
丸善電子書籍リスト一覧

書名 著者 出版社名
1 英語日記ドリル 石原　真弓 アルク
2 英語表現・論理トレーニング-ビジネスから国際関係文書・公式文書まで- 小野田　摂子 丸善出版
3 英語論文基礎表現717 安原　和也 三修社
4 英語論文重要語彙717 安原　和也 三修社
5 ICT時代のコミュニケーション-基本ルール 篠田　義明 南雲堂
6 TOEICテスト攻略トントンメゾッド金メダルコース 大賀　リエ 南雲堂
7 TOEICテスト攻略トントンメゾッド銀メダルコース 大賀　リエ 南雲堂
8 TOEICテスト攻略トントンメゾッド銅メダルコース　book2 大賀　リエ 南雲堂
9 TOEICテスト攻略トントンメゾッド銅メダルコース　book1 大賀　リエ 南雲堂
10 アカデミックランティング入門-英語論文作成法-第2版 吉田　友子 慶応義塾大学出版
11 ネイティブが教えるほんとうの英語の冠詞の使い方 デイビット・セイン 研究社
12 ネイティブが教えるほんとうの英語の助動詞の使い方 デイビット・セイン 研究社
13 ネイティブが教えるほんとうの英語の形容詞の使い方 デイビット・セイン 研究社
14 ネイティブが教えるほんとうの英語の語法とライティング デイビット・セイン 研究社
15 ネイティブが教えるほんとうの英語の動詞の使い分け デイビット・セイン 研究社
16 はじめての英語スピーチアクト 鈴木　利彦 南雲堂
17 ビジネス英語はIRレポートで学べ！ 中村　澄子 東洋経済新報社
18 英語で学ぶ生物学（続） 渡邉　和男 コロナ社
19 英語のおさらい（おとなの楽習　3） 稲葉　剛 自由国民社
20 英語リーディングの王道 ジム　カヌーセン 南雲堂
21 英語リーディングの認知メカニズム 門田　修平 くろしお出版
22 英文書類や英語論文で必須の基本表現-これだけは身に付けたい基礎ルール- 篠田　義明 南雲堂
23 留学英会話ハンドブック 仁木　久恵 研究社
24 効果的な英語コミュニケーション技法 金徳　多恵子 南雲堂
25 災害時の英語 デビット・Ａ・セイン アスク出版
26 談話表現ハンドブック ―日本語教育の現場で使える― 泉子・K・メイナード くろしお出版
27 24週日本語文法ツアー 益岡　隆志 くろしお出版
28 はじめての人の日本語文法 （はじめての人シリーズ） 野田　尚史 くろしお出版
29 「は」と「が」 （新日本語文法選書 1） 野田　尚史 くろしお出版
30 「の(だ)」の機能 （Frontier series日本語研究叢書 9） 野田　春美 くろしお出版
31 感じのよい英語・感じのよい日本語 ―日英比較コミュニケーションの文法― 水谷　信子 くろしお出版
32 名詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言葉の意味と使い方） 荒川　洋平 アルク
33 形容詞・副詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言葉の意味と使い 今井　 新悟 アルク
34 動詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言葉の意味と使い方） 森山　　新 アルク



