辞典
＜ 2 色刷＞

在間 進編集責任

アクセス独和辞典 第３版

B6変型判

上製（函入）

2160頁

本体4,100円

在間 進編集責任

上製（函入）

2072頁

ロベルト・シンチンゲル，山本

本体5,400円

明，南原

実編

新装版

新現代独和辞典

四六判

上製（函入）

1744頁

本体4,200円

ロベルト・シンチンゲル，山本

明，南原

実編著

新装版

現代和独辞典

B6判

上製（函入）

1520頁

本体6,800円

相良守峯編

ISBN978-4-384-04321-1 C0584
見出し語数11万の本格独和辞典の決定版。現代語を中
心とし、科学技術・政治経済関係他の新語・専門用語
が豊富で、ドイツの新聞・雑誌を読むのに最適。語義・
用例を見やすく整理し、類義・反意語等の関連語を挙
げ、初学者から専門家まで使える。

ISBN978-4-384-01233-0 C0584
見出語数79,000（内複合語22,000）語、用例64,000に及
びます。初級者にも使いやすいように、きめ細かな文
法的配慮がなされています。新語、外来語等積極的に
採録し、また一方日本固有の語彙も数多く採り入れて
います。付録も人名、地名、手紙の書き方、文法等非
常に充実しています。
ISBN978-4-384-01242-2 C0584
収録語数40,000語、見出語は当用漢字によって分類さ
れ、検索が容易です。名詞にはすべて性と変化を記載
し、動詞・前置詞・接続詞などには、その正しい使い
方を示してあります。付録に、人名・地名・文法の大
要・和文独訳の型・手紙の書き方・会話・不規則動詞
表・図解等を収録してあります。

和独

ポケット判

上製（函入）

656頁

本体3,000円

＜ 2 色刷＞

信岡資生編著

スタート独和辞典

B6変型判

ISBN978-4-384-01234-7 C0584
ドイツ語教育現場の英知を結集！ドイツ語を書こう・
話そうとする日本人のための最新の和独辞典。【再生
可能エネルギー】
【スマートフォン】
【サービス残業】
【パーク・アンド・ライド方式】など現代的な語彙を多
数収録。合成語、派生形、活用形も多数見出し語とし
て掲載。調べたい語をそのまま引けるように、見出し
語の配列にもこだわりました。

アクセス和独辞典

B6変型判

1

類書をしのぐ充実の見出し語数約７万3500語。大規模
コーパスを活用した初の独和辞典。動詞・名詞の変化
形の見出し語化、カナ発音、文法特別記事など、初習
者の使いやすさを追求。最新正書法にも従来の正書法
にも対応するなど、既習者の期待にも十分応える内容
となっている。巻末の和独（見出し語数約１万3500語）
も便利。

上製（函入）

1296頁

本体3,200円

ISBN978-4-384-00010-8 C0584
ドイツ語を学び始める方のための学習独和辞典です。
特色：見やすい「一段組」、語句自体だけでなく言葉の
背景にある社会や文化を知る「欄外メモ」、変化形や複
数形・固有名詞にも「英語を併記」、語彙を増やすため
の「語句のグループ枠」
。見出し語14,000語、重要語2,
500語は大活字で色刷りです。発音解説、文法表も掲
載。
ISBN978-4-384-00019-1 C0584

2

辞典

中條宗助編著

外国語の類語間の微妙なニュアンスの差異、意味、用
法の変遷、また地方による使い分けなどについて、そ
れを母国語としない外国人が解明するのは極めて困難
です。本書は類語間の語義・用法上の微妙なずれにつ
いて多くの例文をあげて明解に説明しています。収録
語数約5,000語、索引付き。

新装版

ドイツ語類語辞典

四六判
蘇

上製（函入）

923頁

本体9,800円

文山監修

新装版

NEWアクセス中日・日中辞典

B6変型判
蘇

上製（函入）

1496頁

本体6,400円

文山監修

新装版

NEWアクセス中日辞典

B6変型判
蘇

上製（函入）

712頁

本体3,700円

文山監修

新装版

NEWアクセス日中辞典

B6変型判
蘇

上製（函入）

784頁

本体3,700円

文山監修

新装版

ポケット中日・日中辞典［簡体字］

A6変型判
蘇

上製（函入）

1568頁

本体4,000円

文山監修

新装版

ポケット中日辞典［簡体字］

A6変型判

上製（函入）

768頁

本体2,300円

ISBN978-4-384-00259-1 C0584
見出し語数約２万の「アクセス日中辞典」と親字見出
し４千・熟語見出し２万語を収録した「アクセス日中
辞典（第二版）
」を１冊にまとめた合本。中日・日中両
用でき、学習や旅行やビジネスに役立つ１冊。「覚え
ておきたい基本単語集」「すぐ使える短文集」付。製
作：文橋出版社（台湾）
ISBN978-4-384-04451-5 C0587
現代の日常生活に必要な語彙・用例をコンパクトに編
集した中国語学習辞典。親字見出し４千、熟語見出し
２万語を収録。親字は検索に便利な大活字。初学者で
も中国語の意味を把握しやすく、めざす訳語がすぐに
みつかる。「総画索引」「部首索引」をつけて検索を容
易にする。「覚えておきたい基本単語集」「すぐ使える
短文集」付。製作：文橋出版社（台湾）
ISBN978-4-384-04450-8 C0587
見出し語数約２万。「日本語能力検定」１級認定基準の
１万語を完全網羅し、日常生活に必要かつ十分な語彙を
収録。最重要基本語５百は大活字、よく使う２千４百語
は中活字の見出しで区別した。的確な中国語による語
釈・文例訳。中国語にはピンインで読み方を表示。携帯
にも程よいコンパクトサイズの日中辞典。「覚えておき
たい基本単語集」「すぐ使える短文集」付。
ISBN978-4-384-04449-2 C0587
ポケット中日辞典と日中辞典をまとめた合本。手ごろ
なサイズで、中日・日中両用でき、学習・旅行・ビジ
ネスに役立つ１冊です。最重要基本語５百語は大活
字、よく使う２千４百語は中活字の見出しで区別し、
中国語にはピンインで読み方を表示しました。

ISBN978-4-384-04394-5 C0587
現代の日常生活に必要な語彙・用例をコンパクトに編
集した中国語学習辞典です。親字見出し４千字、熟語
見出し２万語を収録しました。親字は検索に便利な大
活字で、「総画索引」
「部首索引」がついているので検
索が容易にできます。初学者でも中国語の意味を把握
しやすく、めざす訳語がすぐにみつかります。
ISBN978-4-384-04393-8 C0587

辞典
蘇 文山監修

新装版

ポケット日中辞典［簡体字］

A6変型判

上製（函入）

784頁

本体2,300円

蘇 文山監修

コンパクトアクセス中日・日中辞典

B6変型判

上製（函入）

1552頁

本体6,000円

蘇 文山監修

コンパクトアクセス中日辞典

B6変型判

上製（函入）

768頁

本体3,200円

蘇 文山監修

コンパクトアクセス日中辞典

B6変型判

上製（函入）

784頁

本体3,200円

蘇 文山監修

新装版

繁体字版

B6変型判

中日・日中辞典

上製（函入）

1328頁

本体6,800円

蘇 文山監修

新装版

繁体字版

B6変型判

中日辞典

上製（函入）

720頁

本体3,800円

3

見出し語数約２万。日常基本用語はもとより科学技術
用語・社会科学用語および外来語までを広範囲な語彙
を収録。最重要基本語５百語は大活字、よく使う２千
４百語は中活字の見出しで区別しました。的確な中国
語による語釈・文例訳、中国語にはピンインで読み方
を表示しました。携帯にも程よいコンパクトサイズの
日中辞典です。
ISBN978-4-384-04392-1 C0587
見出し語数約２万の「コンパクトアクセス日中辞典」
と親字見出し4,000・熟語見出し２万語を収録した「コ
ンパクトアクセス日中辞典」をまとめた合本。中日、
日中両用でき、学習・旅行・ビジネスに役立つ１冊。
製作：文橋出版社（台湾）

ISBN978-4-384-00299-7 C0587
現代の日常生活に必要な語彙・用例をコンパクトに編
集した中国語学習辞典。親字見出し4,000、熟語見出し
２万語を収録。親字は検索に便利な大活字。初学者で
も中国語の意味を把握しやすく、めざす訳語がすぐに
みつかる。「総画索引」「部首索引」をつけて検索を容
易にする。製作：文橋出版社（台湾）
ISBN978-4-384-00297-3 C0587
見出し語数約２万。「日本語能力検定」１級認定基準
の１万語を完全網羅し、日常生活に必要かつ十分な語
彙を収録。最重要基本語500は大活字、よく使う2,400
語は中活字の見出しで区別した。的確な中国語による
語釈・文例訳。中国語にはピンインで読み方を表示。
製作：文橋出版社（台湾）
ISBN978-4-384-00298-0 C0587
日本において長く待たれていた「繁体字版」中日辞典
と日中辞典をまとめたものです。日常基本用語はもと
より、科学技術用語・社会科学用語・故事成語までを
幅広く収録。台湾・香港への旅とビジネスに重宝な１
冊。とじ込み付録部分：世界各国首都名称・役に立つ
表現、役に立つ単語、コンピュータ用語。
ISBN978-4-384-04300-6 C0587
繁体字の見出し親字約3,800語、熟語約２万語を収録。
親字は大活字、熟語を【 】で表示。使用頻度にて収
録語を厳選し、的確な用例で初心者でもひきやすいよ
うに配慮。とじ込み付録部分：部首索引・注音符号索
引・総筆画索引・世界各国首都名称・役に立つ表現、
役に立つ単語、コンピュータ用語。製作：文橋出版社
（台湾）
ISBN978-4-384-04298-6 C0587

4

辞典

蘇

文山監修

新装版

繁体字版

B6変型判
蘇

主として台湾・香港への旅行とビジネスでの使用を念
頭に編集されているため、訳語は簡潔さと見やすさに
配慮。日常基本語はもとより科学技術用語・社会科学
用語および外来語までを広範に取り込み、総数約２万
語を収録しました。とじ込み付録部分：世界各国首都
名称・役に立つ表現、役に立つ単語、コンピュータ用
語。製作：文橋出版社（台湾）

日中辞典

上製（函入）

608頁

本体3,800円

文山監修

繁体字版

ポータブル新中日・日中辞典

B6変型判
蘇

上製（函入）

1328頁

本体5,500円

文山監修

繁体字版

ポータブル新中日辞典

B6変型判
蘇

上製（函入）

720頁

本体3,000円

文山監修

繁体字版

ポータブル新日中辞典

B6変型判

上製（函入）

安田吉実，孫

608頁

本体3,000円

洛範，箕輪吉次，李

淑子編著

全面改訂版

韓日辞典

A5変型判

上製（函入）

安田吉実，孫

2748頁

洛範，箕輪吉次，李

本体8,500円
淑子編著

全面改訂版

日韓辞典

A5変型判

上製（函入）

2834頁

本体8,000円

ISBN978-4-384-04299-3 C0587
好評のポータブル日中辞典と中日辞典を１冊にまとめ
た。持ち運びに便利で、ビジネス、旅行など実用性が
高い。製作：文橋出版社（台湾）

ISBN978-4-384-00421-2 C0587
繁体字の見出し親字約3,800語、熟語約20,000語を収録。
親字は大活字で示し、熟語を【 】にして、検索がた
やすい。使用頻度にて収録語を厳選し、的確な用例で
初心者でも引きやすく配慮された。学習者、ビジネス
に適する。製作：文橋出版社（台湾）

ISBN978-4-384-00419-9 C0587
日本において長く待たれていた繁体字版日中辞典。見
出し語数約20,000語を収録。最重要語彙500語、日常基
本語2,400語を特に検索しやすいよう配列した。実用
性を高め、初級学習、ビジネスに適するよう配慮され
ている。製作：文橋出版社（台湾）

ISBN978-4-384-00420-5 C0587
新語はもちろん俗語、専門用語にいたるまで現代の言
語生活に必要なすべての語彙が収録。見出し語数約13
万9,000語、慣用句約3,000語。付録として文法解釈お
よび重要漢字の音・訓を掲載（約4,100字）
。本気で韓
国語をマスターしたい人に納得の１冊です。

ISBN978-4-384-00256-0 C0587
収録語数約11万5,000語、10万に及ぶ用例。現代生活に
必要な新語・時事単語・俗語・方言など多数収録。訳
語は正確明快な対応訳、見出語は「当用漢字音訓表」
及び「送り仮名表記法」を採用。語義・用途に従って
明確に用法と文法的解説を付し、併用漢字と類義語・
反意語を明示。「漢字音訓索引」、各種活用表の付録あ
り。
ISBN978-4-384-00300-0 C0587

辞典
民衆書林編集局編

NEWポータブル日韓・韓日辞典

B6変型判

上製（函入）

2176頁

本体5,000円

民衆書林編集局編

NEWポータブル韓日辞典

B6変型判

上製（函入）

1120頁

本体3,000円

民衆書林編集局編

NEWポータブル日韓辞典

B6変型判

上製（函入）

李 寅泳監修／崔

1056頁

本体3,000円

海淑編

カナ付 韓日・日韓小辞典
付録：外来語のハングル表記

A6変型判

上製

856頁

本体2,200円

5

韓国においてもっとも信頼のおける民衆書林版「新訂
韓日辞典」
「新訂日韓辞典」の「ポケット版」をまとめ
た実用的な合本。韓国語学習に、韓国旅行のお伴に便
利で、しかも2,000ページを超える辞典をハンディに仕
上げた１冊。

ISBN978-4-384-00232-4 C0587
72,000語を超える語彙を収録し、時事用語も十分にと
り込んだ信頼の１冊。
（1）日常生活にとって十分な語
彙をもれなく収録し、簡潔に表記。
（2）用例の適切な
対訳──韓国語表記を日本人の言語感覚に合う表現。
（3）時事用語の積極的な収録。

ISBN978-4-384-00231-7 C0587
韓国で圧倒的支持を得る民衆書林刊「新訂日韓辞典」
をポケット版として再編集。（1）学習と日常生活に必
要かつ十分な語数約７万語──新しい時代の全ての分
野の主要語、時事用語、外来語から厳選。（2）発音辞
典を兼ねた日本語辞典。（3）多様で適切な用例と簡
潔・正確な注釈。（4）成句・慣用句の豊富な収録。日
本語・韓国語学習者信頼の１冊。
ISBN978-4-384-00230-0 C0587
持ち運びに便利なポケットサイズでありながらも、10,
000語を超える見出し語を収録。すべての見出し語に
発音記号とカナを併記。

ISBN978-4-384-01245-3 C0587

川村よし子総監修／タサニー・メーターピスィット監修／三修社編集部編 ＜ 2 色刷＞ ［日タイ英］日本語見出し語約9,200語を収録。五十音
順に配列し、すべての漢字にふりがなを付け、タイ語
にはカタカナで発音を示し、右欄に対応する英語が掲
Portable Japanese-Thai-English Dictionary
載しました。［タイ日英］タイ語約8,800語を収録。カ
タカナで発音を示し、対応する英語、次に日本語訳を
掲載してあります。ハンディサイズでビジネスや旅行
に最適の１冊。

ポータブル日タイ英・タイ日英辞典

B6変型判

上製（函入）

960頁

本体2,400円

ISBN978-4-384-05809-3 C0580

川村よし子総監修／三修社編集部編
＜ 2 色刷＞ ［日ベトナム英］日本語見出し語約9,500語を収録。五
十音順に配列し、すべての漢字にふりがなを付け、ベ
トナム語にはカタカナで発音を示し、右欄に対応する
Portable Japanese-Vietnamese-English Dictionary 英語が掲載しました。［ベトナム日英］ベトナム語約8,
900語を収録。カタカナで発音を示し、対応する英語、
次に日本語訳を掲載してあります。ハンディサイズで
ビジネスや旅行に最適の１冊。

ポータブル日ベトナム英・ベトナム日英辞典

B6変型判

上製（函入） 800頁

本体2,400円

ISBN978-4-384-05810-9 C0580

6

辞典

川村よし子総監修／野元裕樹監修／三修社編集部編＜ 2 色刷＞ ［日マレー英］日本語見出し語約13,600語を収録。五十
音順に配列し、すべての漢字にふりがなを付け、タイ
語にはカタカナで発音を示し、右欄に対応する英語を
Portable Japanese-Malay-English Dictionary
掲載しました。［マレー日英］マレー語約13,000語を収
録。カタカナで発音を示し、対応する英語、次に日本
語訳を掲載してあります。ハンディサイズでビジネス
や旅行に最適の１冊。

ポータブル日マレー英・マレー日英辞典

B6変型判

上製（函入）

1152頁

本体4,200円

ISBN978-4-384-05850-5 C0580

川村よし子総監修／フロレンティナ・エリカ監修／三修社編集部編 ＜ 2 色刷＞ ［日インドネシア英］日本語見出し語約12,700語を収録。
五十音順に配列し、すべての漢字にふりがなを付け、イ
ンドネシア語にはカタカナで発音を示し、右欄に対応す
Portable Japanese-Indonesian-English Dictionary る英語が掲載しました。［インドネシア日英］インドネ
シア語約10,300語を収録。カタカナで発音を示し、対応
する英語、次に日本語訳を掲載してあります。ハンディ
サイズでビジネスや旅行に最適の１冊。

ポータブル日インドネシア英・インドネシア日英辞典

B6変型判

上製（函入）

1024頁

本体3,200円

山口百々男編著

改訂版

和英：日本の文化・観光・歴史辞典

B6判

並製

516頁

本体3,000円

ISBN978-4-384-05878-9 C0580
日本の文化や歴史、観光名所などについて英語で紹介
するための和英辞典。見出し語数約5400語。ボランテ
ィア通訳にチャレンジする方、海外に留学・勤務する
方、
「英語通訳案内士（通訳ガイド）試験」や「観光英
語検定試験」の合格を目指す方に最適。「日本の祭」紹
介、歴史年表の付録つき。改訂にあたり、伝統的な基
礎事項の理解に役立つイラストを増補しました。
ISBN978-4-384-05183-4 C2582

ドイツ語
関口存男著／関口一郎改訂

＜ 2 色刷＞

新版

関口・初等ドイツ語講座 上巻
付録：CD1枚 収録時間：34分38秒
吹込：Hans-Joachim Knaup
A5判 並製 216頁 本体2,800円
関口存男著／関口一郎改訂

ISBN978-4-384-00483-0 C1084

＜ 2 色刷＞

新版

関口・初等ドイツ語講座 中巻
付録：CD1枚 収録時間：43分46秒
吹込：Hans-Joachim Knaup
A5判 並製 192頁 本体2,800円
関口存男著／関口一郎改訂

＜ 2 色刷＞

関口・初等ドイツ語講座 下巻
付録：CD1枚 収録時間：65分07秒
吹込：Hans-Joachim Knaup
A5判 並製 248頁 本体2,800円

復刻版

A5判 並製

＜ 2 色刷＞

320頁

本体2,200円

〈POD版〉

詳解ドイツ大文法

800頁

本体12,800円

真鍋良一著

〈POD版〉

真鍋ドイツ語の世界

A5判 並製

ドイツ語を本格的に学ぼうとする人にとって最適な入
門書。説明はすべて英語との緊密な関連のもとで行な
われ、初学者にとって必要と思われる文法事項はすべ
て網羅されています。独語と英語が対応しているの
で、どちらの力もついていきます。

収録時間：64分39秒

橋本文夫著

A5判 並製

単なる文法解説だけでなく、徹底的な「基礎訓練」を
目標としています。全３巻を通し、39項の文法解説と
21項の読章を２つの軸にして「語と語がどういう結び
つきをするか」という一点に主眼を置き、文法の基礎
を完全に習熟させます。下巻は「第22講 関係代名詞」
〜「第39講 名詞の性に関する細則」他で構成されてい
ます。
ISBN978-4-384-00485-4 C1084

関口・新ドイツ語の基礎
付録：CD1枚

単なる文法解説だけでなく、徹底的な「基礎訓練」を
目標としています。全３巻を通し、39項の文法解説と
21項の読章を２つの軸にして「語と語がどういう結び
つきをするか」という一点に主眼を置き、文法の基礎
を完全に習熟させます。中巻は「第９講 形容詞の格
語尾」〜「第21講 darin, worin, hierin などについて」他
で構成されています。
ISBN978-4-384-00484-7 C1084

