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まるごと日本のことばと文化シリーズ   

■日本語を使ったコミュニケーションが目標です■ 
『まるごと』では、実際に日本語を使ってコミュニケーションすることを目標にしています。ただ文法や文型の知識を増やすことが目標ではあ
りません。どんな場面でどんなことができるようになるか、という「Can-do」を目標にして、現実の場面で使える日本語を学びます。例えば、
日本語を始めたばかりの「入門」レベルでは、あいさつをしたり、好きな食べ物や趣味について話したりしながら、簡単なコミュニケーション
をします。「中級」レベルでは、生の日本語を読んだり聞いたりしながら、自分のことを長く話せるように練習します。どのレベルでも、人と人
が日本語で実際にコミュニーションしながら、お互いに理解し合うことを目指しています。 

独立行政法人 国際交流基金オフィシャルコースブック 

入門から 
中級レベル 

まで 

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 

入門A1かつどう 2013 9784384057522 ¥3,300 ¥6,600 1025375346 

入門A1りかい 2013 9784384057539 ¥3,740 ¥7,480 1025375347 

初級1A2かつどう 2014 9784384057546 ¥3,960 ¥7,920 1025375348 

初級1 A2 りかい 2014 9784384057553 ¥4,180 ¥8,360 1025375349 

初級2 A2 かつどう 2014 9784384057560 ¥3,960 ¥7,920 1025375350 

初級2 A2 りかい 2014 9784384057577 ¥4,180 ¥8,360 1025375351 

初中級 A2/B1 2015 9784384057584 ¥4,840 ¥9,680 1025375352 

中級1 B1 2016 9784384057591 ¥6,160 ¥12,320 1025375353 

中級2 B1 2017 9784384057607 ¥6,600 ¥13,200 1025375354 

全9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 

¥40,920 ¥81,840 1025375345 

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


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 
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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。 2018年10月 

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 

日本人が知りたいイタリア人の当たり前 
  ―イタリア語リーディング― 

朝比奈 佳尉 2017 9784384058543 ¥4,840 ¥9,680 1025375321 

日本人が知りたい韓国人の当たり前 
  ―韓国語リーディング― 

久田 和孝 2017 9784384058550 ¥4,840 ¥9,680 1025375322 

日本人が知りたいイギリス人の当たり前 唐澤 一友 2017 9784384058734 ¥4,840 ¥9,680 1025375323 

日本人が知りたいスペイン人の当たり前  
  ―スペイン語リーディング― 

フリオ・ビジョリア・アパリシオ 2017 9784384058567 ¥4,840 ¥9,680 1025375324 

日本人が知りたいドイツ人の当たり前 
  ―ドイツ語リーディング― 

鎌田 タベア 2016 9784384058512 ¥4,840 ¥9,680 1025375318 

日本人が知りたい中国人の当たり前 
  ―中国語リーディング― 

林 松濤 2016 9784384058529 ¥4,840 ¥9,680 1025375319 

日本人が知りたいフランス人の当たり前 
  ―フランス語リーディング― 

釣 馨 2016 9784384058536 ¥4,840 ¥9,680 1025375320 

「日本人が知りたい外国人の当たり前」シリーズ  

全7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 

¥33,880 ¥67,760 1025375317 

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 

どんどん話せるドイツ語作文トレーニング 時田 伊津子 2016 9784384057935 ¥4,400 ¥8,800 1025375326 

どんどん話せるイタリア語作文トレーニング 石田 聖子 2016 9784384057942 ¥4,400 ¥8,800 1025375327 

どんどん話せる中国語作文トレーニング 中西 千香 2016 9784384057959 ¥4,400 ¥8,800 1025375328 

どんどん話せる韓国語作文トレーニング 金 南听 2016 9784384057966 ¥4,400 ¥8,800 1025375329 

どんどん話せるスペイン語作文トレーニング アレハンドロ・クレマデス 2016 9784384057973 ¥4,400 ¥8,800 1025375330 

どんどん話せる外国語  作文トレーニング  

全5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 

¥22,000  ¥44,000  1025375325 
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「もやもやを解消！外国語文法ドリル」シリーズ  