35
どんなときどう使う日本語表現文型辞典 新装版 ―英・中・韓3カ国語訳付き 日
本語能力試験N1～N5の重要表現を網羅―

友松　悦子 アルク

36
どんなときどう使う日本語表現文型500 ―日本語能力試験N1～N3の重要表現
を網羅― 改訂版

友松　悦子 アルク

37 どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習帳 ―中・上級― 改訂版 友松　悦子 アルク
38 漢字マスターN1 ―日本語能力試験N1レベル― アークアカデミー 三修社
39 漢字マスターN2 ―日本語能力試験N2レベル― アークアカデミー 三修社
40 漢字マスターN3 ―日本語能力試験N3レベル― アークアカデミー 三修社
41 漢字マスターN4 ―日本語能力試験N4レベル― アークアカデミー 三修社
42 漢字マスターN5 ―日本語能力試験N5レベル― アークアカデミー 三修社
43 かなマスター アークアカデミー 三修社
44 新クラウン英語熟語辞典  第3版 大塚　高信 三省堂
45 すぐに役立つスピーチ例活用ブック 三省堂編修所 三省堂
46 日本語学習のためのよく使う順漢字2200 徳弘　康代 三省堂
47 英語談話表現辞典 内田　聖二 三省堂
48 国際学会英語表現辞典 ―congress English : 即戦力・ポケット版― 大井　静雄 三輪書店
49 人の噂は七五日or九日? ―数の「英語・日本語」表現くらべ―（丸善ライブラリー 山田　雅重 丸善出版
50 敬語表現ハンドブック 蒲谷　宏 大修館書店
51 敬語マスター ―まずはこれだけ三つの基本― 蒲谷　宏 大修館書店
52 日本語の値段 （大修館・ドルフィン・ブックス） 井上　史雄 大修館書店
53 英語で楽しむ昔話 内桶　真二 大学教育出版
54 伝わるスピーチA to Z ―口語表現ワークブック― 荒木　晶子 実教出版
55 あいさつスピーチ全集 新版 あぎお　由各利 新日本法規出版
56 日本語は映像的である ―心理学から見えてくる日本語のしくみ― 熊谷　高幸 新曜社
57 現代日本語探究法 （シリーズ「日本語探究法」 1） 小池　清治 朝倉書店
58 文法探究法 （シリーズ「日本語探究法」 2） 小池　清治 朝倉書店
59 音声・音韻探究法 ―日本語音声へのいざない―（シリーズ「日本語探究法」 3） 湯沢　質幸 朝倉書店
60 語彙探究法 （シリーズ「日本語探究法」 4） 小池　清治 朝倉書店
61 文字・表記探究法 （シリーズ「日本語探究法」 5） 犬飼　隆 朝倉書店
62 文体探究法 （シリーズ「日本語探究法」 6） 小池　清治 朝倉書店
63 レトリック探究法 （シリーズ「日本語探究法」 7） 柳　 浩哉 朝倉書店
64 日本語史探究法 （シリーズ「日本語探究法」 8） 小林　賢次 朝倉書店
65 方言探究法 （シリーズ「日本語探究法」 9） 森下　喜一 朝倉書店
66 日本語教育探究法 （シリーズ「日本語探究法」 10） 小池　清治 朝倉書店
67 ウェブ検索による日本語研究 荻野　綱男 朝倉書店
68 韓国語と日本語 （日本語ライブラリー） 沖森　卓也 朝倉書店
69 「組織英語力」の作り方 ―社内英語化のための環境整備マニュアル― 小林　一雅 東洋経済新報社
70 仕事ができる人の黄金のスピーチの技術 西野　浩輝 東洋経済新報社
71 日本語の技法 ―読む・書く・話す・聞く--4つの力― 斉藤　孝 東洋経済新報社



72 すぐ役立つお礼・祝いの手紙マナー&文例集 現代レター研究会 法研

73
研究社日本語コロケーション辞典 = Kenkyusha's dictionary of Japanese
collocations

柏崎　雅世 研究社

74 研究社日本語口語表現辞典 佐藤　友子 研究社
75 とっさのときに困らない英語の30秒スピーチ 小坂　貴志 研究社
76 漢字ときあかし辞典 円満字　二郎 研究社
77 国語のおさらい （おとなの楽習 9） 越智　奈津 自由国民社
78 漢字のおさらい （おとなの楽習 24） 吉田　誠夫 自由国民社
79 敬語のおさらい （おとなの楽習 25） 三ツ野　薫 自由国民社
80 四字熟語のおさらい （おとなの楽習 26） 土井　里香 自由国民社
81 カタカナ外来語略語辞典 ―現代用語の基礎知識―第5版 堀内　克明 自由国民社
82 英語を通して学ぶ日本語のツボ （開拓社言語・文化選書 33） 菅井　三実 開拓社