新版

関口存男著／関口一郎改訂
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単なる文法解説だけでなく、徹底的な「基礎訓練」を
目標としています。全３巻を通し、39項の文法解説と
21項の読章を２つの軸にして「語と語がどういう結び
つきをするか」という一点に主眼を置き、文法の基礎
を完全に習熟させます。上巻は「発音」、
「第１講 動詞
の不定形と人称変化」〜「第８講 dassなどの後におけ
る定形後置」他で構成されています。

336頁

本体5,200円

ISBN978-4-384-03031-0 C1084
本書は学習者がドイツ文を読むたびに悩まされ解明を
せまられる重要な文法事項の数々を広範囲に拾い集
め、一貫した体系のもとにまとめてあります。ドイツ
文を正しく理解させ、中途半端な解釈を正しい軌道に
乗せるために、真に実用価値のある文法知識を正確に
詳しく解説してあります。
ISBN978-4-384-70115-9 C1084
ドイツ語文法書の名著『真鍋ドイツ語の世界』をPOD
版で復刻。重要であるにも関わらず初級の文法書や辞
典では説明が不十分であったり忘れがちな事項などを
解説したドイツ語文法書。
（1983年発行第5刷を底本と
しています。
）

ISBN978-4-384-70129-6 C1084
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ドイツ語

在間

進著

＜ 2 色刷＞

ゼロから始めるドイツ語
付録：CD1枚 収録時間：58分59秒
吹込：G.Krippner, S.Hedenigg
A5判 並製 168頁 本体1,600円
在間

ゼロからドイツ語を始める人のための入門書。文法説
明の部と、それを確かな知識にする練習問題、その知
識を応用するテキストから成っています。文法のキ
ー・ポイントは色刷りのメモによって簡潔に説明。む
だな時間を省き、効率よく学習できるので、着実に実
力がつきます。
ISBN978-4-384-00710-7 C1084

＜ 2 色刷＞ 『ゼロから始めるドイツ語』の姉妹編、書き込み式の問
題集。簡単に文法の復習をしてから、いろいろな問題
に触れられますから、ほかの教科書・参考書でドイツ
語を勉強している場合にも、十分効果が上がります。
また、重要ポイントや注意を要するところには手書き
のメモをつけていますから、効率よく学習できます。
新正書法対応。

進著

ゼロから始めるドイツ語チェックテスト

A5判

並製

192頁

本体2,300円

大友展也著

ISBN978-4-384-05188-9 C2084

＜ 2 色刷＞

改訂版

ゼロから話せるドイツ語
付録：CD1枚 収録時間：41分26秒
吹込：Daniel Kern, Marita Krambeck-Hirokawa
A5判 並製 160頁 本体1,600円
在間

進著

＜ 2 色刷＞

ドイツ語のスタートライン
付録：CD1枚 収録時間：77分01秒
吹込：Josua Bartsch, Marita Krambeck-Hirokawa
A5判 並製 177頁 本体1,600円
在間

進著

＜ 2 色刷＞

ドイツ語チャレンジブック
付録：CD1枚 収録時間：72分19秒
吹込：Daniel Kern, Marita Krambeck-Hirokawa
A5判 並製 144頁 本体1,600円
大岩信太郎著

＜ 2 色刷＞

辞書なしで学べる

入門ドイツ語の最初歩
付録：CD1枚 収録時間：68分49秒
吹込：Daniel Kern, Marita Krambeck-Hirokawa
A5判 並製 176頁 本体1,800円

本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なドイツ語入門書です。日常生活のさまざまな場
面を中心に、わかりやすく解説しています。会話文に
はカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力で学
べるように工夫をしました。巻末に文法・語法インデ
ックスを簡単にまとめてありますのでご利用くださ
い。
ISBN978-4-384-05477-4 C0084
ドイツ語をはじめようという方に最適の１冊。在間先
生本人による講義式のコメントが、学習者にとっては
大きな助けになるでしょう。重要語彙を繰り返し使用
した例文を多く用意し、学習を進めるうちに定着しま
す。要点を押さえた説明で文法もみるみる習得できま
す。少し長めの読み物も用意しました。「コーヒーブ
レイク」でドイツ語の雑学にも触れてみてください。
ISBN978-4-384-05370-8 C1084
本当にはじめてドイツ語を学ぶ人のために書かれた入
門書。文法の要点をわかりやすくするために、図を多
数使用。コミュニケーションを成立させるために、最
低限知らなければならないものを、簡潔かつ丁寧に説
明してあります。練習問題で使用する単語は巻末の単
語集にまとめてあるので、辞書なしでも学ぶことがで
きます。
ISBN978-4-384-05275-6 C1084
ドイツ語をはじめる人が、辞書がなくても学習できる
よう工夫して編集した入門書のベストセラーを、新正
書法に合わせて一新しました。イラストを豊富に使っ
た紙面と、簡潔な文法説明。テキスト、例文にはカナ
をふり、さらに逐語訳、訳、注もつけました。

ISBN978-4-384-05239-8 C1084

ドイツ語
＜ 2 色刷＞

大岩信太郎著

新スッキリわかるドイツ語
付録：CD1枚 収録時間：70分29秒
吹込：Frauke Wlost, Josua Bartsch
A5判 並製 140頁 本体2,000円
本郷建治，佐藤

ISBN978-4-384-05426-2 C1084

彰著

ハイスピード・ドイツ文法
新正書法対応

A5判 並製

196頁

本郷建治，佐藤

本体2,800円

ステップアップ

ドイツ語

付録：CD1枚 収録時間：52分55秒
吹込：Marita Krambeck-Hirokawa
A5判 並製 168頁 本体2,500円
本郷建治，佐藤 彰，河田一郎，渡辺徳夫著 ＜ 2 色刷＞

ドイツ文法の要点

さあ、はじめてのドイツ語へスタート
付録：CD1枚
A5判 並製

144頁

本体2,400円

新装版

書き込み式ドイツ語文法ノートブック

B5判

並製

収録時間：52分35秒
176頁

本体2,200円

岡田公夫，清野智昭著

基礎ドイツ語 文法ハンドブック

A5判 並製

従来のドイツ文法の基礎の上に、さらにワンランク上
を目指す学習者のために編まれたドイツ語の参考書。
大学で初めてドイツ語を学ぶ学生にとって講義の補習
用として、また自習によってもレベルアップができ、
より身近な表現を加えることによって、実践的なドイ
ツ語が身につくよう構成されてます。
ISBN978-4-384-05539-9 C1084
はじめてドイツ語を学ぶ人のための入門書。大学など
の講義の補習用として、また独学用として使用できる
よう、要点をわかりやすくまとめた参考書。18章にお
さめ変化表などを中心にできるだけ簡潔に編纂。文法
事項はやさしく、平易な文例を用いて懇切丁寧に説明。

収録時間：44分43秒

三室次雄著

付録：CD1枚

ドイツ文法の概要を平易な文例を用いて、文法事項を
理解しやすく解説し、
19章で簡潔にまとめてあります。
本書の特長は、練習問題を「初級」
「中級」「上級」に
分け、進歩の程度によって解答していくことにより実
力がついていく点にあります。

ISBN978-4-384-05194-0 C1084

＜ 2 色刷＞

彰著

9

ドイツ語の基礎を短期間で確実に身に付けることがで
きる「新正書法」対応の参考書。コンパクトに全21課。
初学者を混乱に陥れる弊害の方が大きい細則や例外は
省き、ドイツ語の構造がスッキリ見通せるようにして
あります。説明は丁寧に、しかしくどくならないよう
にし、例文・練習問題には分かりやすいものだけを選
んであります。

192頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-04420-1 C1084
見開き構成でとても使いやすいレイアウトになっていま
す。左ページの文法解説を読んだら右ページの練習問題
ですぐに実践でき、確実に文法力がつきます。また、会
話文、短くて易しい笑い話、そしてドイツに関する論文
調の文章といろいろなタイプのテキストを用意しまし
た。読解力が付くことで総合的なドイツ語力が飛躍的に
向上します。ネイティブの音声を収録したCD付き。
ISBN978-4-384-05773-7 C1084
月刊雑誌『基礎ドイツ語』の蓄積から生まれた本格派
のドイツ語文法参考書。わかりやすい説明と的確な例
文で、ドイツ語文法理解への道筋をつけます。どの参
考書にも書かれなかった、ドイツ語のことばのしくみ
が見えてきます。日独文法用語対照表、リファレンス
用索引付き。
ISBN978-4-384-05219-0 C1084

10
辻

ドイツ語
＜ 2 色刷＞

朋季著

だいたいで楽しいドイツ語入門
使える文法

付録：CD1枚 収録時間：60分38秒
吹込：Matthias Wittig
A5判 並製 184頁 本体1,600円
辻

朋季著

もやもやを解消！ ドイツ語文法ドリル

A5判

並製

160頁

第2版

ドイツ語の基本
文法と練習

並製

280頁

三訂版

ドイツ語を読む

並製

192頁

ISBN978-4-384-05782-9 C1084
ド イ ツ で 出 版 さ れ た Grundstufen Grammatik für
Deutsch als Fremdsprache/Erklärungen und Üebungen
の日本語版。文法は品詞ごとにまとめ解説。豊富な練
習問題で、学習した文法を確実に身につけることがで
きます。日本人が間違えやすい項目は、
『１ポイント
レッスン』で解説。

本体2,800円

鷲巣由美子著

A5判

ISBN978-4-384-04594-9 C1084
「一通り文法はやったけれど、まだ、ドイツ語ができる
なんて人には言えない…」
「入門書の次に何をすれば
いいのかわからない…」という方に。ドイツ語で「も
やもや」するのは、格変化、動詞の活用、冠詞の使い
方ではありませんか？ ポイントを押さえた学習で、
もやもやを解消！ ドイツ語にもっと自信が持てるよ
うになります。文法のおさらいができる付録つき。

本体1,800円

モニカ・ライマン著／ダニエル・ケルン，福原美穂子編訳

A5判

外国語を習得した人たちが知っている「学習が続くコ
ツ」を採り入れた入門書。途中で挫折することがない
よう、「難所で立ち止まらずに進める地図」「夢を着実
に手に入れる予定表」
「さぼることを前提にしたカー
ド」が学習をサポート、ドイツ語を楽しく続けられま
す。

ISBN978-4-384-03859-0 C1084
定評ある参考書の三訂版。レベル別のテクストで知ら
ないうちに読む力がつき、辞書と首っ引きの読み方か
ら脱するためのコツがつかめます。レシピから新聞記
事、小説まで、テクストの種類に応じた読み方が学べ
ます。

本体2,200円

ヤン・ヒレスハイム，金子みゆき著

改訂版

口が覚えるドイツ語
スピーキング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：63分53秒＋79分01秒
吹込：Jan Hillesheim, 須口 操
A5判 並製 136頁 本体2,200円
クリストフ・ヘンドリックス，カタリナ・ムレンス・ゴリ，近藤美樹子著

改訂版

耳が喜ぶドイツ語
リスニング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：69分35秒＋67分43秒
吹込：Christoph Hendricks, Katharina Muelenz-Goli
A5判 並製 180頁 本体2,200円

ISBN978-4-384-05722-5 C1084
文法はひと通りやった。簡単なドイツ語は読める。で
もなかなか口からドイツ語が出てこない方に。付属
CDで２時間超、実用的な作文問題を出します。本書
の600例文でトレーニングすれば、条件反射で口から
ドイツ語が出てくるようになる。Wi-Fi、電子書籍、オ
ンラインチェックインなど、時代に合わせた例文を追
加した改訂版。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05883-3 C1084

短文なら聴き取れるけど、ネイティブの会話にはつい
ていけない、というあなたに。日常生活から、歴史、
現代社会まで、ドイツ理解が深まる106文を収録。最
初は聴き取れなくても、あきらめず繰り返し聞いてみ
よう。ドイツ語検定のリスニング対策にも最適。
「ド
イツ再統一から30年」、「若者言葉」、
「第三の性」など
の話題を追加して改訂。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05917-5 C1084

ドイツ語
本郷建治，佐藤

彰監修

＜ 2 色刷＞

バッチリ話せるドイツ語
付録：CD1枚 収録時間：38分53秒
吹込：Daniel Kern, Marita Krambeck-Hirokawa
A5判 並製 192頁 本体1,800円
三修社編集部編

＜ 2 色刷＞

一瞬で伝えたいことが言い出せる

ドイツ語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：53分41秒
吹込：田中由紀, Marita Krambeck-Hirokawa
A5判 並製 208頁 本体1,800円
久保川尚子著

付録：CD1枚 収録時間：46分30秒
吹込：Bettina Ortmann, Andreas Meyer
A5判 並製 128頁 本体2,400円

＜ 2 色刷＞

なんとかなりそうドイツ語会話

付録：CD1枚 収録時間：41分19秒
吹込：Marita Krambeck-Hirokawa, Markus Grasmück
四六判 並製 168頁 本体1,800円
三宅恭子，ミヒャエラ・コッホ著

ドイツ語スピーキング
付録：CD1枚 収録時間：69分20秒
吹込：Josua Bartsch, Marita Krambeck-Hirokawa, Imke Lenz
A5判 並製 200頁 本体2,200円
ダニエル・ケルン，渡辺 学，福原美穂子著

ドイツ語レベルアップトレーニング
付録：CD1枚
吹込：Daniel Kern, Katya Beyer
A5判 並製 144頁 本体2,000円

ISBN978-4-384-04291-7 C1084
「ドイツ語会話」というと、とかく日本語の単語や文を
頭の中でドイツ語に置き換えがちですが、基本の表現
をおぼえてしまったほうが応用がきくようになりま
す。
「人を誘う」
「苦情を言う」
「アドバイス」など、ふ
つうの会話書とはちょっと違うシチュエーションに応
じた表現の説明と練習に重点を置きました。
ISBN978-4-384-05256-5 C1084

あいさつはグーテンターク！

ミスを減らして一歩先へ

ISBN978-4-384-04249-8 C1084
ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高いドイツ語会話パターンを55の鉄則として選び出
し、語句を入れ換えるだけで自在に使えるようにしま
した。付属CDには本書の主なフレーズは日本語とド
イツ語が収録されています。電車の中などの空き時間
に“聞き流す”学習でドイツ語の語感を体得すること
も上達を一気に早めます。

＜ 2 色刷＞ 『基礎ドイツ語』連載記事をパワーアップさせました。

ドイツ語会話トレーニング

吉満たか子著
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基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。本書付属のCDを繰
り返し聞き、声に出して発音練習してみよう。そうす
れば自然なドイツ語の発音とリズムを身につけられ
る。

アルファベットから始まり、あいさつはもちろん買い
物や食事など生活における会話中心にわかりやすく解
説しています。文法など知らなくてもすぐに使えるフ
レーズを紹介。また発音はカタカナで表記しています
ので、そのまま読んでも自然なドイツ語に聞こえるよ
うにしました。ドイツの生活で知っておくと便利で役
に立つ「コラム」や「豆知識」の情報も掲載！
ISBN978-4-384-05440-8 C1084
会話はどれも短いフレーズで構成されており、旅先の
各場面で日常的にドイツ人が使っている表現ばかりで
すので、
生きたドイツ語を学ぶことができます。また、
たくさんのイラストが臨場感を出し、それぞれの場面
がイメージしやすくなっています。イラストを見なが
ら何度も繰り返しフレーズを発音すれば、会話力が確
実にアップするでしょう。
ISBN978-4-384-05497-2 C1084
本書は７課から構成されており、各課はダイアログ、
文法・語法の解説である「ことばのつぼ」、地域事情に
関する情報を含むテキスト、練習問題、発話・表現練
習からなっています。コラムはドイツ語の知識を深め
るためにも活用できます。

ISBN978-4-384-05473-6 C1084
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ドイツ語

高田博行，飯田道子，平井敏雄著

＜ 2 色刷＞

ドイツ語できちんと書いてみる
中級ドイツ語文法と作文

A5判

並製

120頁

本体2,000円

橋本政義著

これだけは知っておこう！

会話と作文に役立つ
ドイツ語定型表現365
付録：CD［MP3］（365トラック）1枚 収録時間：208分40秒
吹込：Nadine Kaczmarek, Marco Raindl, Thomas Meyer
四六判 並製 378頁 本体2,400円
Martin Fritz，赤坂桃子著

ティムとヤンのドイツ語講座

四六判

並製

196頁

本体1,600円

時田伊津子著

どんどん話せるドイツ語 作文トレーニング

A5判

並製

208頁

本体2,000円

杉本モニカ，本河裕子著

コミュニケーションのための中級へのドイツ語
付録：CD［MP3］1枚 収録時間：156分
吹込：Enrico Akamatsu, Markus Grasmück, Nadine Kaczmarek, Tabea Kauf, Marei Mentlein, Marco Raindl
A5判 並製 184頁 本体2,000円
ヴォルフガング・シュレヒト，恭子シュレヒト著 ＜ 2 色刷＞

気持ちを伝えるドイツ語

B6変型判

並製

初級文法を終えた学習者向きの“きちんとしたドイツ
語”を書くための参考書です。間違いやすい文法項目
にしぼって、丁寧に解説しています。例題をやってか
ら、解説や文法項目の説明を読み、その後確認し実際
に定着の度合いを確かめます。各章の最後にはまとま
った作文の練習問題が掲載され、自然とドイツ語の運
用力が身につきます。

216頁

本体1,200円

ISBN978-4-384-05661-7 C1084
初級を終えた中級者向けに編集し、日常よく使用され
る定型表現や重要構文を網羅しました。それぞれの構
文・表現には複数の例文付き。本書で取り上げている
定型的な構文を学習すれば、
「読む・書く・話す」力が
身に付きます。CD［MP3］には、見出し、例文、関連
表現の音声を吹き込んであります。
ISBN978-4-384-05828-4 C1084
ウェブサイト「デアディダスderdiedas」に掲載された
同名のドイツ語ミニ講座に大幅な加筆を行いました。
よく使う慣用表現を180選び、その表現の成り立ちや
意味を解説しています。ティムとヤンの軽快な対話は
各ページに配されたQRコードを読み取れば、すぐに
視聴できます。口語表現満載の対話も魅力です。高速
の2人の対話は聞き取りのトレーニングにも最適。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05899-4 C1084

「何年勉強しても思ったように話せるようにならない」
「文例集だけだと伝えたいことが書けない」
「自分の文
が合っているのか自信がない」…とお悩みの方に。３
ステップで練習しながら作文力を高めることで、日常
のことを書いたり話したりできるようになります。

ISBN978-4-384-05793-5 C1084
初級者から中級者までを対象としています。主人公を
通してドイツでの暮らしのさまざまな場面を体験しま
す。役所の手続き、買い物、パーティーなど。文法知
識や語彙を増やすための練習や今のドイツを知るため
のドイツ語の解説もあります。音声も充実しているの
で、聴き取りの練習もできます。
ISBN978-4-384-03373-1 C1084
ドイツ語の知識がなくても、スグに役に立つ旅行会話
の本です。これだけ知っていれば安心の25のフレーズ
と、旅を豊かにするシチュエーション別表現集の２部
構成。「役に立つ言葉」や「メモ」でどんな状況にも対
応できて便利です。

ISBN978-4-384-05297-8 C2026

ドイツ語
マルコ・ラインデル著／久保川尚子訳

手紙・メールのドイツ語

A5判 並製

216頁

本体2,000円

真道 杉，小笠原藤子，鈴木伸一著

場面で学ぶドイツ語基本単語
付録：CD［MP3］1枚 収録時間：192分
吹込：Markus Grasmück, Imke Lenz
A5判 並製 276頁 本体2,800円
小畠 泰監修／永井千鶴子，野原章雄，加沼毅一，青木美智子，ペート・バックハウス著

全面改訂版

ドイツ人が日本人によく聞く100の質問

四六判

並製

224頁

本体2,200円

鎌田タベア，柳原伸洋著

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

A5判 並製

224頁

岩川直子，佐藤

本体2,200円

英著

音楽用語のドイツ語

四六判

並製

160頁

本体1,600円

辻 ふみえ，ハミル・アキ著

遊んでおぼえる楽しいドイツ語

B6変型判

並製

160頁

本体1,400円

13

ビジネスメールからラブレターまで、81シーン900超
の文例を掲載。見積もり、留学の問い合わせ、謝罪な
どメールや手紙で使える文はもちろん、SNSプロフィ
ール、携帯メール、カードにも対応。ドイツ語での手
紙やメールの書き方の基本や、コミュニケーションの
コツも紹介。言い換え表現も多数掲載しているので、
あなたの気持ちが伝わる文が見つかる。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05593-1 C1084

CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）のA1, A2（初級
レベル）の語彙を場面別に整理。すぐに使える会話例
や表現も場面毎に掲載。語彙と会話例をすべて収録し
たCD（MP3）付き。A1とA2に必要な文法も巻末にコ
ンパクトにまとめています。ドイツだけでなく、スイ
ス・オーストリアにおける表現も掲載。総見出語数2,
300語。
ISBN978-4-384-05670-9 C0084
ドイツ人が日本について知りたい、また、日本人がドイ
ツ人に伝えたい100のテーマをＱ＆Ａ方式で編集したド
イツ語表現集。冠婚葬祭・食事・年中行事など社会生活
一般から環境、戦後の政治・経済状況まで幅広く取り上
げている。コラムには、使える定型表現やテーマに関す
る語彙集を収録。初心者にも親しみやすく、ドイツ語学
習の副読本や日本文化紹介の手引書として最適。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05551-1 C0084

「夕飯は冷たいものしか食べないって本当？」
「統一の
ことをどう思っているの？」…今さら聞けない基本的
なことから、今ひとつ納得できないでいたことまで、
100の疑問を解消！知りたくて読むからリーディング
スキルがつく！すぐに使える会話例も掲載。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05851-2 C1084

「読んで楽しむ」ドイツ語の音楽用語集。ドイツ音楽
を理解するための用語をABC順にまとめ、詳しく解
説。さらに、ドイツ音楽、ドイツ語文法にまつわるコ
ラムも多数掲載。読んで楽しめる音楽用語集です。巻
頭には音名、調、作曲家、楽器の一覧を、巻末には文
法表を収録。本書を片手に、ドイツ音楽、文化の豊か
な流れに、ぜひ触れてみてください。
ISBN978-4-384-05802-4 C1084
話し言葉はペナルティのないゲームのようなもの。一
見堅苦しく思えるドイツ語も遊び感覚で接すればとて
も親しみやすいものです。本書はベルリン在住のアー
ティストが普段着感覚のドイツ語会話を楽しく紹介。
BEAMS青野賢一氏も絶賛！

ISBN978-4-384-03398-4 C2084
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ドイツ語

ヤン・ヒレスハイム著／金子みゆき訳

＜カラー刷＞

ビールを楽しむドイツ語

B6変型判

並製

128頁

本体1,500円

バレンタ 愛著

カフェのドイツ語

B6変型判

並製

128頁

ISBN978-4-384-05959-5 C0084

＜カラー刷＞ ウィーンのカフェ時間をより楽しめるフレーズ集。
「飲み物だけ頼みたい」「料理も注文したい」など、カ
フェのいろいろな楽しみ方を紹介！ 見ているとお腹
が空いてくる、おいしそうな食べ物の写真が満載です。

本体1,500円

ISBN978-4-384-05622-8 C0084

＜カラー刷＞

中村真人著

街歩きのドイツ語

B6変型判

並製

128頁

ISBN978-4-384-05662-4 C0084

＜カラー刷＞

ドイツサッカーを観に行こう！
ブンデスリーガ×ドイツ語
並製

136頁

サッカーを楽しむドイツ語

並製

176頁

日本代表香川真司選手も推薦！ドイツサッカーの魅力
と観戦のノウハウが満載！日本人選手の移籍が際立つ
ドイツサッカー・ブンデスリーガ。代表クラスの選手
だけでなく、オリンピック世代の選手も多く移籍。本
書は現地でブンデスリーガを観戦するためのノウハウ
を、多数の写真やドイツ語と合わせて紹介。ドイツと
ドイツサッカーを楽しむ１冊。

本体1,500円

大薗正彦著

A5変型判

豊富なビジュアルとドイツ語フレーズを楽しめる１
冊。ガイドブックとともに、旅に役立つ会話集です。
基本のあいさつ表現から、街にまつわるドイツ語豆知
識まで。初心者から既習者まで、幅広く楽しめる構成
です。トラムや自転車に乗って、インビスやマルクト
に立ち寄って、アートや音楽を楽しんで……。緑あふ
れる歴史の街へ、さあ出かけよう！

本体1,500円

瀬田元吾著

B6変型判

ビールを片手にドイツ語に親しめる夢のような１冊。
パート１では、ビアガーデンで、オクトーバーフェス
トで……ビールを飲むさまざまなシチュエーションで
臨場感あふれる会話を楽しみ、パート２では、ビール
の味を表現する言い方を覚える。代表的なビールの種
類や産地、銘柄のミニカタログ、日本で飲めるビール
もわかるので明日から役に立つ！

本体1,800円

ISBN978-4-384-05698-3 C0084
「ハンド！」
「三冠」
「ゲーゲンプレッシング」など、ド
イツサッカーを楽しむための2000語超を収録！ リア
ルタイムで試合速報を読んだり、SNSでドイツ語で応
援できるようになります。2018年ロシア大会で注目を
浴びたVARなどの新語にも対応。基本的な表現には
ルビがついているので、ドイツ語がわからない人でも
楽しめます。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05893-2 C1084

英語
本名信行，竹下裕子編著／ SHARMA Anamika，田嶋ティナ宏子，小張順弘著

新アジア英語辞典

B6変型判

並製

318頁

本体1,900円

長尾和夫，アンディ・バーガー著

英語で話す力。

141のサンプル・スピーチで鍛える！
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本書はアジアの英語変種として最も広く使用されてい
るインドの英語、シンガポール・マレーシアの英語、
フィリピンの英語、中国の英語を題材として、そのな
かでも日常よく使われる語句を収集し、解説を加えた
ものである。見出し語数約1350。発音はカタカナによ
って表示し、多くの語句には現地調査に基づく会話体
の例文をつけた。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05897-0 C0082

TOEIC TEST、TOEFL IBT、TEAP、英検などのスピ
ーキング対策はこの１冊で完璧！ 賛成、反対、中立
など異なった視点から自分の意見が論理的に述べられ
る。キーフレーズと例文で基礎を押さえ、実際に自分
の意見として表現する方法を学習

付録：CD3枚 収録時間：44分29秒＋59分41秒＋56分04秒
A5判 並製

344頁

本体2,400円

長尾和夫，トーマス・マーティン著

英語で書く力。

70のサンプル・ライティングで鍛える！
付録：CD1枚 収録時間：29分06秒
吹込：Hannah Grace, Ryan Drees
A5判 並製 384頁 本体2,400円
長尾和夫，アンディ・バーガー著

英語で読む力。

54のサンプル・リーディングで鍛える！

A5判 並製

364頁

本体2,400円

長尾和夫，アンディ・バーガー著

英語で聞く力。

81のサンプル・リスニングで鍛える！

〈電子書籍版あり〉

TOEIC S&W、TOEFL iBT、TEAP、英検などのライティ
ング対策はこの１冊で完璧！英文ライティングの柱であ
る「説明・描写文」
「要約文」
「意見を述べる文」が論理的
に書ける。第１章のキーフレーズと例文で基礎学習を、
第２章で実際にまとまった英文を表現する方法を学習。
150語〜250語程度で日常的なことから社会的な内容まで
の英文が書けるよう、段階的に学べる構成となっている。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05857-4 C2082

TOEIC®
L&R、TOEFL®
iBT、IELTS、TEAP、英検な
どのリーディング対策はこの１冊で完璧！リーディン
グ問題に頻出の「グラフ・図表など+説明文」
「お知ら
せ・広告・メールなど」
「複数の文章」
「250語程度のエ
ッセー」
「500語程度のエッセー」「750語程度のエッセ
ー」を効率的に読み、論理的に理解できる！
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05875-8 C2082

英文リスニングに頻出の「ショートダイアローグ・モ
ノローグ」
「図表付きダイアローグ・モノローグ」「ロ
ングダイアローグ・モノローグ」を効率的に聞き取り、
論理的に理解する！ まとまった英文や図表と英文を
効率的に聞き取り論理的に理解する方法を、機能表現
や「ノートテイキング」を使って学習。

付録：CD3枚 収録時間：65分15秒＋70分27秒＋78分23秒
吹込：Edith Kayumi, Sarah Greaves, Michael Rhys, Ryan Dress, Josh Keller
A5判 並製 376頁 本体2,400円
〈電子書籍版あり〉
長尾和夫，トーマス・マーティン著

ISBN978-4-384-05835-2 C2082

ISBN978-4-384-05888-8 C2082

「論理的な英語」で表現することは、英語検定試験やビジ
ネスでも必要なスキルとして求められる。本書では「論
理的な英語」を組み立てるのに必要な技法としての、ク
40のサンプル・シンキングで鍛える！
リティカルに考える力を鍛えていく。物事をクリティカ
ルに考えることによって、ある問題に対して客観的な視
付録：CD3枚 収録時間：73分09秒＋63分16秒＋54分52秒 点で、説得力のある解決策を導き出すことができる「問
題解決力」を身につけることができる！
吹込：Carolyn Miller(加), Michael Rhys(英), Sarah Greaves(豪), Ryan Drees(米)
A5判 並製 424頁 本体2,400円
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05935-9 C2082

英語で考える力。

16

英語

長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の耳』になる！
リスニング50のルール
付録：CD3枚
A5判

並製

240頁

非常に簡単な単語でも、ネイティヴが話すと全然聞き
取れない。それはネイティヴが話すときに音声変化が
起きているからです。音声変化の特徴を聴く練習を何
度も何度も繰り返せば、どのような単語の組み合わせ
から変化したものなのか、カラダが理解してくれるよ
うになります。このネイティヴ発音を聴き取るのに十
分な特訓を行える、豊富な実例を３枚組のCDに収録。

本体2,500円

ISBN978-4-384-05528-3 C2082

長尾和夫，アンディ・バーガー著

「絶対『英語の耳』になる！リスニング50のルール」に
沿った音声変化の全400文例と、150のスキットで徹底
的に『英語の耳』を鍛え上げる！ まとめの高難度エ
クササイズも収録。

絶対『英語の耳』になる！
リスニング50のルール
実践トレーニング編
付録：CD2枚
A5判

並製

240頁

本体2,300円

長尾和夫，アンディ・バーガー，テッド・リチャーズ著

絶対『英語の耳』になる！
リスニング50のルール
徹底トレーニング編
付録：CD2枚
A5判

並製

232頁

本体2,500円

長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の耳』になる！
BASICSリスニング
基本30のルール
付録：CD2枚
A5判

並製

200頁

ISBN978-4-384-05549-8 C2082
ネイティヴの英語が聞き取りにくい原因は、彼らの英
語が日本人には想像もつかない音声に変化している事
にあります。私たちは、ネイティヴ独特の音声が脱落
したり、混じり合ったりする極端に変化した英語の音
に接する機会がほとんどなかったのです。音声変化の
特徴を耳に馴染ませ、あなたの英語耳を徹底的に鍛え
上げる、究極のリスニングトレーニングブックです。
ISBN978-4-384-05637-2 C2082
大人気シリーズの耳慣らし・口慣らしレッスンのため
の基本編登場！ 聴き取り初級レベルの学習者を対象
に、英語の音声変化の「基本のルール」を取り上げて、
それらを徹底的に、また専門的な用語は使わずわかり
やすく解説しています。付録のCDに豊富に盛り込ん
だ音声変化の実例で、ネイティブ英語特有の音声変化
がどんどん耳に飛び込んできます！

本体1,900円

ISBN978-4-384-04431-7 C2082

長尾和夫，アンディ・バーガー著

ニュース英語のリスニングが難しいと感じるのは、ニ
ュースのボキャブラリーには学校英語で学習しなかっ
た耳慣れない単語やフレーズが数多くあり、ニュース
が読まれる速度が非常に高速であるため、ネイティヴ
独特の音声変化が頻出するからです。この２つ問題点
を同時に克服するため50本の代表的なニュースを５つ
のステージをこなしながら学習を進めていきます。

絶対『英語の耳』になる！
NEWSリスニング
超難関トレーニング50
付録：CD3枚
A5判

並製

212頁

本体2,500円

長尾和夫，トーマス・マーティン著

絶対『英語の耳』になる！
ビジネス英語リスニング
難関トレーニング50
付録：CD3枚
A5判

並製

212頁

本体2,500円

ISBN978-4-384-04464-5 C2082
海外との共同プロジェクトの流れを追いながら、50のビジ
ネス・ダイアローグを聴き取れ！ 音声変化と1000超のビ
ジネス頻出語句を一挙に学習！ 国際ビジネスの場面で頻
繁に遭遇するボキャブラリーの学習や音声変化に焦点を絞
ったリスニング学習が行えるように、アメリカ企業と中国
の下請け企業が進めるプロジェクトがリアルに展開してい
く様子をユニットの進行とともに追跡していきます。
ISBN978-4-384-04510-9 C2082

英語
長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の耳』になる！
旅する英語リスニング
シーン別トレーニング50
付録：CD2枚
A5判 並製

212頁

本体2,500円

長尾和夫，トーマス・マーティン著

絶対『英語の耳』になる！
音声変化リスニング
パーフェクト・ディクショナリー

付録：CD3枚 収録時間：75分15秒＋63分59秒＋51分55秒
吹込：RathAnn Morizumi, Andy Boerger
A5判 並製 240頁 本体2,500円
長尾和夫，トーマス・マーティン著

絶対『英語の耳』になる！
クールなネイティヴ英語で鍛える！
口語表現&スラング

リスニング200

付録：CD3枚 収録時間：66分42秒＋65分09秒＋63分31秒
吹込：Hannah Weakley, Andy Boerger
A5判 並製 216頁 本体2,400円
長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の耳』になる！
おはようから、おやすみまで、いつもの英会話で鍛える！
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海外旅行で頻繁に遭遇するボキャブラリー学習や、音
声変化に焦点を絞ったリスニング学習が行えるよう
に、空港、道案内、買い物、レストラン、電車、タク
シー、チケット購入など、旅先で出会う典型的な50シ
ーン別に、リスニング用のダイアローグやモノローグ
を用意。950を超えるトラベル英語の必須ボキャブラ
リーが身に付きます。
ISBN978-4-384-04514-7 C2082
多くの音声変化の例に耳を慣らし、初めて耳にする音
声変化を少なくしておくことで、実際のネイティヴと
の会話やテレビドラマ、映画での聞き取り能力は格段
にアップします。CD音声だけで学習することもでき
るので、日々継続的に英語に耳慣らしするための格好
の音声素材として、通勤や通学の電車の中で聴き続け
ることができます。
ISBN978-4-384-04543-7 C2082
好評『英語の耳』シリーズ９作目。日常英会話や、テ
レビ、ドラマなどに頻繁に使用され、なおかつとても
短いにもかかわらず、意味の取りづらいフレーズで音
声変化が大きく聴き取りも難しいものばかり200フレ
ーズをピックアップ。本書を繰り返し読み、またCD
を聴き取ることでネイティブ特有の音声変化を体得す
れば、口語英語のリスニング力が飛躍的に伸びます。
ISBN978-4-384-04584-0 C2082
ネイティヴが頻繁に使っているちょっとした日常英会
話200フレーズを徹底的にリスニング！基礎的な日常
英会話の習得に大いに役立つ。海外留学や出張、旅行
を控えている人に最適のテキスト。

1日丸ごとリスニング200

付録：CD2枚 収録時間：48分48秒＋49分58秒
吹込：Ryan Drees, Hannah Grace
A5判 並製 216頁 本体2,200円
長尾和夫，トーマス・マーティン著

絶対『英語の耳』になる！
37のインタビューで鍛える！
ネイティヴ英語リスニング

付録：CD3枚 収録時間：72分48秒＋67分13秒＋66分25秒
吹込：Josh Keller, Peter von Gomm, Hannah Grace
A5判 並製 232頁 本体2,400円
長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の耳』になる！
TV ドラマ・シーンで鍛える！
ネイティヴ英語リスニング37

付録：CD2枚 収録時間：71分46秒＋67分07秒
吹込：Hannah Grace, Peter von Gomm, Ryan Drees
A5判 並製 232頁 本体2,200円

ISBN978-4-384-04614-4 C2082
本書で「インタビューを聞き取る訓練」を行えば、英
語圏のメディアに登場するあらゆる番組の理解度が格
段にアップすると同時に、いろいろな人たちの会話の
癖、言葉の抑揚、発音変化の特徴などを体感・体得す
ることができます。またトレーニングを通して、音声
多重放送の英語ニュース、YouTube動画の英語などを
聴き取る力も飛躍的に向上します。
ISBN978-4-384-04633-5 C2082
本書の狙いは、ボキャブラリーと音声変化の法則を身
につけながら、ドラマ・シーンの英語に耳を慣らして
いくこと。毎日のように、付属CDでスロー・スピード
とナチュラル・スピードの音声を聴き比べ、ネイティ
ヴ英語の多様なキャラクターのさまざまな感情の抑
揚、語り口を理解することで、リスニング能力が飛躍
的に伸びる！
ISBN978-4-384-04639-7 C2082
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英語

長尾和夫，アンディ・バーガー著

＜ 2 色刷＞

スペシャル・エディション1

絶対『英語の耳』になる！
リスニング25のルール
《フレーズ耳編》
四六判

並製

128頁

本体1,200円

長尾和夫，アンディ・バーガー著

〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

スペシャル・エディション2

絶対『英語の耳』になる！
リスニング25のルール
《単語＋フレーズ耳編》
四六判

並製

120頁

本体1,200円

長尾和夫，アンディ・バーガー著

＜ 2 色刷＞

絶対『英語の耳』になる！
リスニング30のルール
《BASIC編》
並製

136頁

本体1,200円

長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の口』になる！
中学英語で基礎から鍛える
シャドーイング大特訓50

付録：CD2枚 収録時間：79分39秒＋79分18秒
吹込：RuthAnn Morizumi
A5判 並製 212頁 本体2,000円

ISBN978-4-384-04571-0 C2082

簡単な英語でも、ネイティブが話すと全然聴き取れない。
それはネイティブが話すときに音声変化が起きているか
らです。音声変化の特徴を聴く練習を何度も繰り返せば
どのような単語の組み合わせから変化したものか耳が理
解してくれます。単語とフレーズの音声変化のルール25
本を何度も聴けば、今まで知っているのに聴き取れなかっ
た英語がもっとクリアに聴こえてくるようになります。
〈電子書籍版あり〉

スペシャル・エディション3

四六判

簡単な英語でも、ネイティブが話すと全然聴き取れな
い。それはネイティブが話すときに音声変化が起きて
いるからです。音声変化の特徴を聴く練習を何度も繰
り返せばどのような単語の組み合わせから変化したも
のか耳が理解してくれます。本書の音声変化のルール
25本を繰り返し訓練すれば、今まで知っているのに聴
き取れなかった英語が聴こえてくるようになります。

ISBN978-4-384-04572-7 C2082

聴き取り初級者レベルの学習者を対象に英語の発声変
化の、音が短くなる・つながる・消える・混じり合う・
変化するなど「基本のルール30」を取り上げてそれら
を徹底的に、また、専門的な用語は使わずに分かりや
すく解説しています。270のやさしい文例、30のダイ
アローグで徹底的に学習すればネイティブ英語特有の
音声変化がどんどん耳に飛び込んできます。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04573-4 C2082

中学で学ぶやさしいレベルの英文ばかりを使用するこ
とで、初級英会話に必須の構文や文型、ボキャブラリ
ーを効率よく吸収できる！ シャドーイングのトレー
ニングを継続的に行うと、
「理解力・リスニング力」
「発
音力・英語の脳の筋トレ」
「スピーキング力・応用的な
発話能力」を身につけられます。
ISBN978-4-384-04538-3 C2082

長尾和夫，トーマス・マーティン著

日常生活の中で高い頻度で巡り会う「あいさつ」や「待
ち合わせ」
「初対面の人との会話」
「パーティーでの会話」
「買い物中の会話」など、50の典型的な日常会話のダイア
ローグを掲載。５つのステップでシャドーイングの大特
訓！ 本書で、日常英会話をシャドーイングすれば、や
シャドーイング大特訓50
付録：CD3枚 収録時間：65分46秒＋63分07秒＋57分16秒 さしいけれどもなかなか口をついて出てこなかった会話
表現が、どんどん口から飛び出してくるようになる。
吹込：Josh Keller, Hannah Weakley
A5判 並製 216頁 本体2,300円
ISBN978-4-384-04555-0 C2082

絶対『英語の口』になる！
リアルな日常英会話で鍛える

長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の口』になる！
ネイティヴとの異文化トークで鍛える！
シャドーイング大特訓50

付録：CD3枚 収録時間：76分38秒＋79分34秒＋73分59秒
吹込：Peter von Gomm, Hannah Grace
A5判 並製 212頁 本体2,400円

