
学術認証フェデレーションと連携

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス
https://elib.maruzen.co.jp/

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。
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日本語多読の
新定番! Vol.2刊行前 事前受注割引

実施中！
2022年10月31日まで！

初級レベルの日本語多読教材です。ユーモアあふれる話、こわい話、日本の昔話、日本各地の紹介など、さまざま

な読み物が揃っています。文法や語彙は、初級日本語の定番テキスト『げんき』の学習項目に準拠。やさしい日本

語で書かれているので、辞書なしで楽しく読むことができます。Vol.1・Vol.2 の２セット、計46冊。

※VOL.1は2022年7月刊行済み、VOL.2は2022年11月中旬刊行予定です。

著者：坂野永理（ばんの えり） 岡山大学名誉教授
池田庸子（いけだ ようこ） 茨城大学教授
品川恭子（しながわ ちかこ） 元カリフォルニア大学サンタバーバラ校
坂井美恵子（さかい みえこ） 大分大学教授

全冊に朗読音声付き!

＜専用音声アプリ OTO Navi ＞
ジャパンタイムズ出版の音声再生アプリ
OTO Navi でも 『げんき』のテキストを音声で
聞くことができます。

VOL.1＆VOL.2 全46冊セット特価

商品コード 1034492704

同時1アクセス（本体）¥73,623 同時3アクセス（本体）¥144,210

● 本タイトルはダウンロード・印刷ができません。

本タイトルは電子版を先行してリリースします！
（2022年10月現在）



● 表示価格は税抜きです。

本書の特長：
＊げんき多読ブックスは、『初級日本語げんき』（Vol. 1 & Vol. 2・全23課）の各課で学習ずみの文法や語彙
を使って書かれています。

 

 レベル 冊数 『げんき』テキストとの対応 

げんき多読ブックス Vol. 1 初級前半 24冊 テキスト Vol. 1（1～12課） 

げんき多読ブックス Vol. 2 初級後半 22冊 テキスト Vol. 2（13～23課） 

『げんき』のテキスト１課につき、多読ブックスが２冊ずつ対応しています。
例）多読ブックス 05-1「沖縄旅行」05-2「動物の島」
→『げんき』の５課までに学習した文法を使用。語彙は５課までの既習語で文章の95％以上をカバー。

＊全冊フルカラー。たくさんの挿絵や写真がストーリーの理解を助けます。
＊すべての漢字にふりがなが付いています。
＊全冊に朗読音声付き。読みながら聞く、聞いてから読むなど、楽しみ方が広がります。
（音声はジャパンタイムズ出版の音声再生アプリ「OTO Navi」よりダウンロード）

＜専用音声アプリ OTO Navi ＞
ジャパンタイムズ出版の音声再生アプリ
OTO Navi でも 『げんき』のテキストを音声で
聞くことができます。

げんき多読ブックス VOL. 1 げんき多読ブックス VOL. 2 

Book 

No. 
タイトル 

Book 

No. 
タイトル 

01-1 メアリーさんの ともだち 13-1 大分の温泉 

01-2 はじめまして 13-2 ロバートさんのサークル 

02-1 さくらだいがく 14-1 りんごと兄弟 

02-2 100えんショップ 14-2 京都でお願いをしましょう 

03-1 今日は日曜日 15-1 マスクの女の子 

03-2 おかえりなさい 15-2 金沢の文化と歴史 

04-1 たけしさんの週末 16-1 スノーモンキー 

04-2 ロバートさんのゴールデンウィーク 16-2 彦一の話 

05-1 沖縄旅行 17-1 ロバートさんのお兄さん２ 

05-2 動物の島 17-2 歌舞伎の歴史 

06-1 クラス旅行 18-1 メリーさんの電話 

06-2 バザー 18-2 将来さん 

07-1 ソラさんの猫 19-1 鉢かぶり姫 

07-2 塾がきらい 19-2 日本のおもしろい妖怪 

08-1 つりに行きましょう 20-1 小さい湯布院の大きい夢 

08-2 大阪・道頓堀 20-2 かっぱの話 

09-1 花見 21-1 犬寺 

09-2 学校のトイレ 21-2 落語「死神」 

10-1 メアリーさん、相撲を見る 22-1 猿の手 

10-2 ウデイさんの冬休み 22-2 吉備真備 

11-1 ロバートさんのお兄さん１ 23-1 うば捨て山 

11-2 ゆいさんの夢 23-2 やなせたかし 

12-1 ホームシックのメアリーさん 

12-2 ジョンさんのアパート 

 

■収録タイトルリスト （2022年10月現在）

VOL.1 全24冊セット特価 商品コード：1034492706

同時1アクセス（本体）¥39,600
同時3アクセス（本体）¥79,200

事前受注特別価格
VOL.２ 全22冊セット特価 商品コード：1034492707

同時1アクセス（本体）¥36,300 → 特別価格 ¥32,670
同時3アクセス（本体）¥72,600 → 特別価格 ¥65,340

●表示価格は税抜です。 ● 本タイトルはダウンロード・印刷ができません。



● 表示価格は税抜きです。

初級日本語げんき テキスト 1 第3版
【音声付】 （※）

発行年 2020
同時1アクセス（本体） ¥9,900
同時3アクセス（本体） ¥19,800

冊子版ISBN 9784789017305

商品コード 1031722605

『げんき』シリーズは、初級日本語を「話す・聞
く・読む・書く」の4技能にわたって学習する総
合教材です。全2巻・23課で、初級の文法全般
と漢字約300 字、語彙約1,100 語を学びます。
今回の改訂第3版では、シラバス構成はそのま
まに、会話・単語のアップデート、文法説明の
見直し、練習の充実など、全面的にきめ細かく
改訂し、さらに使いやすい教材に進化させまし
た。

