 22,440 1028063246 

データで学ぶ日本語学入門 （※） 計量国語学会 朝倉書店 2017 9784254510508 8,580 17,160 1025881793 

ウェブ検索による日本語研究 荻野 綱男 朝倉書店 2014 9784254510447 9,570 19,140 1017819931 

●日本語関連タイトル 