海外に出かけたり日本を訪れた外国人と言葉を交わす
とき、会話を存分に弾ませるためにはお互いの国の文
化や習慣、生活などに関するトークは必須です。これ
ができるかできないかで、会話の内容が大きく異なっ
てきます。本書で実践的なシャドーイング・トレーニ
ングを行いながら、異文化をテーマに大いに英会話の
花を咲かせられるようになってください。
ISBN978-4-384-04602-1 C2082

英語
長尾和夫，アンディ・バーガー著

絶対『英語の脳』になる！
同時通訳方式〈サイトラ〉で鍛える
ネイティヴ英語脳・育成大特訓50

付録：CD3枚 収録時間：71分59秒＋703分37秒＋70分30秒
吹込：Peter von Gomm, Edith Kayumi, 彼方悠璃
A5判 並製 216頁 本体2,500円
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サイト・トランスレーション（サイトラ）とはネイテ
ィヴの語順のまま、同時通訳者が相手の英語を理解す
るときに用いている方法です。サイトラをマスターす
れば、逆に自分が英語を話すときにも日本語の語順か
ら考えるのではなく自然とネイティヴの語順で発想で
きるようになります。サイトラの学習は英語の理解力
だけでなく発話能力の向上にも効果的です。
ISBN978-4-384-04581-9 C2082

＜ 2 色刷＞ 〈東京大学大学院教授／オックスフォード大学教授 苅谷
剛彦先生の推薦コメント〉私は、20年以上英語を実際に仕
事で使ってきたが、もしもっと以前にこの本に出会って
いたら、どれほど自分の仕事ぶりが違っていただろうか
と悔しい思いさえする。初めて英語の発音や聞き取りを
習う人たちがこの本が紹介する原理を手に入れることが
付録：CD2枚
できれば、私のような回り道をしなくてすむだろう。
吹込：上川一秋, ジーナジョージ, マークサンフォード
A5判 並製 256頁 本体2,400円
ISBN978-4-384-05462-0 C0082
上川一秋，ジーナ・ジョージ著

英語喉

50のメソッド

上川一秋，ジーナ・ジョージ著

＜ 2 色刷＞

機関銃英語が聴き取れる！
リスニングの鍵はシラブルとビート

ネイティブ英語でまくしたてられると怖い。その原因
は英語と日本語のリズムの違いです。シラブルとビー
トの違いを意識すれば、英語が「言葉」に聞こえ始め
ます。
『英語喉 50のメソッド』のリスニング版がつ
いに登場！

付録：CD1枚 収録時間：30分15秒
吹込：Jack Merluzzi, Bianca Allen, 矢嶋美保, 上川一秋
四六判 並製 128頁 本体1,500円

＜ 2 色刷＞
一流ビジネスパーソンが無意識にやっている
愛場吉子著

英語でプレゼン・スピーチ 15の法則
25のスライドタイプで鍛える！

付録：CD1枚 収録時間：24分53秒
吹込：Chris Koprowski, Karen Haedrich
A5判 並製 202頁 本体2,000円
鈴木瑛子著

一流ビジネスパーソンのための、一流ビジネスパーソ
ンによる、プレゼン・スピーチの集大成。 一流のプレ
ゼンをするビジネスパーソンが無意識にやっている15
の法則と併せて、スライド作成術から英文スクリプト
の作り方と、そのスピーチの仕方までを、25のスライ
ドタイプ別に一挙公開。
〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

論理的に話す・書くための 英語変換術
付録：CD1枚
吹込：Josh Keller, Karen Haedrich
A5判 並製 360頁 本体2,400円
竹村和浩，ビル・ベンフィールド著

ISBN978-4-384-05531-3 C0082

〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

世界基準のビジネス英会話
付録：CD2枚 収録時間：64分14秒＋68分
吹込：Josh Keller, Ryan Drees, Edith Kayumi, Bill Benfield, Sarah Greaves
A5判 並製 372頁 本体2,600円

ISBN978-4-384-05862-8 C2082

基本的な英文法を理解し、基礎的な英文を書いたり話
したりすることのできる方（TOEIC®L&R 600点レベ
ル）が、ワンランク上のコミュニケーションを目指す
ための１冊。ある意図を表現したい場合に、どのよう
な言葉を使うときちんと伝えることができるのか。
「変換術」を使いこなせば、自分の意図を論理的かつ効
果的に伝えることができるでしょう。
ISBN978-4-384-05874-1 C2082

ビジネスエリートへの道は、英語力×交渉戦略。グロー
バルリーダーとしてキャリアを重ねたいのであれば、も
はや英語力だけでは足りません。世界で活躍するビジネ
スパーソンなら巧みに使いこなしている「交渉戦略」と
その戦略に沿った「英会話」を同時に学ぶことで、商談
や会議、販売などあらゆるビジネスシーンで駆け引き上
手なビジネスパーソンになれるでしょう。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05891-8 C2082
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英語

塚本

＜ 2 色刷＞ 「相性動詞」を使えば、あなたの英語とビジネスが変わ

亮著

世界のエリートを唸らせる
話すビジネス英語

る！ビジネスの現場でネイティブが頻繁に使う基本名
詞50個を厳選、名詞ごとに「相性動詞」を紹介。適切
な「相性動詞」と名詞の組み合わせを使いこなし、信
頼されるビジネス英語を身につける。短文500、長文
100の豊富な例文。イギリス、アメリカ、オーストラリ
ア、カナダの4種類の英語音声収録。

付録：CD2枚
吹込：Bill Benfield, Carolyn Miller, Ryan Dress, Sarah Greaves
A5判 並製 328頁 本体2,600円
〈電子書籍版あり〉
東海林

＜ 2 色刷＞

舞著

世界を舞台に一目置かれる人になる
英語の発音・話し方技術22
付録：CD2枚 収録時間：48分44秒＋38分47秒
吹込：Josh Keller, Karen Haedrich, 東海林 舞
A5判 並製 304頁 本体2,600円
法島由昭著

駆け引きを有利に進めるビジネス英語

四六判

並製

192頁

本体1,800円

長尾和夫，ケビン・マクギュー著

130の実践シーンで展開する

ビジネス英会話 ダイアローグ
付録：CD3枚
A5判

並製

288頁

本体2,400円

関根正和著

仕事で使える英会話

こんなときネイティブはこう言う

四六判

並製

200頁

本体1,800円

ロッシェル・カップ，ジリアン・ヨーク著

ビジネス英語 これが常識非常識！

A5判

並製

184頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-05913-7 C2082

英語プレゼンがイマイチうまくいかない、伝えている
内容に自信はあるのに、商談や営業で相手の反応が鈍
い、英語のスピーキング（面接）試験であと少しのと
ころで合格点に達しない…。そんな「ある程度英語力
があるのにイマイチ伝わらない」悩みは、発音を見直
すことが解決の糸口になるかもしれません。「発音」
と「話し方」を同時に学べる1冊。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05923-6 C2082

「現場主義」に徹底してこだわるJETRO貿易アドバイ
ザー、元・住友商事NY駐在員の筆者が、14年以上の海
外駐在から編み出したstreet-smart なビジネス英語を
あなたに教えます。お手本どおりのビジネス表現を超
えた「ネイティブ対抗術」や想定外の交渉現場や営業
トークにも使える「アドリブ対応表現」が満載。
ISBN978-4-384-05527-6 C2082
ビジネス英語を包括的に１冊に凝縮して紹介。社内で
の日常ビジネス英語、顧客対応の英語、会議・交渉の
英語、プレゼンやビジネス電話の英語などを、多岐に
わたる実践的なビジネスシーンの中に可能な限り豊富
に盛り込みました。トータル134シーンの実践的なダ
イアローグと重要表現、関連フレーズで1500フレーズ
を掲載。
ISBN978-4-384-05657-0 C2082
筆者が30数年にわたって、ロサンゼルスでアメリカ人
に囲まれて英語でビジネスをしてきた経験から、ビジ
ネス英会話、特にアメリカで使われている表現をまと
めました。知っているつもりでも間違った使い方をし
ていたり、意味は通じるけれどあまり丁寧ではない言
い方をしていたり、相手に不快感を与えたりするよう
な言い方について説明を加えました。
ISBN978-4-384-01396-2 C2082
日本でよく使われる外来語、またカタカナ語の英語を
含め、多くの日本人が疑問なしに使用している英語の
中には、間違った表現がたくさんあります。本書を学
ぶことによって、自然な英語を見につけ、外国人とよ
りスムーズなコミニケーションをとり、そしてより効
果的なビジネスをする英語力を習得できます。
ISBN978-4-384-05450-7 C2082

英語
長尾和夫，アンディ・バーガー著

グロービッシュではじめる！
ビジネス英語ライティング
A5判 並製

248頁

本体1,600円

永田浩子編著／有賀メアリー英文監修

そのまま使える

英文ビジネス文書の書き方と
活用文例セレクト109
A5判 並製

264頁

本体1,900円

石井隆之著

改訂版

あなたの魅力を伝える面接の英語
付録：CD1枚 収録時間：42分03秒
吹込：Peter von Gomm, Helen Morrison, Howard Colefield, Edith Kayumi
A5判 並製 248頁 本体2,200円
長尾和夫，テッド・リチャーズ著

自己PRの英会話

〜あなたを売り込む900フレーズ！
付録：CD2枚
A5判 並製

200頁

本体2,400円

長尾和夫，マケーレブ英美著

英会話は、ほめ言葉でうまくいく！
24時間“ほめまくる”英語
付録：CD1枚
A5判 並製

200頁

本体1,900円

長尾和夫，マケーレブ英美著

英会話は、あいづちでうまくいく！
日常会話のための800表現
付録：CD1枚
A5判 並製

200頁

本体1,900円
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グロービッシュの基本ルールを生かしたビジネスＥメ
ールの書き方が分かる！ネイティヴの書いたメールと
グロービッシュで修正したメールを比較対照しながら
説明を加えています。また実践的なビジネスＥメール
の実例を取り上げているので、国際ビジネスでのＥメ
ールのやりとりのフローもよくわかるようになってい
ます。
ISBN978-4-384-04457-7 C2082
一般的なビジネス文書フォーマットの紹介、海外の人
に伝わりやすくするための書き方のコツなどをケース
別に文例付きで提示しました。ビジネスの現場で使用
する頻度の高いテーマを109例セレクトし英訳と和訳
が見開き対照で見られるようになっています。Ｅメー
ルから社内文書、各種契約書、履歴書の書き方まで幅
広くカバーしているのでそのまますぐに使えます。
ISBN978-4-384-04388-4 C2082
面接官経験の豊富な著者が、面接の流れから模擬面接
までを幅広く解説。多彩なバリエーションから、自分
らしい表現が見つかります。新たに「外資ならではの
質問」を追加、巻末に「直前チェックリスト」
「サンキ
ューレターの書き方」を収録しました。

ISBN978-4-384-05829-1 C0082
性格や趣味、人づき合いから、仕事や理想、将来の夢
まで、あなたの魅力を売り込む英会話！ 会話力を鍛
える180のＱ＆Ａ、90のドリル付。自己PRの基礎訓練
を積んでいただくために、自分の性格や住居・家・家
族・友達・恋人など積極的にコメントするためのフレ
ーズを30のシーン別にふんだんに盛り込みました。
ISBN978-4-384-05568-9 C2082
45のシーンで750を超える英語の『ほめ言葉』が覚えら
れる！ ほめられていやな気分になる人はいません
し、ほめたりほめられたりすることで、お互いの関係
も円滑になり、会話もさらにどんどん弾み始めます。
英語ネイティヴは「ほめる―感謝する」というポジテ
ィヴな会話のやり取りが大好きです。さらに言えば
「ほめることも、ほめられることも大好き」なのです。
ISBN978-4-384-05535-1 C2082
ちょっとしたあいづちや合いの手は、会話のとても重
要な潤滑油となります。そこでみなさんの英語での
「あいづち力」
「合いの手力」
「反応力」を一挙に鍛え上
げるのが本書です。あいづちや合いの手が必要になる
場面を45の実用的なシーンに切り取ってご紹介してい
きます。掲載したあいづち・合いの手フレーズは全部
で800センテンス。
ISBN978-4-384-05538-2 C2082
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英語

長尾和夫，テッド・リチャーズ著

英会話は、お返事でうまくいく！
付録：CD1枚
A5判

並製

216頁

47のシーンで、1100を超える英語の「お返事」が覚え
られる！ 「最近どう？」
「久しぶり！」といった日常
的な問いかけへのお返事から、
「可能性あるかな？」
「君
の意見は？」といった返事のなかなか難しい問いかけ
へのお返事まで、多岐にわたる問いかけを用意し、そ
れぞれの問いに対して平均20パターン以上の答え方の
バリエーションを紹介。

本体1,900円

ISBN978-4-384-05564-1 C2082

長尾和夫，アンディ・バーガー著

＜ 2 色刷＞ 『英会話表現の地図帳』が誕生!! 100枚の地図で、1000
の基本フレーズを身につける。見開きに類似の意味を
もったいい方を一気にまとめて掲載。さらに、覚えて
使えるようになってほしいものと、聞けば理解できる
ようにしてほしいものに分類。日本人へのおすすめフ
レーズも一目瞭然にわかるようにしました。

地図でスッキリよくわかる！

ネイティヴ英会話表現MAP100
付録：CD1枚
A5判

並製

216頁

本体1,800円

ISBN978-4-384-05607-5 C2082

長尾和夫，アンディ・バーガー著

ネイティヴが日常で頻繁に使用する感情や気持ちの英
会話フレーズの代表格を１冊にまとめました。感情や
気持ちを表す英語表現を網羅し、できるだけ多くの類
似表現をパターンや機能別に分類しました。さらにそ
のフレーズがどのようなときに使われるかを理解する
ために、すべての表現について、その堅苦しさ、カジ
ュアルさをグラフィカルに示してあります。

感情・気持ちをネイティヴに完璧に伝える
英会話表現1800フレーズ
付録：CD2枚
A5判

並製

240頁

本体2,000円

ISBN978-4-384-05621-1 C2082

長尾和夫，アンディ・バーガー，トーマス・マーティン著

しゃべって身につく
英会話スキット・トレーニング160
付録：CD3枚 収録時間：73分07秒＋77分11秒＋72分36秒
吹込：Edith Kayumi, Josh Kelle, Hannah Grace, Peter von Gomn
A5判 並製 336頁 本体2,400円

学習者自身がネイティヴの役になりきり、相手と会話
をしているかのように、スキット（短いダイアローグ）
の中で受け答えをするロール・プレー・トレーニング
を行います。これを数多く行えば、ナチュラルな発音
やイントネーション、タイミングで英語を口に出すこ
とができるようになります。 この練習を繰り返して、
ネイティヴの感覚を体に染み込ませてください。
ISBN978-4-384-04620-5 C2082

長尾和夫，トーマス・マーティン著

「聴く＋しゃべる＋書く」という３つの要素を複合的
〈聴く〉〈しゃべる〉〈書く〉の3つのメソッドで鍛える！ に組み合わせて構成。英語力を総合的に向上させ、カ
ラダのなかにしっかりとネイティヴ英語の「音・ 感
覚・ 仕組み・語彙・発話構成力」を根付かせます。本
書の学習を終える頃には、スピード感あるネイティヴ
付録：CD3枚 収録時間：63分23秒＋59分49秒＋60分14秒 の話を能動的に聞き、理解し、素速く応答できるだけ
の基礎力が身についているはずです。
吹込：Peter von Gomm, Hannah Grace, 彼方 悠璃
A5判 並製 248頁 本体2,200円
ISBN978-4-384-04647-2 C2082

英会話トライアスロン

原口友子著

＜ 2 色刷＞

シャドウィングであなたの英語が変わる

ナチュラルスピードを手に入れる3段階完成練習法
付録：CD1枚 収録時間：73分48秒
吹込：Jessica Ocheltree, Eric Kelso, Bianca Allen, Greg Dale
A5判 並製 234頁 本体2,400円

大学生の日常のよくあるおしゃべりを題材に、ナチュ
ラルスピードの音読と、シャドウィングができるまで
の必須事項をStep by Stepでわかりやすく説明。英語
のセリフに親しむ。ナチュラルスピード、ネイティヴ
発音のポイントをつかむ。文の発音を習得したあと、
シャドウィングの実践。最後にリスニング力を高める
EXERCISE。これで、完璧。
ISBN978-4-384-02646-7 C2082

英語
西蔭浩子，トーマス・ディラン著

＜ 2 色刷＞

ネイティブの音がわかる 英語リスニング
付録：CD1枚 収録時間：47分27秒
吹込：エリック・ケルソー, ジュリア・ヤマコフ
A5判 並製 176頁 本体2,000円

＜ 2 色刷＞

永井史郎監修

一瞬で伝えたいことが言い出せる

英会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：50分07秒
吹込：八木田幸恵, Christine Lundell
A5判 並製 192頁 本体1,800円
牧野高吉著

あなたの英会話力、判定します！
付録：CD1枚 収録時間：52分33秒
吹込：Donnna Burke, 前島貴志
四六判 並製 176頁 本体1,700円
北尾隆明著

文法も会話もパッと見てわかる

クイック英会話

付録：CD1枚 収録時間：34分31秒
吹込：Howard Colefield, Helen Morrison
四六判 並製 192頁 本体2,000円
永井史郎監修

パッと出てくる ひとこと英語表現4800

B6判

並製

520頁

本体2,400円

小林敏彦，ショーン・Ｍ・クランキー著

細かく言い表し伝えたい

英会話フレーズ2220
付録：CD3枚 収録時間：67分35秒＋42分59秒＋52分
吹込：Rachel Walzer, Deirdre Ikeda, Chris Koprowski
A5判 並製 248頁 本体2,400円
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英語は自然なスピードで話されると、音がつながった
り、音が消えてしまったり、音が変わってしまいます。
本書は、
「つながる音」
「消える音」「変わる音」
「短く
なる音」の４つの音変化に注目し、マスターできるよ
うに編まれました。いままで塊のように聞こえていた
英語が、読んでいた英語のように単語ひとつひとつが
聞き取れるようになります。
ISBN978-4-384-02381-7 C2082
ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高い英会話パターンを55の鉄則として選び出し、語句
を入れ換えるだけで自在に使えるように工夫。付属
CDには本書の主なフレーズの、日本語と英語を収録。
電車の中などの空き時間に“聞き流す”学習で、英語
の語感を体得し上達を一気に早める！
ISBN978-4-384-04290-0 C1082
200以上のシチュエーションで「こんな時、どんな英
語？」という「Q」を設定。それに対する「A」では、
豊富な回答例を掲載。各Stepごとに、正答数に応じた
「英会話力判定」
がついています。巻末には「総合判定」
を掲載。すべて中高レベルの英語フレーズだから、
「こ
んなに話せる！」と自信を持つか、
「これしか話せない
……」と落ち込むかはあなた次第。
ISBN978-4-384-05552-8 C2082
巻末の 「クイックシート」で、英語の仕組みが丸ごと
わかります。前半は、シートの使い方を文法を例に解
説、後半はレッスンを中心に構成し、基本例文に単語
を入れ替えるパターンプラクティスでどんどん英作文
できることを実感できます。 シート1枚で、会話、文
法、単語の学習をいつでもどこでも同時にでき、一石
二鳥です。
ISBN978-4-384-05532-0 C2082
英語圏でごく自然に使われている様々なジャンルの表
現から、使用頻度の高い約4800文例を収録した総合英
語表現の決定版。日常生活の場面から海外旅行、ビジ
ネスレベルまで幅広い会話表現を紹介。audiobook.jp
で本書準拠の音声を販売中。

ISBN978-4-384-04043-2 C1082
日本人英語学習者が母語では簡単に言えても英語では
なかなか言い表せないだろうと仮定した日本語の言い
回しを選び、それを自然な英語で表現しました。英語
のネイティブ・スピーカーがよく使うフレーズを紹介
するのではなく、日本語母語話者が日本語で話すのと
同じくらいの正確さで、見聞きしたものを他者に英語
で伝える事に主眼を置いたものです。
ISBN978-4-384-05606-8 C2082
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英語

藤尾美佐著

「コミュニケーションとは何か」という発想に基づい
て、確 固 た る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 理 論 に 依 拠 し
（Collaborative theory; Wilkes-Gibbs, D., 1997）、対話者
−あなたの実力を引き出す28のコミュニケーション方略− 双方がどのように会話を作り上げていくかをご紹介。
ノンネイティブ（非母語話者）という枠組みを超えて、
「いいコミュニケーターとは何か」をいっしょに考え
ていきましょう。