初級日本語げんき ワークブック 1 第3版
【音声付】 （※）

発行年 2020

同時1アクセス（本体） ¥4,675

同時3アクセス（本体） ¥9,350

冊子版ISBN 9784789017312 

商品コード 1031722606

『初級日本語げんき・第3版』テキス
ト1に準拠したワークブック。 テキス
ト各課の文法練習、聞く練習、漢字
練習が収録されています。各ペー
ジを切り離して宿題シートとして使
用可能です。

坂野 永理/池田 庸子 /大野 裕 /品川 恭子 /渡嘉敷 恭子 （著）

シリーズ累計300万超の初級テキストが更に進化。世界で愛用されている日本語のテキストのベストセラー。

Maruzen eBook Libraryのプラットホーム上に音声も搭載！

● 表示価格は税抜です。 ● タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。

丸善雄松堂の電子教科書サービスでもご提供可能です！詳しくはお問い合わせください！

--------------------------------------------------

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 企画開発統括部

第一営業推進センター

■ 電話でのお問い合わせ

TEL: 03-6367-6008 受付時間：9:00～17:30（土・日・祝日、年末年始を除く）

■ 電子メールでのお問い合わせ e-mail: etext@maruzen.co.jp

--------------------------------------------------

初級日本語げんき テキスト 2 第3版
【音声付】 （※）

発行年 2020

同時1アクセス（本体） ¥9,900

同時3アクセス（本体） ¥19,800

冊子版ISBN 9784789017329 

商品コード 1032442081

『げんき』シリーズは、初級日本語を「話
す・聞く・読む・書く」の４技能にわたって
学習する総合教材です。全2巻・23課で、
初級の文法全般と漢字約300 字、語彙
約1,100 語を学びます。今回の改訂第3
版では、シラバス構成はそのままに、会
話・単語のアップデート、文法説明の見
直し、練習の充実など、全面的にきめ細
かく改訂し、さらに使いやすい教材に進
化させました。

初級日本語げんき ワークブック 2 第3版
【音声付】 （※）

発行年 2020

同時1アクセス（本体） ¥4,675

同時3アクセス（本体） ¥9,350

冊子版ISBN 9784789017336 

商品コード 1032442082

『初級日本語げんき・第3版』テキスト
２に準拠したワークブック。 テキスト
各課の文法練習、聞く練習、漢字練
習が収録されています。各ページを
切り離して宿題シートとして使用可
能です。



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
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。 2022年10月● タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。

Maruzen eBook Libraryのプラットホーム上に音声も搭載！

きょうから話せる！にほんご だいじょうぶ

きょうから話せる！ にほんごだいじょうぶ(※)
Book 1・２ 【音声付】

Book 1・２教師用ガイド

サンアカデミー日本語センター（編）

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

きょうから話せる！ にほんごだいじょうぶ Book 1 【音声付】 （※） 2014 9784789015899 ¥7,700 ¥15,400 1033751267

きょうから話せる！ にほんごだいじょうぶ Book 2 【音声付】 （※） 2015 9784789016186 ¥7,700 ¥15,400 1033751268

きょうから話せる！ にほんごだいじょうぶ Book 1 教師用ガイド （※） 2015 9784789015905 ¥8,800 ¥17,600 1033751271

きょうから話せる！ にほんごだいじょうぶ Book 2 教師用ガイド （※） 2016 9784789016193 ¥8,800 ¥17,600 1033751272

【内容紹介】「コミュニケーション積み上げ型学習」で日本語を身につける、タスク中心の
実践型初級テキスト。本書では、どのユニットも初めから日本語を使って実際に何かをす
る活動＝「タスク」を行い、コミュニケーションを積み上げていくことで学習を進めます。文型
重視のシラバスにとらわれない、学習者の意識の流れに沿う柔軟な文型導入によって、
短期間で日本語の運用力を養成。「クラスで勉強した日本語が実際の生活場面で使
えない」という学習者の悩みに応える教材です。
※当タイトルは音声アプリ「OTONavi」から音声データをダウンロードできます。

4技能でひろがる中級日本語カルテット (※)
1・２ 【音声付】
ワークブック 1・２

坂本 正（監修）
安井 朱美／井手 友里子／土居 美有紀／浜田 英紀（著）

【内容紹介】初級が終わった学生のための新しい中級総合日本語テキスト。 「読む」
「書く」「話す」「聞く」の４技能をバランスよく伸ばし、上級につながる日本語力を身につけ
る。教材はVol. 1（第１課～第６課）とVol. 2（第７課～第12課）の２巻構成。
別売のワークブックには、各課の読み物や文型・表現に関する練習問題が収録されてい
ます。
※当タイトルは音声アプリ「OTONavi」から音声データをダウンロードできます。

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

4技能でひろがる中級日本語カルテット 1 【音声付】 （※） 2019 9784789016957 ¥8,250 ¥16,500 1033751269

4技能でひろがる中級日本語カルテット 2 【音声付】 （※） 2020 9784789017459 ¥8,250 ¥16,500 1033751270

4技能でひろがる中級日本語カルテット 1 [ワークブック] （※） 2019 9784789016964 ¥4,125 ¥8,250 1033751273

4技能でひろがる中級日本語カルテット 2 [ワークブック] （※） 2020 9784789017466 ¥4,125 ¥8,250 1033751274