「手紙・メールの外国語」シリーズ  

全6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 

¥26,400  ¥52,800  1025375338 

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 

手紙・メールの韓国語 山崎 玲美奈 2016 9784384056754 ¥4,400  ¥8,800  1025375344 

手紙・メールのイタリア語 リヴィオ・トゥッチ 2015 9784384055948 ¥4,400  ¥8,800  1025375341 

手紙・メールのスペイン語 カルロス・アルバロ・ベルチリ 2015 9784384055955 ¥4,400  ¥8,800  1025375342 

手紙・メールのフランス語 Christian Kessler 2012 9784384055924 ¥4,400  ¥8,800  1025375339 

手紙・メールのドイツ語 マルコ・ラインデル 2011 9784384055931 ¥4,400  ¥8,800  1025375340 

ビジネスメールの中国語 林 松涛 2011 9784384056747 ¥4,400  ¥8,800  1025375343 

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 

もやもやを解消!韓国語文法ドリル 山崎 亜希子 2017 9784384057867 ¥3,960 ¥7,920 1025375337 

もやもやを解消!スペイン語文法ドリル 徳永 志織 2016 9784384057850 ¥3,960 ¥7,920 1025375336 

もやもやを解消!ドイツ語文法ドリル 辻 朋季 2015 9784384057829 ¥3,960 ¥7,920 1025375333 

もやもやを解消!イタリア語文法ドリル 小久保 真理江 2015 9784384057836 ¥3,960 ¥7,920 1025375334 

もやもやを解消!中国語文法ドリル 永江 貴子 2015 9784384057843 ¥3,960 ¥7,920 1025375335 

もやもやを解消!フランス語文法ドリル 稲垣 正久 2014 9784384057812 ¥3,960 ¥7,920 1025375332 

全6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 

¥23,760 ¥47,520 1025375331 
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関口存男著作集  

図解で早わかり  「暮らし」と「ビジネス」の法律  

書名 発行年 書名 発行年 書名 発行年 

ドイツ文法接続法の詳細 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 1） 2000 
改訂標準初等ドイツ語講座 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 
9） 

2000 
ミンナ・フォン・バルンヘルム ; エミリア・ガロッティ . 抒情挿曲 
（関口存男著作集 翻訳・創作篇 5） 

1994 

独作文教程 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 2） 2000 
中級講話趣味のドイツ語 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 
10） 

2000 
鐵手のゲッツ ; エグモント ; トルクワト・タッソー （関口存男著
作集 翻訳・創作篇 6） 

1994 

ドイツ語学講話 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 3） 2000 
文法シリーズ7ドイツ語冠詞 ; 文法シリーズ14ドイツ語副詞 ; 
和文独訳漫談集 ; ドイツ語会話常用句集 （関口存男著作集 ド

イツ語学篇 11） 

2000 
年代記録 ―私の爾余の告白の追補としての日記年記―
（関口存男著作集 翻訳・創作篇 7） 

1994 

意味形態を中心とするドイツ語前置詞の研究 （関口存男著
作集 ドイツ語学篇 4） 

2000 
やさしいドイツ語 ; 入門科学者のドイツ語 （関口存男著作集 
ドイツ語学篇 12） 

2000 
盗賊 ; ヴァレンシュタイン ; ヴィルヘルム・テル （関口存男著
作集 翻訳・創作篇 8） 

1994 

独逸語大講座 1, 2 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 5） 2000 
ファオスト抄 . 海に潜る若者 . マルティン・ハイデッゲルと新時
代の局面 （関口存男著作集 翻訳・創作篇 1） 

1994 ニーベルンゲン （関口存男著作集 翻訳・創作篇 9） 1994 

独逸語大講座 3, 4 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 6） 2000 阿呆物語 上巻 （関口存男著作集 翻訳・創作篇 2） 1994 
素人演劇の実際 ; ラ・フォンテーヌの寓話 ; 首相の親友 （関
口存男著作集 翻訳・創作篇 10） 

1994 

独逸語大講座 5, 6 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 7） 2000 阿呆物語 中巻 （関口存男著作集 翻訳・創作篇 3） 1994 ドイツ語論集 （関口存男著作集） 1994 

新ドイツ語大講座 （関口存男著作集 ドイツ語学篇 8） 2000 阿呆物語 下巻 （関口存男著作集 翻訳・創作篇 4） 1994 

書名 発行年 書名 発行年 

社会保険・労働保険のしくみ 3訂版 2011 最新消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法のしくみ  2014 

会社法務 最新版 2012 給与計算と社会保険事務  2014 

労働契約と就業規則のしくみ 最新版 2013 契約のしくみと契約書作成の基本 最新版 2015 

借地借家法 最新版 2013 会社法のしくみ 最新版 2015 

最新相続・贈与の法律と税金 改正対応! 2013 知的財産権のしくみ 最新版 2015 

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法  2013 訴訟のしくみ 最新版 2015 

倒産法のしくみ 2014 最新税金のしくみ  2015 

土地・建物の法律と税金  最新版 2014 行政法のしくみ  2015 

最新株主総会のしくみ  2014 

全17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 

¥50,490 ¥100,980 1018713651 

全23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 

¥524,700  ¥1,311,750 1014000696 
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