ネイティブも驚く英会話のコツ

四六判

並製

160頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-04535-2 C2082

＜ 2 色刷＞

大門久美子著／鈴木清安イラスト

5年間の海外生活でゼロから学んだ

英会話の基本72フレーズ

四六判

並製

168頁

本体1,500円

ISBN978-4-384-03359-5 C0082

＜ 2 色刷＞

大門久美子著／鈴木清安イラスト

1000人が選んだ一番よく使う

旅の英語72フレーズ

四六判

並製

168頁

本体1,300円

ハワイわくわく英会話

B6変型判

並製

160頁

本体1,400円

アメリカ ホームステイ＆留学の英会話
付録：CD1枚 収録時間：43分57秒
吹込：Peter von Gomm, Julia Yermakov
四六判 並製 144頁 本体1,800円

イギリス

ハワイ旅行を「ただ見るだけ」の旅に終わらせないた
めの旅行術を伝授。英会話だけでなく、ハワイ語、観
光スポットも紹介。コラムの「わくわくポイント」
「さ
らにこだわりポイント」を読めば、初めてのハワイ旅
行でも「わくわく、うきうき」したものになる！

ISBN978-4-384-03097-6 C0082

永野真司著

ホームステイ・留学をしようと志している方が短期間
で学習し、自信を持ってまたワクワクした気持ちでア
メリカに向けて出発出来るように作られています。実
際の会話で役に立つようにすべて会話形式をとってお
り、外国人と会話する前に十分にトレーニングをする
ことができます。また辞書を引かなくても済むように
関連単語・表現を多数掲載してあります。
ISBN978-4-384-02427-2 C2082

＜ 2 色刷＞

森川美貴子著

旅の場面でよく使うのに、いざという時パッと浮かん
でこなかったフレーズを1000人の人に聞いて作りまし
た。漫画が付いていますので、楽しく気軽に学べます。
シーン別、エピソード別にまとめましたので、旅の最
中に見直したくなっても、すぐに目的のページにたど
り着けます。本書を旅のお供にして、海外旅行の楽し
みを広げて下さい。
ISBN978-4-384-03818-7 C2082

＜カラー刷＞

松岡昌幸著

英会話初心者の気持ちを代弁してくれる「しまごろう」
と、英会話をやさしく教えてくれる「ミーコ」。２匹の
会話を通じて使える英語を覚えましょう。本書の英語
表現を実際に使ったら、本文中のフリースペースに即
記録！自分だけのオリジナルサブノートができてゆく
度に、記憶が定着します。

女ひとり旅

癒しの情報と英会話

付録：CD1枚 収録時間：38分43秒
吹込：Steven Ashton, Rachel smith, Nadea Mckechnie
A5判 並製 152頁 本体1,800円

ひとりで海外旅行に行きたいという女性を応援しま
す。イギリスにおける女性好みの様々な体験プランを
紹介し、情報面と英会話面でサポート。１問１答の旅
行英会話ではなく、現地の人と交流を深めるため、各
スポットで実際にどのような会話が展開されるのかを
詳しく紹介します。新TOEICテストにも採用で注目
の、イギリス英語が聴けます。
ISBN978-4-384-05387-6 C0082

英語
多業種に対応！

受付・案内の英会話

25のシーン別 実践応対トレーニング
付録：CD1枚 収録時間：54分34秒
吹込：Josh Keller, Karen Lynn Haedrich, 彼方悠璃
四六判 並製 160頁 本体1,500円
吉岡久美子著

新版 デパート・スーパー

売り場で役に立つ英会話
場面ごとのキーワードで話せる

付録：CD1枚 収録時間：62分49秒
吹込：H. Armstrong, C. Harvey
四六判 並製 176頁 本体1,600円
伊集院幸子，茂木由美子著

新版

ホテルの英会話ハンドブック
付録：CD1枚

収録時間：41分55秒

四六判

152頁

並製

25

＜ 2 色刷＞ 「とっさの英語応対表現」をしっかり覚えて、声に出し

広瀬直子著

本体1,600円

＜ 2 色刷＞
デイビッド・セインのデイリースピーキング
デイビッド・セイン著

これで安心！ホテルの接客英会話
付録：CD1枚 収録時間：48分50秒
吹込：Rachel Walzer, Josh Keller, 大山もも代
四六判 並製 160頁 本体1,600円

＜ 2 色刷＞
デイビッド・セインのデイリースピーキング
デイビッド・セイン著

これで安心！飲食店の接客英会話
付録：CD1枚 収録時間：50分44秒
吹込：Rachel Walzer, Josh Keller, 大山もも代
四六判 並製 160頁 本体1,600円

＜ 2 色刷＞
デイビッド・セインのデイリースピーキング
デイビッド・セイン著

これで安心！売り場の接客英会話
付録：CD1枚 収録時間：57分18秒
吹込：Rachel Walzer, Josh Keller, 大山もも代
四六判 並製 160頁 本体1,600円

て練習！第１章と第２章は「接客応対表現（フレーズ）
集」。第３章は、25のシーン別の「応対実践練習問題」。
前章で取り上げたシーンに沿って実際に応対する練習
ができる。イラストをヒントにテキストに書き込んで
覚えたり、CDを聞きながら声に出して練習してみま
しょう。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05843-7 C2082

デパートをはじめ、さまざまな売り場で必要とされる
英会話の「虎の巻」。いろいろな場面での会話の紹介
と、「これだけはマスターしたい基本フレーズ」
「あや
ふやリスニング対策」「買っていただくためのスピー
キング」
「サービス業務のスピーキング」の４つのステ
ップに分け、効率よく学べるよう配慮しました。
ISBN978-4-384-01845-5 C2082
ホテル業務で使われる英語は、接客英会話のなかでも
最高レベルのものが要求されます。本書ではホテル業
務で想定されるさまざまな場面を取り上げて、適切な
英語表現、役立つ応用表現を丁寧に教えていきます。
失敗しがちな数字のいい方なども、項目別に紹介して
います。一流の英語を身につけて、最高のおもてなし
を提供してみましょう。
ISBN978-4-384-05313-5 C2082
ホテル・旅館・ビジネスホテルで使える接客英会話。
さまざまな場面を想定した70のダイアログとポイント
解説で実践に役立ちます。基本ダイアログのほか「別
表現」も用意しました。訪日外国人観光客が増える中、
よりバラエティーに富んだ接客英会話を身につけるこ
とができます。別売で〈日本語─英語〉音声も発売。
ISBN978-4-384-04674-8 C1082
レストラン・カフェなどで使える接客英会話。さまざ
まな場面を想定した70のダイアログとポイント解説で
実践に役立ちます。基本ダイアログのほか「別表現」
も用意しました。訪日外国人観光客が増える中、より
バラエティーに富んだ接客英会話を身につけることが
できます。別売で〈日本語─英語〉音声も発売。
ISBN978-4-384-04675-5 C1082
土産物店・家電量販店・ドラッグストア・書店・デパ
ート・コンビニ・郵便局などで使える接客英会話。さ
まざまな場面を想定した70のダイアログとポイント解
説で実践に役立ちます。基本ダイアログのほか「別表
現」も用意しました。訪日外国人観光客が増える中、
よりバラエティーに富んだ接客英会話を身につけるこ
とができます。別売で〈日本語─英語〉音声も発売。
ISBN978-4-384-04676-2 C1082
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英語

＜ 2 色刷＞
デイビッド・セインのデイリースピーキング
デイビッド・セイン著

これで安心！交通機関の接客英会話
付録：CD1枚 収録時間：65分14秒
吹込：Rachel Walzer, Josh Keller, 大山もも代
四六判 並製 160頁 本体1,600円
デイビッド・セイン著

＜ 2 色刷＞

デイビッド・セインのデイリースピーキング
日本紹介・異文化理解編
ストーリーで身につく英会話

タクシー・電車・地下鉄・バス・フェリー・船・レン
タカーで使える接客英会話。さまざまな場面を想定し
た70のダイアログとポイント解説で実践に役立ちま
す。基本ダイアログのほか「別表現」も用意しました。
訪日外国人観光客が増える中、よりバラエティーに富
んだ接客英会話を身につけることができます。別売で
〈日本語─英語〉音声も発売。
ISBN978-4-384-04773-8 C1082
６人のキャラクターが英語と格闘する、身近な日常生
活を通して学ぶ英会話教材。付属CDには声優陣によ
る臨場感あるナレーションを収録。リスニングのシャ
ワーを浴びるだけでなく、英語学習者にとって何より
大事なスピーキング力を開花させるべく開発された教
材です。セイン先生のポイント解説で楽しみながら学
べます。

付録：CD2枚 収録時間：47分53秒＋47分48秒
吹込：C. Miller, R. Walzer, R. Varnes, C. Koprowski, J. Merluzzi, J. Keller, P. Gomm, W. Roberts
A5判 並製 308頁 本体2,000円
〈電子書籍版あり〉
デイビッド・セイン著

＜ 2 色刷＞

デイビッド・セインのデイリースピーキング
オフィス・海外出張・留学編
ストーリーで身につく英会話

６人のキャラクターが英語と格闘する、身近な日常生
活を通して学ぶ英会話教材。付属CDには声優陣によ
る臨場感あるナレーションを収録。リスニングのシャ
ワーを浴びるだけでなく、英語学習者にとって何より
大事なスピーキング力を開花させるべく開発された教
材です。セイン先生のポイント解説で楽しみながら学
べます。

付録：CD2枚 収録時間：37分57秒＋43分25秒
吹込：C. Miller, R. Walzer, R. Varnes, C. Koprowski, J. Merluzzi, J. Keller, P. Gomm, W. Roberts
A5判 並製 232頁 本体2,000円
〈電子書籍版あり〉
デイビッド・セイン著

＜ 2 色刷＞

デイビッド・セインのデイリースピーキング
買い物・レストラン・接客編
ストーリーで身につく英会話

＜ 2 色刷＞

デイビッド・セインのデイリースピーキング
日常会話・トラブル編
ストーリーで身につく英会話

見てナットク！

ISBN978-4-384-05789-8 C1082

６人のキャラクターが英語と格闘する、身近な日常生
活を通して学ぶ英会話教材。付属CDには声優陣によ
る臨場感あるナレーションを収録。リスニングのシャ
ワーを浴びるだけでなく、英語学習者にとって何より
大事なスピーキング力を開花させるべく開発された教
材です。セイン先生のポイント解説で楽しみながら学
べます。

付録：CD2枚 収録時間：37分15秒＋40分16秒
吹込：C. Miller, R. Walzer, R. Varnes, C. Koprowski, J. Merluzzi, J. Keller, P. Gomm, W. Roberts
A5判 並製 228頁 本体2,000円
〈電子書籍版あり〉
デイビッド・セイン著

ISBN978-4-384-05790-4 C1082

６人のキャラクターが英語と格闘する、身近な日常生
活を通して学ぶ英会話教材。付属CDには声優陣によ
る臨場感あるナレーションを収録。リスニングのシャ
ワーを浴びるだけでなく、英語学習者にとって何より
大事なスピーキング力を開花させるべく開発された教
材です。セイン先生のポイント解説で楽しみながら学
べます。

付録：CD2枚 収録時間：41分08秒＋36分23秒
吹込：C. Miller, R. Walzer, R. Varnes, C. Koprowski, J. Merluzzi, J. Keller, P. Gomm, W. Roberts
A5判 並製 256頁 本体2,000円
〈電子書籍版あり〉
デイビッド・セイン著

ISBN978-4-384-05791-1 C1082

ISBN978-4-384-05788-1 C1082

＜ 2 色刷＞ いざというとき正しい単語を使っているかいつも不安
……という人ための、表現を確かにするための単語集。
同じ「始める」でも、startとbeginはどこが違うの？
「もううんざり」と言いたいときはtired ofとtired from
どっちだっけ？？ など120の動詞を、ネイティブの
ニュアンスの違いが身につけられるよう解説。

違いがわかる英会話 動詞編
付録：CD1枚 収録時間：37分44秒
吹込：Jack Merluzzi, Carolyn Miller, 矢嶋美保
四六判 並製 152頁 本体1,700円

ISBN978-4-384-05533-7 C2082

英語
＜ 2 色刷＞

デイビッド・セイン著

見てナットク！

違いがわかる英会話 形容詞編
付録：CD1枚 収録時間：47分50秒
吹込：Helen Morrison, Josh Keller, 矢嶋美保
四六判 並製 152頁 本体1,700円
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本当はこう言いたいのにうまく伝わらない、などとい
う経験はありませんか？ 英語圏では同じ単語を何度
も繰り返し使うことはあまり好まれません。微妙なニ
ュアンスを使い分け、バラエティ豊かな形容詞を使い
こなすことができれば、ネイティブ感覚で英語コミュ
ニケーションをとることができるでしょう！
ISBN978-4-384-05512-2 C2082

「その場の雰囲気」や
＜ 2 色刷＞ かなり英語に自信のある人でも、
「相手との関係」など完全にマッチした発言を自由に
見てナットク！
こなせる人はなかなか少ないでしょう。英会話の上達
を目指す人たちに、一般的な英会話本とは少し違った
観点からアドバイスを与えるためのものです。本書の
内容をマスターすれば、空気の読める、
「オトナ」の英
付録：CD1枚 収録時間：39分20秒
語があなたのものになります！
吹込：Helen Morrison, Josh Keller, 矢嶋美保
デイビッド・セイン著

違いがわかる英会話 表現編

四六判

並製

128頁

本体1,600円

＜ 2 色刷＞

松浦庸夫著

英会話

形容詞の達人

四六判

288頁

並製

ISBN978-4-384-05511-5 C2082

本体1,800円

ISBN978-4-384-04064-7 C0082

＜ 2 色刷＞

リチャード・キム著

英語を話すための12の基本動詞

A5判 並製

324頁

本体1,700円

英語を話すための10の基本前置詞

A5判 並製

256頁

思っていることを英語で伝えるのは難しいものです
ね。単語をすべて覚えるなんて到底ムリな話です。本
書 で は、go、come、make、take、have、get、put、
keep、give、do、run、lookという中学で習う基本中の
基本の12の動詞を徹底活用。これだけの動詞でここま
で言える！と目からウロコの文法書です。
ISBN978-4-384-01697-0 C2082

＜ 2 色刷＞

リチャード・キム著

より多くの形容詞を身につけることで豊かな表現力を
養え、自分をアピールしたり、物事を的確に伝えたり
できるようになります。本書では、そんな発想から生
まれた日常的によく使われる形容詞をわかりやすい用
例と共に紹介します。中学卒業レベルの基礎英語力が
あれば、十分に理解できる極めてシンプルな作りにな
っています。

本体1,600円

ケリー伊藤著

辞典ではわからない

新・英単語の使い方事典 基本動詞編
付録：CD2枚 収録時間：52分40秒＋44分20秒
吹込：ケリー伊藤
四六判 並製 336頁 本体2,500円

英語の文章を日本語にする際、何かしっくりこないな、
と感じることはありませんか？ それは前置詞の働き
を理解していないからです。数多の熟語を機械的に覚
え る よ り も、at、for、in、over、up、of、with、on、
from、byの10つの基本前置詞の働きをしっかりと押さ
えましょう。英文の理解力はグンとアップします。
ISBN978-4-384-01698-7 C2082
学校では教えないケリー伊藤式英単語学習法の決定
版！ 基本単語124語1232の用例を収載。インターネ
ット時代にぴったりのケリー流プレイン・イングリッ
シュ（平易な言い回しの英語）
。CDには著者本人によ
る吹込みで1232の用例すべてを収録。読むスピード
は、V.O.A.のSpecial Englishに準じた、１分間に100語
の早さです。
ISBN978-4-384-03369-4 C2082
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英語

ケリー伊藤著

辞典ではわからない

新・英単語の使い方事典 名詞編
付録：CD1枚 収録時間：60分25秒
吹込：ケリー伊藤
四六判 並製 224頁 本体2,400円
ケリー伊藤著

辞典ではわからない

新・英単語の使い方事典 前置詞・形容詞編
付録：CD1枚 収録時間：75分52秒
吹込：ケリー伊藤
四六判 並製 240頁 本体2,400円
ケリー伊藤著

辞典ではわからない

新・英単語の使い方事典 カタカナ英語編
付録：CD1枚 収録時間：40分49秒
吹込：ケリー伊藤
四六判 並製 200頁 本体2,400円
ケリー伊藤著

辞典ではわからない

ビジネスパーソンのための
経済・金融英単語の使い方事典

学校では教えないケリー伊藤式英単語学習法の決定
版！基本的な名詞62語888の用例を収載。プレイン・
イングリッシュを使った、英単語をマスターするため
の決定版。単語を「イメージ」でつかむことで、日本
人の通じない英語を変える、まさに「英語革命」とも
いうべき書。例文は、単語の一般的な使い方から「意
外な使い方」まで豊富に掲載。
ISBN978-4-384-03370-0 C2082
インターネット時代のにぴったりの英語Plain English
(プレイン・イングリッシュ)を使った、ケリー伊藤式
英単語学習法の決定版！前置29語・用例425、形容詞
141語・用例663文を収載。前置詞29語の概念（機能）
を解説、日本人が間違えやすい形容詞の意味の違い−
形容詞141語を説明。
ISBN978-4-384-03371-7 C2082
日本人が知っているつもりで実際には正しく知らない
ままに使っているカタカナ英語を採り上げています。
カタカナ語と英語を対比し、その違いを一つずつ比較、
説明。用例も紹介しています。カタカナ語という日本
人英語学習者の盲点をつくことで、簡易版の英英辞典
兼英語情報源として、また英単語学習法と楽しい読み
物として、一石二鳥の役割を果たす1冊です。
ISBN978-4-384-03372-4 C2082
筆者が長年提唱しているPlain English（簡潔・明快な
英語）のビジネス英単語版。英語でのコミュニケーシ
ョン能力を高めるため、ビジネスで用いる経済・金融
分野の英語基本用語をテーマ別に約830ピックアップ
し、それを使いこなすためのすぐに使える基本英文例
も紹介。アルファベット順、五十音順のインデックス
も便利。著者吹込のMP3付。

付録：CD［MP3］（全108ファイル）1枚 収録時間：103分25秒
吹込：Kelly Itoh
四六判 並製 288頁 本体2,400円
〈電子書籍版あり〉
ケリー伊藤著

ケリー伊藤の

英語表現使い分け辞典

四六判

並製

168頁

本体1,600円

ホリム・ハン著／リチャード・キム訳

新装版

連鎖式英単語事典

A5判

並製

472頁

本体3,300円

ISBN978-4-384-05861-1 C2082

本書は、「がんばって」
「うれしい」「味がうすい……」
など、初級はマスターしたものの、このような英語表
現がパッと出てこない人のための英語表現集です。
「優しい」
「うんざりする」や「わかりません」にも、
様々な表現方法があります。こうした表現は、覚えた
もの勝ちです。カタコトの英語を卒業して、味のある
英語を話しませんか？
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-03761-6 C2082

英単語はアルファベットの乱数表からアトランダムに組み合わさ
れて突然生まれてくるわけではありません。新しい単語も、英語
の海の中から自分の性質に合ったアルファベットの組み合わせを
選び出しながら生まれてくるのです。そこに興味を向けると、英
単語の荒海もなかなか征服しがいのあるものに見えてきます。気
になったページから読み進めるうちに、知性が刺激され、知的快
感とともに、語彙力が「連鎖式」に増殖していくことでしょう。
ISBN978-4-384-05234-3 C1082

英語
＜ 2 色刷＞

枝廣淳子著

明日７割忘れるあなたが１カ月で
500語覚えるための英単語集
付録：CD1枚
四六判

並製

232頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-05616-7 C2082

奥津文夫編著

日英両語の比較という観点から、英単語の意味・用法・
文化背景などをわかりやすくまとめました。基本的な
英単語を真に使いこなす知識を身につけ、単語力の強
化に効果的です。日本語の中のカタカナ英語に注目し
て分類・整理するなど、様々な角度から楽しみつつ語
彙を増やし、ことばの魅力を再発見できる１冊です。

日英比較

英単語発想事典

四六判

並製

288頁

本体2,500円

ISBN978-4-384-01892-9 C2082

長尾和夫，マケーレブ英美著

その英語、やさしい単語で言えますか？

A5判 並製

224頁

本体1,600円

セミハイレベル英単語1000
付録：CD2枚 収録時間：67分49秒＋62分35秒
吹込：Howard Colefield, Edith Kayumi, Jack Merluzzi
A5判 並製 244頁 本体2,800円
野崎成文著

本体2,000円

農学英単

―BASIC 1800―

四六判

並製

324頁

本体2,000円

ISBN978-4-384-05489-7 C2084

ISBN978-4-384-05515-3 C2082

＜ 2 色刷＞

安原和也編

本書が提案する英単語学習法は発音に注目。英語の世
界には頭韻（alliteration)、脚韻（rhyme)、そして洒落
（pun)という言葉遊びがあり、歌や詩の世界を豊かに
してきました。この言葉遊びの方法と、英語の例文が
提供する場面の連想を結びつけることで英単語をより
印象深く覚えられ、語彙数を驚異的にアップすること
ができます。
英語の世界には頭韻（alliteration)、脚韻（rhyme)、そ
して洒落（pun)という言葉遊びがあり、歌や詩の世界
を豊かにしてきました。この言葉遊びの方法と、英語
の例文が提供する場面の連想を結びつけることで英単
語をより印象深く覚えられ、語彙数を驚異的にアップ
することができます。

超ハイレベル英単語800

200頁

難易度のレベル別に４ステージに分類し、「難しい語
彙」を「やさしい語彙」に置き換えるという問題で構
成。日常会話ではあまり使われない語彙と比較しなが
ら紹介することでネイティブが普段どれほどやさしい
単語で会話しているのかを実感できます。全250問の
ドリルをマスターすることで、ネイティブの会話に近
い自然な響きも身に付きます！
ISBN978-4-384-04194-1 C2082

野崎成文著

A5判 並製
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単語を忘れるのは、あなたの頭が悪いからではない！
20分後には42％、1時間後には56％、1日後には74％を
忘れて当然なのです。忘れることを前提にしたプログ
ラムを紹介。学習心理学とシステム思考を取り入れた
持続可能な単語学習法です。根性に頼らず、自分を責
めず、最も楽に英単語を身に付けていきましょう。あ
なたの単語力を飛躍させる提案が満載。

学際性の高い「農学分野」を学習・研究するうえで必
要になってくると考えられる基礎レベルの英単語を網
羅的に整理した農学英単語集。農学とその近隣諸分野
を構成する必修基本英単語として約1,800語を厳選し、
それを４段階のレベル別に整理するとともに、約6,500
例にも及ぶ、具体的かつコンパクトで覚えやすい使用
例を豊富に収録。赤シート付き。
ISBN978-4-384-04580-2 C0082

30

英語

近藤真治著

生物学英単語500
付録：CD［MP3］（全42ファイル）1枚 収録時間：145分51秒
吹込：Howard Colefield, 久末絹代
四六判 並製 216頁 本体1,900円
晴山陽一著

晴山式英単語［虫食い］パズル1000
付録：CD1枚
四六判

並製

144頁

本体1,600円

ウィリアム・J.カリー監修／清水建二著

＜ 2 色刷＞ 「keep the door openとhold the door open」、「audience

とspectator」、
「cheapとinexpensive」...似たような英単
語の、どこがどう違う!? 比べて分かる単語集です。
受験指導25年の超カリスマ英語教師シミケンがお教え
する、基本英単語140語の100％攻略法！

比べて分かる！WORD BOOK

並製

200頁

本体1,650円

島崎刻也イラスト／恋単製作委員会編

ISBN978-4-384-03620-6 C0082

＜カラー刷＞

大学受験生必須の英単語を一気に記憶してしまおう！
不安と焦りでいっぱいの受験生を、瑞基と東がやさし
く教え、暖かく見守ってくれます。大学受験生を応援
するボーイズ系英単語集。全単語に「ミラクル記憶法」
を採用。印象的なセリフの中に英単語を配置して記憶
に定着させる記憶法です。全見出し語にルビ入り。派
生語や反意語等充実。

＜ 2 色刷＞

退屈になりがちな暗記が、本書独特の「つぶやき例文」
によって、楽しさに変わります。「つぶ単」として親し
まれてきた本書がますますパワーアップ。「つぶやき
例文大量暗記法」で、できる限りの「量」を詰め込み、
「５単語暗記カード記憶法」で確実に自分のものにす
ることです。大学受験生・TOEICやTOEFL受験の大
学生・社会人にもオススメ。

恋する英単語

B6判

並製

224頁

本体1,143円

記憶力開発グループ編

ISBN978-4-384-00239-3 C7082

NEWつぶやきで覚える英単語

B6判

並製

224頁

本体1,100円

中元康夫著

なるほどガッテン！英文法
目からウロコの超簡単レクチャー100

A5判

並製

216頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-05840-6 C1082
「モジクイムシ」という架空の虫たちに文字を食われ
た英単語を救い出す、というゲームを通じて、英語で
もっとも重要な1000単語のスペル（つづり）や意味を
覚える本です。本書で扱う1000単語のレベルはセンタ
ー試験、英検準２級〜２級、TOEIC400〜レベルです。
試験によく出る頻度順に配列しましたので、最初の
300単語だけでも学習効果は絶大です。
ISBN978-4-384-05537-5 C2082

比単《kuratan》

A5判

細胞、発生、遺伝、恒常性と免疫など、生物学の14の
主要分野における500の基本用語とその定義を英語と
日本語で記述。「減数分裂」
「触媒」などの概念を英語
で理解し、かつ説明する能力を効率的に学ぶことがで
きます。見出し語の英語と日本語をはじめ掲載英文を
含めたすべての音声を収録。

ISBN978-4-384-03439-4 C7382
英語が苦手になった疑問の数々を、明快かつユーモア
溢れる説明であっという間に「ガッテン！」と解消し
ていく、英語初級者必読の１冊。高校生・大学生・社
会人から実際によく受けた質問の中から100項目を厳
選。どれも英語の一番肝心な部分であり、TOEIC、
TOEFL、英検、大学入試などの基礎学習にも最適で
す。
ISBN978-4-384-05222-0 C0082

英語
森川美貴子著

ますますナットク！英文法
目からウロコの超簡単レクチャー100

A5判 並製

216頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-05223-7 C0082

石井隆之，宮野智靖著

とことんマスター！英文法
目からウロコの超簡単レクチャー100

A5判 並製

216頁

本体1,600円

ゼロから始める英文法ドリル500

184頁

本体1,300円

２択で始める「脱丸暗記」の英文法50

A5判 並製

192頁

本体1,500円

ISBN978-4-384-04343-3 C1082
の参考書。各文法項目の本質を含むやさいい例文をも
とに、難解な文法を解説している。解説のあとには、
確認用の練習と英作文を中心とした発展的な練習問題
をつけ、さらに他の言い回しや用法上の注意点などが
満載の解説がついている。苦手な英文法が身近なもの
になるためのスタートを切れる。

英文法のコツ

168頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-05543-6 C1082

＜ 2 色刷＞

白石よしえ著

白石よしえの読解英文法
スーパーライブ講義
付録：DVD1枚
A5判 並製

中学英語のレベルまで立ち返り「脱丸暗記」を目指す
厳選された50問をなるべく文法用語を避け丁寧に解説
します。PART2では最低限度の基礎力の確認のため
練習問題がついています。

＜ 2 色刷＞ 「英語をもう一度やり直したい」と思う学習者のため

藤田直也著

A5判 並製

まちがいやすいところをゼロから効率よく学習できる
ドリル式問題集。PART１では、
「英語の基本」を総チ
ェック。PART２では、「英語の標準」を総チェック。
レベルは中学英語です。英検３級の受験準備としても
活用できます。PART３では、
「英語の発展」を総チェ
ックします。レベルは高校中級入門。英検準２級の受
験準備としても活用できます。
ISBN978-4-384-03952-8 C2082

＜ 2 色刷＞

永井史郎著

英語学習は、英文法に始まり英文法に終わると言って
も過言ではありません。本書が目指しているのは、英
語能力向上の基礎となる英文法についての「一歩進ん
だレベル」のわかりやすく、ためになる情報の提供で
す。英語上級者がふと思う疑問から細かな文法的な事
象や勉強の方法まで、文法に関する幅広い分野を解説
しています。
ISBN978-4-384-05342-5 C0082

MEMO ランダム編

A5判 並製
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大学生・社会人から頻繁に質問される英文法事項を、
Q&A形式で分かりやすく解説した中級者向けの１冊。
英文法の「知識」だけでなく、英語における「マナー」
も紹介していくので、TPOに合わせた表現を学べま
す。

収録時間：58分14秒

240頁

本体1,900円

人気講師・白石よしえのスーパーライブ講義が、読解
に的を絞った英文法“これだけは”のコツを伝授しま
す。代々木ゼミナール・河合塾で大人気の語り口その
ままに、紙上で講義を再現。各講義の後は、難関入試
問題にチャレンジ！白石先生とともに読解英文法“こ
れだけは”をおさえて、偏差値53→68にアップしまし
ょう。
ISBN978-4-384-05590-0 C7082
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英語

小山内 大著／ブレア・トムソン，ショーン・ケネディ，藤井康成，多田悠子執筆

英語イディオムと口語表現1700完全詳解

A5判

並製

432頁

本体2,600円

ISBN978-4-384-01758-8 C0082

友繁義典，ジョージ・マノ著

ネイティブの発想を知る英語イディオム222
付録：CD1枚 収録時間：57分42秒
吹込：Chris Koprowski
A5判 並製 288頁 本体2,000円

クイズで目指せ！英語イディオム雑学王

並製

184頁

ISBN978-4-384-05542-9 C0082

動詞を制する者が英語を制する！
動詞100語＋500文例で鍛える英語脳

並製

224頁

本体1,800円

明快に伝える英語ライティングの技術

並製

244頁

本体1,600円

ラリー・ニフィング，上島朋子著

こんな日記＆Eメールを書いてみる！

並製

180頁

本体1,900円

ISBN978-4-384-03443-1 C0082

英語のライティング力を向上させるには、間違えるこ
とを気にせずに英文を書くのに慣れるのが早道です。
大切なのは、相手に知らせたい情報を分かりやすく正
確に伝えることです。本書では、このような文書をつ
くる技法を解説します。

ISBN978-4-384-05365-4 C2082

＜ 2 色刷＞

書く英語がどんどん身につく法

A5判

ネイティブの人に自然に響く英語が習得できるよう
に、動詞の基本概念や意味の範囲、そして適切な使い
方を学びます。人間の動作にかかわる動詞、副詞的意
味合いを含む動詞、カタカナでよく使う動詞、使い方
を間違えやすい動詞、日本人になじみの薄い使い方と
いう、５つのパートで構成。より誤解を生みにくい英
会話のために、
これらをきちんをマスターしましょう。
〈電子書籍版あり〉

小村照寿著

A5判

英会話上達の鍵を握るのは語彙力だと言われていま
す。語彙力とは、１つの単語に含まれる複数の意味を
理解し、場面に応じて使い分けることを意味します。
そして単語と単語の組み合わせによってできるイディ
オムを関連づけて覚えることにより、語彙力はさらに
増すのです。本書はクイズ形式で出題されるイディオ
ムに答えながら、その由来や実際の使い方を学びます。

本体1,800円

ケリー伊藤著

四六判

現在よく使われている英語のイディオムを紹介。実際
の会話の場面でそれらを理解し、また使えるようにな
ることを意図しています。イディオムの特徴は、ひと
つひとつは基本的な単語なのに、ひとまとまりになる
と意味がわからない、それを直訳すると意味不明にな
る と い う も の が 大 半 で す。例 文 問 題「Heʼ s a big
cheese.」この意味わかりますか？
ISBN978-4-384-05604-4 C0082

＜ 2 色刷＞

松浦庸夫著

B6判

主にアメリカでよく使われる日常表現やイディオム
で、日本人学習者に馴染みのうすいものを中心に紹介
していきます。また、最新のテクノロジー、情報、流
通、経済、労使関係、医療、政治、教育等に係わる表
現をテーマごとにまとめて紹介していますので、さま
ざまな分野においてある程度の専門性と体系的な知識
が要求されるTOEFL試験の受験対策にも有効です。

英文ライティングの力を身につけたい人のために書か
れた実践的な本。日記とＥメールという親しみやすい
２つの表現方法を選びました。日記編、Ｅメール編そ
れぞれ40テーマ、計80テーマは多岐にわたり、また多
種多様な表現を使っています。「より早く」
「より正確
に」
「より自然に」英語が書ける力を身につけるための
トレーニング・ブック。
ISBN978-4-384-02385-5 C2082

英語
イ・サンド著／リチャード・キム訳

＜ 2 色刷＞

ENGLISH CODE

英語のコードを解く
閉ざされた英語の秩序を開く

A5判 並製

266頁

本体1,800円

イ・サンド著／リチャード・キム訳

Inがわかれば英語が見える

A5判 並製

272頁

デイビッド・セインの

和英はこんなに単純だ！フレーズ編
日本語そのまんまイングリッシュ

B6変型判

並製

160頁

デイビッド・セインの

和英はこんなに単純だ！熟語編
日本語そのまんまイングリッシュ

並製

192頁

デイビッド・セインの

こんなヤツにはこの英語

相手によって使い分ける上品な英語・下品な英語

並製

228頁

140字だから楽しく読める

英語Twitter多読術

並製

208頁

ISBN978-4-384-05396-8 C2082
日本語をそのまま英語に訳しただけでも、ネイティブ
に通じる四文字の熟語を厳選しました。読んでいるう
ちに、自然と英語表現が身につきます。熟語も楽しん
で進められるように「破局寸前」
「乾布摩擦」「昆虫採
集」など、様々なジャンルから面白いものを選んでい
ます。気軽に語彙を増やしたい人にピッタリの本で
す。
ISBN978-4-384-05395-1 C2082
「もっとイケてる表現はないのかなあ」などとお悩み
のあなたに、まさにピッタリです。ちょっと怪しい街
角から、高級レストランのようなゴージャスな場所ま
で、あらゆる場所でネイティブが自然に用いているフ
レーズをどんどん身につけることができます。同じ内
容の表現を 「上品」
「ふつう」「下品」の３パターン
で示しています。

本体1,200円

足立恵子，ジョナサン・ナクト著

四六判

「安全・第一」→‘safety・first’
「金が・ものをいう」
→‘money・talks’日本語をそのまま英語に直訳する
だけで、それが正しい英語表現になる、という例は結
構沢山あるんです。そんなフレーズだけを集めまし
た。50音順に並べてあるので、毎日少しずつ楽しみな
がら読んでいる内に、自然と英語表現のニュアンスが
身につきます。

本体1,000円

デイビッド・セイン著

B6変型判

ISBN978-4-384-04044-9 C1082

本体1,000円

デイビッド・セイン著

B6変型判

ISBN978-4-384-03739-5 C1082
文型をP（述語）とN（体言）の２つに単純化した韓国
で話題の「二進法英語（Binary Digital English）学習
法」だが、英語の実力を飛躍的にアップさせるために
はinが重要と考え、さまざまな例文を網羅した。

本体1,800円

デイビッド・セイン著

本体1,300円
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韓国では二進法英語が話題となり本書オリジナル韓国
語版が10万部を突破した驚愕の英語勉強法。この二進
法英語は韓国語と日本語の文型体系が似ていることか
ら、日本人にとってもきわめて有用です。この二進法
英語の法則は簡単であり、いわゆる５文型の要素をN
（体言）とP（述語）の２つに単純化したものです。

ISBN978-4-384-05394-4 C2082
多読したいけど絵本じゃあ物足りない、でも洋書は難
しい、という方に最適。会話調140 字という、やさし
く短いTwitter 形式なら、英語が楽しく読める快感が
味わえます! Twitterなんて使ったことない方でも、
大丈夫。疑似体験ができます。３つの創作ツイート物
語を紹介。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05648-8 C2082
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英語

ジャニカ・サウスウィック著／豊田典子監修 ＜カラー刷＞

ジャニカの５秒で返信！ 英会話

B6判

並製

160頁

本体1,300円

井上大輔著

捨てる英語勉強法〈リスニング編〉
ネイティブ英語は海外ドラマで学ぼう

四六判

並製

200頁

本体1,600円

井上昭正著

英語上達のノウハウと仕事への活かし方
習得の要領さえ身につければ、英語は簡単！

B6判

並製

200頁

本体1,900円

吉田冨夫著

冠詞から始めよう！英語学習術

四六判

並製

216頁

本体1,600円

石井隆之，白石よしえ著

英語の品格

四六判

並製

160頁

本体1,500円

奥津文夫著

英米のことわざに学ぶ人生の知恵とユーモア
日英のことばと文化

四六判

並製

256頁

本体2,300円

LINE、Facebook、Twitter、Instagramなどで使うカ
ンタン・省略英語を６つのシーン別に紹介。見開き左
ページには実際のface to faceの会話を、右ページには
トークアプリの画面をジャニカの解説付きで紹介！

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05834-5 C2082

TOEICなどの受ける必要もない検定試験に義務感や
強迫感を感じている人。また、勉強には手をつけてい
ないけれど、映画やドラマの英語がちょっと分かった
らかっこよさそう、と思っている人。海外ドラマの利
用とリスニングを中心に「英語学習には関心があるの
に、今ひとつ上達を実感できない」という大人（大学
生以上）に向けて、英語勉強法の新しい提案です。
ISBN978-4-384-05588-7 C0082
英語をマスターするには、それなりの英語の学習の要
領や進め方があります。また英語を仕事に活かすに
は、それなりのキャリア開発の要領と進め方がありま
す。その要領を身につけるのが成功の秘訣です。その
要領を分かりやすく実践的に解説しています。正確で
豊かな英語力を身につけ、英語を自分のライフワーク
に存分に活かしたい人に最適な１冊です。
ISBN978-4-384-03440-0 C2082
焦らずに、ちょっと「英語を考えて」みよう、という
のが本書のコンセプト。冠詞の使い分け、動詞の使い
方、ものの数え方など、近年では軽視されがちなこう
した英語の細かい法則を本書ではきちんと身に付ける
ことができるよう、丁寧な解説をしています。
「何冊
も英会話の基本参考書を買ったが肝心なことは理解で
きない」と匙を投げる前に本書を読んでみて下さい。
ISBN978-4-384-05345-6 C2082
本書は単なる教養書ではなく、新しいコンセプトを紹
介する啓蒙書であり、英語の「品」と「格」に関する
言語学的教養・実践書です。また随所に組み込まれた
イギリス英語に関するコラムでは、イギリス貴族の品
格ある英語に新たな感動を覚えることができます。す
ぐに使える13のビジネス表現と10の感情表現も紹介。
ISBN978-4-384-05510-8 C2082
英国文化や英米人の合理的な生き方や機知、ユーモア
感覚の中で生まれた英語のことわざを通して、世の中
の仕組み、人生の知恵やユーモアを学ぶとともに、日
英のことばと文化に関するさまざまな興味深い話題を
取り上げる。

ISBN978-4-384-03306-9 C1082

英語
晴山陽一著

新装版

晴山陽一の英語ことわざコレクション

B6変型判

並製

216頁

本体1,400円

小林敏彦著

英語の看板を読もう
見てわかってボキャビル

四六判

並製

204頁

映画こそ生きた英語の宝箱

四六判

並製

174頁

食べ物で知る

並製

228頁

英語表現百科

日本人が知りたいイギリス人の当たり前
英語リーディング

224頁

本体2,200円

秋山宣夫，秋山キャロル著

全面改訂版

外国人が日本人によく聞く100の質問

四六判

並製

228頁

映画は生きた英語表現がいっぱいつまった宝箱のよう
なもの。きらめくような言葉の数々には、はっとする
ような意外な意味合いが込められています。教科書英
語の域から脱したい人も、より洗練された英語表現を
身に付けたい人も、必見です！

ISBN978-4-384-03639-8 C0082
‘apple-polisher’直訳すれば「リンゴを磨く人」です
が、これは日本語で言うところの「ごますりをする人」
のことです。日本語でもそうですが、英語にも食べ物
を使った慣用表現が沢山あります。本書では、こうし
た食べ物を使ったイディオムや諺をたくさん集めまし
た。学ぶというより、読んで面白い英語の本です。

本体1,600円

唐澤一友，モート、セーラ著

A5判 並製

ISBN978-4-384-05516-0 C2082

本体1,800円

鶴岡公幸，牛原琴愛著／ギャリー･マームグレン監修

四六判

ISBN978-4-384-04141-5 C2082
国内外で撮影し収集した数千点の街角の看板、案内、
注意書き、道路標識などから100点あまりを厳選。本
書を開いたら、まず英文掲示物のイラストを気楽にな
がめてください。そしてクイズに答えながら英文の意
味を推測してみましょう。右ページにある語彙の英文
定義を英語で理解し、さらに確認のために和訳と関連
語句に目を通してボキャビルに励んでください。

本体1,800円

仙福健治著

本体1,800円
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「英語のことわざはおもしろい！」
「英語のことわざは
ためになる！」この２つがモットーの英語のことわざ
コレクション。１万個近いことわざの中から、面白い
もの、皮肉を含んだもの、辛らつなもの……ウィット
に富んだことわざだけを厳選。文型、品詞、ややこし
い用法の単語など、テーマを決めて収録していますの
で、忘れかけていた英語の文法の復習にも使えます。

ISBN978-4-384-05380-7 C2082
「イギリス料理は本当においしくないの？」
「イギリス
人にとってユーモアはどのくらい大事？」「なぜイギ
リスだけサッカーの代表チームが４つあるの？」今さ
ら聞けない基本的なことから、今ひとつ納得できない
でいたことまで、100の疑問を解消！知りたくて読む
からリーディングスキルがつく！すぐに使える会話例
も掲載。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05873-4 C1082

「外国人の知りたい日本」100のトピックに関するQ＆
Ａを、アメリカのSpoken Englishにて掲載。食べ物・
スポーツなどのカジュアルな話題から、伝統、風土、
社会問題にいたるまで幅広いテーマを掲載。すべてQ
＆Ａ形式のため、外国人とのコミュニケーションを深
めるためだけでなく、通訳ガイド試験等の対策本とし
ても最適な１冊。
ISBN978-4-384-05530-6 C0082
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英語

長尾和夫，アンディ・バーガー著

実践ダイアローグ式

英語で日本を説明できますか？
28ダイアローグ＋300キーフレーズ
付録：CD2枚
A5判

並製

224頁

本体2,200円

山口百々男著

英語で伝える江戸の文化・東京の観光

A5判

並製

340頁

本体2,000円

山口百々男著／牧野眞一，デリック・ブリス校閲

英語で伝える日本の文化・観光・世界遺産

A5判

並製

308頁

本体2,000円

伊藤通子著

英語で伝える日本

四六判

並製

198頁

本体1,800円

田辺希久子，光藤京子著

英日日英

プロが教える基礎からの翻訳スキル

A5判

並製

224頁

ネイティブと日本人との会話（ダイアローグ）を通し
て、日本の身近な生活や風物・物・地域・習慣などを
紹介。相手との会話（＝ほんとうの意味のコミュニケ
ーション）の中で日本を上手に説明する方法、会話表
現がきちんと理解でき身につきます。
「100円ショッ
プ」
「カラオケ」
「居酒屋」
「温泉」
「47都道府県の紹介」
といった身近なテーマに的を絞りました。
ISBN978-4-384-04308-2 C2082
皇居から東京スカイツリーまで、江戸文化の残る東京
の歴史的資産・観光名所を150項目取り上げ、英語によ
るガイド方法を紹介しました。ボランティア通訳ガイ
ドをされる方にも、専門の通訳案内士を目指す方にも
すぐに役立つ一冊。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05865-9 C1082

「英語で日本を正しく紹介する」ための必読書。文化
背景を絡めながら日本各地の観光名所を解説した第１
部。日本における世界遺産を取り上げた第２部。オリ
ンピック用語をまとめたコラムも掲載。解説はすべて
通訳案内士試験のガイドラインに準拠。ボランティア
ガイドを目指す方はもとより、通訳案内士を目指す方
にもお勧めです。
ISBN978-4-384-05800-0
通訳ガイドとして活躍中の著者が、日本の歴史、宗教、
文化から日本の観光名所の隅々までを日本語・英語で
余すところなく紹介していきます。外国人に日本のあ
りのままの姿と心を伝えるための、手引きとなりバイ
ブルとなる１冊です。魅力たっぷりの日本を本書と一
緒に巡ってみてください。
ISBN978-4-384-05385-2 C2082
誰もが陥りやすく、しかも翻訳者として許されないミ
スや弱点に焦点を絞り、効率的に翻訳スキルを身につ
けることができるよう編纂。英日・日英ともに基礎文
法力を強化し訳出テクニックを学んだあと、実践的な
素材の翻訳を通して実力を養成。プロの翻訳家が、仕
事としての翻訳を成功させるためのスキルを指南しま
す。

本体2,200円

ISBN978-4-384-05506-1 C2082

クリス・ローソン，伊集院幸子著

世界的な旅行ガイド本の著者と、リピートされる人気
ガイドによる、案内される側に立った、おもてなしポ
イントを紹介。ガイドには、英語力や知識より大切な
ものがある。英語力に不安がある方も、自信が付く１
冊です。プロの通訳ガイド、ボランティアガイド、取
引先を案内する機会のある方など、外国人を案内する
すべての方に。

プロが教える現場の英語通訳ガイドスキル

A5判

並製

192頁

本体2,200円

ISBN978-4-384-05579-5 C2082

英語
田村智子著

同時通訳が頭の中で一瞬でやっている
英訳術リプロセシング
四六判

並製

176頁

本体1,300円

田村智子著

同時通訳が頭の中で一瞬でやっている
英訳術リプロセシングドリル
四六判

並製

216頁

本体1,500円

大谷立美著

英語通訳入門
付録：CD1枚
A5判 並製

収録時間：37分36秒
128頁

英語論文基礎表現717

A5判 並製

228頁

本体1,600円

安原和也著

英語論文重要語彙717

A5判 並製

496頁

本体3,200円

安原和也著

英語論文数字表現717

A5判 並製

240頁

〈電子書籍版あり〉

本体1,700円

ISBN978-4-384-05569-6 C2082

ビジネス英訳が楽になる！ 同時通訳養成クラスで効
果実証済の英訳法を4ステップで習得する。Step1 真
意をつかむ。Step2 文の種類別お決まりフレーズを復
習する。Step3 主語と動詞を見極める。Step4 英訳可
能な日本語に言い換えて英訳する。前著を読まれた方
は、本書で練習を！ 理屈より、試してみたい方は、
本書からチャレンジ！
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05653-2 C2082

英語と日本語−文化への橋渡し・通訳者への道。単な
る英会話とはまったく違うテクニックを身につけるた
め、ごく基本的なトレーニングから実践的なノート・
テーキングまで一人で学べるよう丁寧に解説。同時・
逐次のリピート練習、センテンス通訳、ノート・テー
キング、通訳トレーニングを収録したCD付。

本体2,200円

安原和也著
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同時通訳者養成クラスで行われている方法で、英訳コ
ンプレックスを克服しよう！ ひたすら英語力を磨い
ても、英訳は楽になりません。言語構造、思考パター
ン、価値観のギャップの調整が必要です。英語は得意
だけど、英訳は頼まないで！ というあなたに最適で
す。
「そこをなんとか」、
「せっかくのお話ですが、やは
り…」この日本語、自然な英語に訳せますか？

ISBN978-4-384-04047-0 C2082
英語学術論文を読解したり執筆したりする際に、どの
学術分野の研究者でも必ず知っておかなければならな
い最低限の英語学術基礎表現を、
アルファベット順で、
コンパクトに、網羅的に、機能的にまとめた。見出し
項目は厳選された717項目で、どの学術分野でも使用
する可能性が高いと考えられる重要な英語学術表現を
中心に選択。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-03352-6 C1082

英語学術論文を執筆したり読解したりする際に、どの
学術分野の研究者でも必ず知っておかなければならな
い最低限の基本英単語をアルファベット順で、コンパ
クトに、網羅的に、そして機能的にまとめた。英語学
術論文に関心のある大学生や大学院生が、英語学習の
一環として高度な英語表現法を習得するのに必携の１
冊。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04470-6 C1082

英語学術論文を読解したり執筆したりする際に、文理
の別を問わずどの学術分野の研究者でも必ず知ってお
かなければならない最低限の英語数字表現を、機能項
目ごとに、コンパクトかつ網羅的にまとめた。見出し
表現と置き換えて使用可能な類似表現や見出し表現と
接点のある関連表現も豊富に併記され、約5,000例にも
及ぶ多種多様な英語数字表現の学習ができる。
ISBN978-4-384-05825-3 C1082
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英語

安原和也著

基本例文200で学ぶ英語論文表現
―アウトプット練習問題集―

A5判

並製

200頁

本体1,600円

松崎久純著

ものづくりの英会話 5Sと作業現場
付録：CD1枚 収録時間：58分58秒
吹込：Howard Colefield, Dominic Allen
A5判 並製 196頁 本体2,200円
松崎久純著

ものづくりの英語表現 増補改訂版
付録：CD1枚 収録時間：64分21秒
吹込：Howard Colefield
A5判 並製 276頁 本体2,000円
松崎久純，山名敏文著

改善のための5Sと英語表現

A5判

並製

206頁

本体1,600円

英語論文表現200例文を、出題のフォーカスを切り替
えた８タイプの練習問題を解き自習していくことので
きる解答・解説付きの練習問題集。「穴埋め問題AB」
「語彙記述問題AB」
「表現和訳問題」「全文和訳問題」
「表現英訳問題」
「全文英訳問題」といった問題各200問
を解くことで、英語論文での表現力がついていくこと
でしょう。
ISBN978-4-384-05764-5 C1082
５Sを英語でどのように説明し活動を定着させるか。
本書では、海外の生産現場で働く人たちがそのまま使
える単語と英会話フレーズを紹介。５Sそのものも同
時に学べる。例文では現地の現場管理や改善といった
視点から「ものづくり」の会話が交わされているので、
スムーズに内容が理解できるようになっている。付属
CDを繰り返し聞くことでさらに理解が深まる。
ISBN978-4-384-04624-3 C2082
「ものづくり」に携わるすべての人が業務ですぐに使
える！ 実際の「ものづくり」の流れに沿って、開発→
設計→生産技術→生産管理→現場管理→作業→品質管
理→物流を日本語で説明し、それらの業務を英語で言
い表す際に使用するフレーズを紹介。そのフレーズで
使う熟語と単語も解説。必要に応じて文法的な解説を
加え、ほぼすべての単語に日本訳をつけました。
ISBN978-4-384-05827-7 C1082
5S と は Seiri（整 理）Seiton（整 頓）Seiso（清 掃）
Seiketsu（清潔）Shitsuke（躾）の頭文字を取ったもの
で、その目的は「収益を向上させること」。今や職種を
問わず、職場管理の基本として広く展開されています。
5Sの基本から展開事例までを総合的に解説し、同時に
「5Sで使用する英語（単語・フレーズなど）」を紹介。
ISBN978-4-384-03758-6 C2060

こどもの英語
＜カラー刷＞

能島久美江著

英語で発想・英語で表現！

えいごで日記

A4判 並製

96頁

本体1,500円
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幼児から中学初級まで幅広い学齢に対応した充実の内
容です。子どもたちは、本書オリジナルの「日記シー
ト」を使って、パズルのように英単語を並べていくだ
け。繰り返すうちに、英語で自分を表現する楽しさを
覚えていきます。カラフルなページ構成と豊富なイラ
ストで、子どもたちが飽きずに毎日「えいご日記」を
書きたくなる、楽しさにあふれた本です。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05475-0 C8082

＜カラー刷＞ 『えいごで日記』の姉妹版。文法用語を一切使わない
「パズル形式」はそのままに、今回はさらにレベルアッ
プ！ さまざまな時の流れを「えいご日記」で表現で
きるようになります。視覚的に理解できるチャートで
示されているので、小学生からでも充分に使いこなせ
ます。動詞がイラスト付のためヴィジュアルで記憶に
定着し、楽しみながら英作文のレッスンができます。

能島久美江著

えいごで日記 文法 動詞・時制

A4判 並製

96頁

本体1,500円

〈電子書籍版あり〉

＜カラー刷＞

能島久美江著

親子で始める えいごで日記

A4判 並製

112頁

本体1,800円

永野順一著／宮澤ナツ絵

さあ、英語を始めましょう1
小学3年生

付録：CD2枚 収録時間：59分19秒＋48分29秒
吹込：知念ジョアンナ，ライアン・ドリース
B5判 並製 120頁 本体1,800円
永野順一著／宮澤ナツ絵

＜ 2 色刷＞

さあ、英語を始めましょう2
小学4年生

付録：CD2枚 収録時間：76分10秒＋77分08秒
吹込：知念ジョアンナ，ライアン・ドリース
B5判 並製 116頁 本体1,800円
永野順一著／宮澤ナツ絵

親子で「えいご日記」に挑戦！ 英語が苦手でも、親
子で図解やイラストをたどるうちに、いつのまにか英
語の一行日記が書けるようになります。大人も子ども
も、まずは本書オリジナルの「えいご１行シート」に
書き込むことから始めてみて。

〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

＜ 2 色刷＞

さあ、英語を始めましょう3
小学5年生

付録：CD2枚 収録時間：43分39秒＋45分01秒
吹込：知念ジョアンナ，ライアン・ドリース
B5判 並製 132頁 本体1,800円

ISBN978-4-384-05610-5 C8082

ISBN978-4-384-05872-7 C8082

はじめて英語を学ぶ小学3年生程度を対象。アメリカ
に留学することを夢みているマミちゃんが、夏休みに
Tonyおじさんの家にホームスティして英語の勉強を
はじめます。
（1）対話は短く簡単なもの（2）be動詞と
haveを含む動詞の現在形に慣れる（3）単語はアメリ
カの小学生だったら知っている単語を中心に（4）正し
い発音に慣れることを主眼としました。
ISBN978-4-384-03823-1 C8082
アメリカへ留学することを夢みているマミちゃんが、
小学４年生になりました。少し英語が話せるようにな
りました。本書は、文法的にはbe動詞とhaveを含む一
般動詞の現在形に慣れ、ところどころ過去形も出てき
ます。Pattern Practiceも充実。CDを何度も聞いて声
に出して練習してください。
ISBN978-4-384-03824-8 C8082
高校生になったらアメリカへ留学することを夢みてい
るマミちゃんが、小学５年生になりました。本書は文
法的にはbe動詞とhaveを含む一般動詞の過去形に触
れます。その他、英検３級レベルにも対応できる項目
も収録。各レッスンの到達目標は細分化され、１レッ
スン１ポイントで構成され理解と習得の徹底を目指し
ます。
ISBN978-4-384-03825-5 C8082
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フランス語
＜ 2 色刷＞

猪狩廣志著

ゼロから始めるフランス語
付録：CD1枚 収録時間：52分10秒
吹込：エレーヌ・グルナック
A5判 並製 172頁 本体1,600円

フランス語をゼロから始める人のための、文法を中心
とした入門書です。話しことばを中心に、できるだけ
やさしく、使いやすい例文を選んで編集。特にフラン
ス語がまったく初めての人がつまずきがちなポイント
や、注意を要するところに「メモ式」の解説をつけま
した。ABC、発音、例文、会話、コラムの数詞、曜日
月名を収録したCD付き。
ISBN978-4-384-00711-4 C1085

＜ 2 色刷＞ 『ゼロから始めるフランス語』の姉妹編、書き込み式の
問題集。簡単に文法の復習をしてから、いろいろな問
題に触れられますから、ほかの教科書・参考書でフラ
ンス語を勉強している場合にも、十分効果が上がりま
す。重要ポイントや注意を要するところには手書きの
メモをつけていますから、効率よく学習できます。

浅岡夢二著

ゼロから始めるフランス語チェックテスト

A5判

並製

200頁

本体2,300円

ISBN978-4-384-05189-6 C2085

川口裕司，クリスティアン・ブティエ，川口恵子著＜ 2 色刷＞

改訂版

ゼロから話せるフランス語
付録：CD1枚 収録時間：54分47秒
吹込：Christian Bouthier, Laurence Nicolas
A5判 並製 168頁 本体1,600円
外国語教育研究会編著

＜ 2 色刷＞

辞書なしで学べる

入門フランス語の最初歩
付録：CD1枚 収録時間：62分32秒
吹込：M. Mizubayashi, P.-G. Delorme, M. Armelle
A5判 並製 168頁 本体1,800円

フランス語チャレンジブック
付録：CD1枚 収録時間：73分54秒
吹込：フィリップ・ジョルディ, ジャニック・マーニュ, ミッシェル水林
A5判 並製 136頁 本体1,600円
立花英裕，グループ・ユイキ著

新版

＜ 2 色刷＞

メルシー教授のフランス語レッスン

A5判

並製

ISBN978-4-384-05478-1 C0085
フランス語をはじめて学ぶ上で、最低限必要なことに
項目をしぼり編集しました。ていねいな文法解説と例
文のカナふり、逐語訳、訳、注など、学習者の負担を
少なくしました。また、簡単でやさしいテキストでフ
ランス語に近づくことができます。

ISBN978-4-384-05240-4 C1085

＜ 2 色刷＞ 「本当にはじめて」フランス語を学ぶ人のために書か

田辺保子著

付録：CD1枚

最も基本的な決まり文句、
「覚えるフレーズ」に始まり、
生活に密着した20のダイアローグで構成される「ダイ
アローグで学んでみよう」では、日常の状況に即した
「いろいろな表現」を学ぶ。フランス映画のプチ・コラ
ム、ポイントをおさえた「文法コーナー」、単語・状況
表現インデックスつき。発音、覚えるフレーズ、ダイ
アローグ、会話練習を収録したCD付。

収録時間：57分28秒
162頁

本体1,800円

れた入門よりさらに入門のための参考書。コミュニケ
ーションを成立させるために基本の基本は何なのかを
考えて、フランス語としてこれだけは最低知らなけれ
ばならないものを簡潔に、ていねいに説明してありま
す。
ISBN978-4-384-05276-3 C1085

音声・イラスト・文法説明が組み合わさったフランス
語入門書。発音＋30課で構成され、1日1課学ぶことで
初級レベルが１か月でマスター出来ます。フランス語
の基礎をわかりやすく説明するために、イラストレー
ターと協力し、
「絵」と「言葉」を融合させました。文
法の抽象的な考えを具体的に絵にすることで、視覚的
に理解できるように工夫されています。
ISBN978-4-384-04231-3 C1085

フランス語
クリスティアン・ケスレー，山下利枝著

改訂版

口が覚えるフランス語
スピーキング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：79分05秒＋73分21秒
吹込：Christian Kessler, 須口操
A5判 並製 136頁 本体2,200円
クリスティアン・ケスレー，山下利枝著

耳が喜ぶフランス語
リスニング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：55分20秒＋36分10秒
吹込：Christian Kessler
A5判 並製 168頁 本体2,200円
クリスティアン・ブティエ，ニコラ・ロランス監修＜ 2 色刷＞

バッチリ話せるフランス語
付録：CD1枚 収録時間：53分49秒
吹込：Christian Bouthier, Nicolas Laurence
A5判 並製 192頁 本体1,800円

＜ 2 色刷＞

稲垣正久著

だいたいで楽しいフランス語入門
使える文法

付録：CD1枚 収録時間：49分45秒
吹込：Helene Maspoli
A5判 並製 188頁 本体1,600円

もやもやを解消！ フランス語文法ドリル

160頁

本体1,800円

クリスティアン・ブティエ監修

一瞬で伝えたいことが言い出せる

ISBN978-4-384-05884-0 C1085

短文なら聴き取れるけど、ネイティブの会話にはつい
ていけない…という方にお勧めです。フランス人の生
活から、歴史、現代社会まで…フランス理解が深まる
100文を収録。フランス語の台本と日本語対訳が確認
できるので、多聴だけでなく精聴にも最適です。ネイ
ティブの速度に慣れれば、フランス語はもっと楽しく
なります！
ISBN978-4-384-05644-0 C1085
フランス語の「入門」も「やり直し」もまずはこの本
から始めよう！ 基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」
と「使ってみたい表現」を効率的にムダなく「ゼロか
ら」わかりやすく解説しています。付属のCDを繰り
返し聞き、声に出して発音練習してみましょう。そう
すれば自然なフランス語の発音とリズムを身につける
ことができます。
ISBN978-4-384-04247-4 C1085
外国語を習得した人たちが知っている「学習が続くコ
ツ」を採り入れた入門書。途中で挫折することがない
よう、「難所で立ち止まらずに進める地図」「夢を着実
に叶えられる予定表」
「さぼることを前提にしたカー
ド」が学習をサポート、フランス語を楽しく続けられ
ます。

「一通り文法はやったけれど、まだ、フランス語ができ
るなんて人には言えない…」
「入門書の次に何をすれ
ばいいのかわからない…」という方に。フランス語で
「もやもやする」のは、動詞の活用・代名詞・性数一致
ではありませんか？ これらのポイントを押さえれ
ば、
フランス語にもっと自信が持てるようになります。
巻末には文法のおさらいができる付録つき。
ISBN978-4-384-05781-2 C1085

＜ 2 色刷＞

フランス語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：60分53秒
吹込：渡辺克己, Christian Bouthier
A5判 並製 192頁 本体1,800円

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04592-5 C1085

稲垣正久著

A5判 並製
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文法はひと通りやった。簡単なフランス語は読める。
でもなかなか口からフランス語が出てこない方に。付
属CDで２時間超、実用的な作文問題を出します。本
書の600例文でトレーニングすれば、条件反射で口か
らフランス語が出てくるようになる。『口が覚えるフ
ランス語』に、スマホ、自撮り、レンタサイクルなど、
時代に合わせた例文を追加し改訂。

ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高いフランス語会話パターンを55の鉄則として選び出
し、
語句を入れ換えるだけで自在に使えるように工夫。
付属CDには本書の主なフレーズの、日本語とフラン
ス語を収録。電車の中などの空き時間に“聞き流す”
学習で、フランス語の語感を体得し上達を一気に早め
る！
ISBN978-4-384-04292-4 C1085
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フランス語

大場静枝，佐藤淳一，柴田まり子著

＜ 2 色刷＞ 「フランス語ってカンタン！」を実感できる入門書。

フランス語Début !（デビュー） フランス語を始めたい、でも難しそう…。そんなあな
たも、アルファベからひとつずつとにかく簡単にフラ

ンス語のきまりがわかる。CDにはフランス語だけで
なく日本語も入っているから安心。使っている単語や
文法は仏検５級の範囲をカバー。カラーページでパリ
旅行気分♪

付録：CD1枚 収録時間：73分54秒
吹込：Vincent GIRY, 原良枝
A5判 並製 152頁 本体1,600円
塚越敦子，大場静枝著

ISBN978-4-384-05689-1 C0085

＜ 2 色刷＞

フランス語会話Début !（デビュー）

吹込：Vincent Giry, Léna Giunta, 田中由紀
A5判 並製 160頁 本体1,700円
アレクサンドル・グラ，フランク・デルバール，安積みづの著＜ 2 色刷＞

あいさつはボンジュール
なんとかなりそうフランス語会話

付録：CD1枚 収録時間：31分53秒
吹込：Alexandre Gras, Franck Delbarre, Agathe Lʼhomme
四六判 並製 164頁 本体1,800円
アレクサンドル・グラ，フランク・デルバール，一丸禎子著

フランス語スピーキング
付録：CD1枚
A5判

並製

収録時間：76分05秒
200頁

本体2,200円

アレクサンドル・グラ，フランク・デルバール，平松尚子著

フランス語リスニング
付録：CD2枚 収録時間：61分57秒＋50分03秒
吹込：J. Bois, X. Bureau, C. Calve, M. Dupeyron, M. Ferrier, M. Munoz, T. Sola, S. F. Yoko
A5判 並製 192頁 本体2,400円
越智三起子，安積みづの，ロール・ドゥ・クレピー著＜ 2 色刷＞

ちょこっとわがままフランス語
付録：CD2枚 収録時間：66分07秒＋72分46秒
吹込：Laure de Crépy, Didier Pierrat
四六判 並製 208頁 本体2,000円

フランス語をどんどん口に出せるよう、大きなカタカ
ナで読み方を記しました。「公式」でフランス語の形
を覚え、
イラスト練習やシチュエーション練習で発話。
必要最低限の文法のきまりと単語は巻末にコンパクト
にまとめています。 CDにはフランス語だけでなく日
本語も入って安心。 巻末に、日本語とフランス語両
方から探せる単語集付き。
ISBN978-4-384-05718-8 C0085
フランス語初心者向けの学習書です。アルファベット
から始まり、あいさつはもちろん買い物や食事など生
活における会話中心にわかりやすく解説しています。
文法など知らなくてもすぐに使えるフレーズを紹介。
また発音はカタカナで表記していますので、そのまま
読んでも自然なフランス語に聞こえるようにしまし
た。
ISBN978-4-384-05471-2 C1085
リスニングとシャドーイングで「話す」力を身につけ
る。旅行を想定した場面に応じた生きたフランス語会
話で構成。コラム「Information（知ってお得なフラン
ス情報）
」は比較文化と旅の情報満載。「Grammaire」
は中級文法への橋渡し。初級文法で「腑に落ちなかっ
た」ところを拾い上げています。
ISBN978-4-384-05540-5 C1085
前半は初級レベル（仏検3級、DELF A1）から準中級
レベル（仏検準2級、DELF A2）までを対象とし、初級
レベルに必要な文法や語彙、場面などを設定。基本的
な用法や語彙だけでなく、関連した表現や類似の表現
を多くとりいれ、後半は準中級から中級レベル（仏検
2級、DELF B1）に内容が設定されています。
ISBN978-4-384-05323-4 C1085
フランス語の語彙や文法を定着させつつ、旅行で使え
る「ちょこっとわがまま」フレーズを身につけられる。
小さなわがままが会話が弾むきっかけとなり、より深
い異文化理解へと結びつく。初級を卒業したい人に最
適。音声CDにはフレーズと語彙を収録。

ISBN978-4-384-05702-7 C1085

フランス語
井上大輔，井上真理子著

はじめてのフランス語入門ドリル
付録：CD1枚 収録時間：53分34秒
吹込：Miguel Quintana, Catherine Lemaitre
A5判 並製 152頁 本体1,500円
井上大輔著

フランス語

動詞活用ドリル

付録：CD1枚 収録時間：60分34秒
吹込：Miguel Quintana
A5判 並製 184頁 本体1,800円

フランス語ボキャビュール
付録：CD[MP３]1枚 収録時間：102分28秒
吹込：Florence Yoko Sudre
A5判 並製 360頁 本体2,600円

＜ 2 色刷＞

フランス語 一歩先ゆく基本単語
語彙力アップのための58のアプローチ

付録：CD1枚 収録時間：59分43秒
吹込：レナ・ジュンタ, フランソワ・ルーセル, 橋本美紀
A5判 並製 144頁 本体2,000円
井上美穂，蟻末

＜ 2 色刷＞

淳著

あなたのフランス語が目を覚ます！
─せっかく習ったのにどう使うの？─

四六判

並製

136頁

本体2,000円

これさえあれば通じるフランス語

A6変型判

上製

864頁

本体2,800円

一通りフランス語の文法は勉強したけれど、話せな
い、聞き取れない、読めない、書けないと悩んでいる
学習者のための1冊。語彙力をつければ伸び悩んでい
る４技能の力を底上げできます。 分野・テーマ別281
のリストと練習問題、 巻末にディクテーション問題
を掲載。 DELF A1（仏検3級程度）
、DELF A2（仏検
準2級以上）レベルにマーク付。
ISBN978-4-384-05832-1 C1085
フランス語を勉強し始めた方を対象に、基本単語の持
つさまざまな意味を紹介しながらフランス語のおもし
ろさを再発見していただくための新しいジャンルの学
習書です。語彙力アップに欠かせない辞書への橋渡し
ができるように、辞書の形を模倣して内容を構成して
います。単語１つひとつを丁寧に説明していますの
で、無理なく楽しみながら学ぶことができます。
ISBN978-4-384-04511-6 C1085
せっかく習ったフランス語の表現を、もっと何回も使っ
てみながらゆっくり学習を進めたい方にお勧めの１冊。
各課は４ページで構成され、最初の３ページでフランス
語の表現を場面に合わせて使う練習をします。初級の教
科書の最初の方で登場するものばかり。そして４ページ
目では、逆の方向からの学習、つまりフランス語から日
本語を見つめなおす試みをコラム形式で行いました。
ISBN978-4-384-03469-1 C1085

＜ 2 色刷＞

ボダン・エマニュエル著

ISBN978-4-384-05654-9 C1085
本書は重要な頻出動詞の活用を徹底的にトレーニング
し、中級へと橋渡しする参考書です。最頻出の動詞90
について、直説法現在、命令形、半過去形、接続法な
どさまざまな変化を練習します。動詞の活用を練習す
るとすべての場面でフランス語の処理速度があがり、
インプットやアウトプットの際に重要な内容面に力を
注ぐことができるようになります。
ISBN978-4-384-05693-8 C1085

アレクサンドル・グラ，加藤理恵著

塚越敦子著
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ドリル形式のフランス語入門。基本例文を「なぞって
書く」
・パターン練習で書き替えた例文を「書き込む」
・
単語を繰り返し「見て読んで書き込む」ことで、フラ
ンス語に慣れ親しみます。各レッスンは見開き２ペー
ジ構成で、全44レッスン。この１冊を最後まで終わら
せることで、次の学習ステップへ進めるようになりま
す。

初心者から中〜上級者まで、あらゆるレベルの学習者
／読者を対象としています。近々フランス語圏に行
く、フランス人の友達がいる、仕事でフランス語を使
う、フランス人の物の考え方について知りたい、フラ
ンスとその文化に興味がある、単にフランス語が好き
……、そうしたすべてのニーズに応えられる１冊。ダ
ウンロード形式の別売音声データあり。
ISBN978-4-384-04445-4 C0585

44

フランス語

クリスティアン・ケスレー，山下利枝著

手紙・メールのフランス語

A5判

並製

240頁

本体2,000円

栢木利恵著

どんどん話せるフランス語 作文トレーニング

A5判

並製

208頁

本体2,000円

福井芳男著

役に立つフランス語会話
付録：CD1枚 収録時間：47分35秒
吹込：C.Bouthier, N.Laurence
四六判 並製 208頁 本体2,300円
一丸禎子，パトリック・レボラール著

フランス語ホームステイ ライブ
中級からのコミュニケーション

付録：CD1枚 収録時間：73分49秒
吹込：Levy Laurence, Marie-Pierre Munoz, Tadako Ichimaru, Patrick Rebollar
A5判 並製 256頁 本体2,200円
遠藤眞理子著

フランス会話と暮らしのハンドブック

A5判

並製

418頁

プライベートからビジネスまで、すぐに使える文例が
900超！メールだけでなく、手紙・グリーティングカー
ド、携帯メールにも対応。フランス語での手紙・メー
ルの書き方の基本やコミュニケーションのコツを紹
介。言い換え表現が充実しているので、さまざまな場
面に応じて必要な表現が見つかるはず。日本語から引
ける便利な「場面別表現索引」を収録。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05592-4 C1085

「何年勉強しても思ったように話せるようにならない」
「文例集だけだと伝えたいことが書けない」
「自分の文
が合っているのか自信がない」…とお悩みの方に。３
ステップで練習しながら作文力を高めることで、日常
のことを書いたり話したりできるようになります。

ISBN978-4-384-05792-8 C1085
日常生活の習慣やエチケットを紹介しながらわかりや
すく解説した好評の会話書。通貨がフランからユーロ
になったことに全面対応しています。状況に応じた会
話を収得することによって、より効果的な学習ができ
るように構成されています。あいさつから始まる基本
的な会話を身につけたい方には格好の会話入門書で
す。
ISBN978-4-384-05175-9 C2085
表現だって文法だって、使ってこそ意味がある。コミ
ュニケーションのスキルがいっぱい！自然な会話表現
と「なぜ」
「どうして」の謎解きが満載。にもかかわら
ず、あら、不思議、バラバラだった初級文法の知識が
体系化していく。読むだけで中級へステップアップ！
ライヴ感覚の新しい参考書。
ISBN978-4-384-05666-2 C1085
フランスに長期滞在する方のための「暮らしの情報＋
会話」の書。日常生活でぶつかるあらゆる状況に解決
の糸口を与えることを目ざし、一般的に使われる表現
を用いた会話例や、簡単な手紙の例とともに日常生活
のキーポイントとなる情報を盛りこんだ、「こんな時
どうすればいいの？」に答えます。

本体3,200円

ISBN978-4-384-03677-0 C2085

中井珠子，南 玲子，飯田良子著

日本についてフランス語で伝えるための手引きという
特徴はそのままに、現在の日本やフランス人の興味に
合わせ、質問を大幅に入れ替えました。地理・社会・
生活はもちろん、政治経済や伝統文化についてもわか
りやすくフランス語で説明することができます。

全面改訂版

フランス人が日本人によく聞く100の質問

四六判

並製

296頁

本体2,400円

ISBN978-4-384-05728-7 C2085

フランス語
釣 馨，武内英公子，ジスラン・ムートン著

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

A5判 並製

224頁

本体2,200円

〈電子書籍版あり〉

アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ著／加藤晴久注釈

自分で訳す星の王子さま

A5判 並製

276頁

本体2,200円

フランス語で綴るグリーティングカード

並製

144頁

本体1,400円

しぐさで伝えるフランス語

並製

144頁

本体1,400円

パン屋さんのフランス語

B6変型判

並製

128頁

本体1,400円

お散歩しながらフランス語

B6変型判

並製

144頁

本体1,400円

パン屋さんで使うフレーズ（挨拶や注文の仕方）、様々
なパンの種類と読み方、フランス発のお菓子やケーキ
を紹介しています。作り方、残ったパンのおいしい活
用術など美味しい情報も満載です！ カラーの写真入
りなので、見ても読んでも楽しい本。オススメです！

ISBN978-4-384-05356-2 C0085

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

気持ちを伝えるのはもちろん言葉ですが、しぐさ・ジェ
スチャーが重要な要素であることは間違いありません。
フランス語の勉強不足がマンネリズムに陥って新鮮さを
失ってしまっている人や難しいと諦めてしまった人は、
この本であらためてフランス語をノックしてみてくださ
い。そして、生活に広く浸透しているジェスチャーを覚
えて会話を生き生きと伝えてみてください。
ISBN978-4-384-02612-2 C2085

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

季節のあいさつや、ありがとう・ごめんなさいなど一
年を通じて日常的に使える素敵な言葉をたくさん集め
ました。すぐに使える心のこもったフランス語のメッ
セージ集。おしゃれな書画風イラストが趣を添えま
す。SIMPLE COMME BONJOUR!（すごく簡単！）

ISBN978-4-384-02526-2 C2085

にむらじゅんこ著／ハミル・アキ画

B6変型判

ISBN978-4-384-05853-6 C1085

オリジナルの「星の王子さま」を作ろう。見開きの左
に原著、右に訳のつまずきやすいポイントや解説を載
せました。リーディングを強化したい時に人気の“Le
Petit Prince”ですが、詳細な解説本は本書がはじめて
です。あなたの翻訳で名作が生まれますように。

ISBN978-4-384-05366-1 C1085

にむらじゅんこ著／ハミル・アキ画

B6変型判
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「フランス人はみんなおしゃれ？」
「どうして英語を話
さないの？」
「デモが多くて困らない？」今さら聞けな
い基本的なことから、今ひとつ納得できないでいたこ
とまで、100の疑問を解消！知りたくて読むからリー
ディングスキルがつく！すぐに使える会話例も掲載。

メトロに乗って、マルシェで買い物して、ピクニック
して、お散歩して、蚤の市を覗いて……。パリを歩き
ながらフランス語を覚えよう！ パリ市街の美しい写
真と共にフランス単語、会話をおしゃれに学びません
か？ 持ち運びやすいハンディ版です。

ISBN978-4-384-05463-7 C0085
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フランス語

酒巻洋子著

＜カラー刷＞

パリのカフェ時間をよりおいしく、より楽しく過ごし
ませんか？ 飲み物だけ頼みたい、料理も注文したい、
ギャルソンと会話したい、TABACで買いたい、……。
カフェの楽しみ方をいろいろ紹介しています。見てい
るとお腹が空いてくるオシャレでおいしい写真付きで
す！ ギャルソンと仲良くなれるフレーズ集＆メニュ
ーの単語早わかり表も収録しています。

＜カラー刷＞

普段の生活で使うモノ、パリの家の中には何がある？
朝起きて、シャワーを浴びて、身じたくをして、家事
をして、作業して、料理をして、食事をして、くつろ
いで、ベッドで就寝。そんな朝から晩までの生活の中
で使う単語と表現を集めました。パリのアパルトマン
にいる気分で、楽しくフランス語を学習しませんか？

カフェでフランス語

B6変型判

並製

128頁

本体1,400円

酒巻洋子著

ISBN978-4-384-05464-4 C0085

お家でフランス語

B6変型判

並製

128頁

本体1,400円

ISBN978-4-384-05496-5 C0085

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

マルシェでフランス語

B6変型判

並製

136頁

本体1,400円

ISBN978-4-384-05518-4 C0085

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

お買い物しながらフランス語

B6変型判

並製

144頁

本体1,400円

お花屋さんでフランス語

B6変型判

並製

144頁

本体1,500円

お菓子屋さんでフランス語

B6変型判

並製

136頁

本体1,500円

パリのいたるところにあるお花屋さん。季節によって
異なる色合いの花々が並び、美しく飾られたショーウ
インドーで通り過ぎる人々をも楽しませてくれます。
また大小さまざまな公園や遊歩道など、実にたくさん
の樹木が連なっており、パリを彩る魅力の１つになっ
ています。そんなパリを彩る花や樹木とともにフラン
ス語を学びませんか？
ISBN978-4-384-05589-4 C0085

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

洋服屋さん、子供服屋さん、靴屋さん、バッグ屋さん、
アクセサリー屋さん、化粧品屋さん、香水屋さん、文
房具屋さん、手芸用品屋さん、リネン屋さん、食器屋
さん……。パリには欲しい物がいっぱい！ パリの小
さなブティックで、とっておきの宝物を見つけよう！
ショッピングガイドとしても使えます。
ISBN978-4-384-05563-4 C0085

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

おいしいものを探しに、パリの市場へ出かけよう！
パリにはいろんな種類のマルシェがあります。その中
でももっともフランス語を使わなくてはならないのは
やっぱり食料品の市場。八百屋さん、果物屋さん、肉
屋さん、チーズ屋さん、ワイン屋さん……。本書は彩
り鮮やかな写真とともに、マルシェでの買い物に必要
な基本フレーズが満載！

おいしいものを探しに出かけよう！ パリのいたると
ころにあるお菓子屋さん。美しく飾られたショーウイ
ンドーで通り過ぎる人々を楽しませてくれ、パリを彩
る魅力の１つになっています。本書は写真とともに買
い物に必要なフレーズや、お菓子の関連語が満載。味
覚を満足させて、フランス語を学びませんか？
ISBN978-4-384-05658-7 C0085

フランス語
酒巻洋子著

フランス中を旅しよう！ パリ観光から地方めぐりま
でを完全網羅。乗り物（飛行機・電車・メトロ・バス・
レンタル自転車）の乗り方、美術館でのチケットの買
い方、ホテルでのトラブル、レストランでのメニュー
選びなど、観光で役立つ表現を写真とともに学びます。
自分だけの素敵な旅を体験してみてください。

＜カラー刷＞

パリへ行く前に最低限覚えたい基本のフランス語文法
を、旅行会話とともにまとめました。文法書でイチか
ら学ぶのは面倒くさい、でも会話書を丸暗記するので
は飽き足らない人に向けた１冊です。実践を求めるな
ら文法書の内容をすべて覚える必要はありませんが、
文の構造を理解しながら話すことで、フランス語を話
すことがもっと楽しくなります！

旅しながらフランス語

B6変型判

並製

160頁

本体1,500円

酒巻洋子著

ISBN978-4-384-05697-6 C0085

ここからはじめるフランス語

B6変型判

並製

160頁

本体1,500円

ISBN978-4-384-05745-4 C0085

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

パリジェンヌのフランス語

B6変型判

並製

136頁

ISBN978-4-384-05775-1 C0085

＜カラー刷＞

フランス語で愛をささやいてみませんか？ 偶然の出
会い、初めてのデート、初めてのキス、家族への紹介
etc… 恋する気持ちを伝えるためのフレーズ集です。

＜カラー刷＞

眉間にしわを寄せて勉強することだけがフランス語学
習ではありません。ときには猫の写真とともにフラン
ス語を学んでみませんか？ とはいえ、本書に出てく
るフランス語のフレーズは、人間にそのまま使える言
い回しや慣用句、ことわざなどです。いつの間にか、
頭の中にフランス語の語彙が増えていることでしょ
う。

恋するフランス語

B6変型判

並製

160頁

本体1,500円

酒巻洋子著

ISBN978-4-384-05804-8 C0085

猫とフランス語

B6変型判

並製

136頁

本体1,400円

〈電子書籍版あり〉

＜カラー刷＞

酒巻洋子著

フランス語日記

A5判 並製

148頁

パリジェンヌ気分で、フランス語を話してみよう！い
きつけのカフェでギャルソンとおしゃべり、市場でお
買い物、セーヌ河岸でジョギング、友人宅でパーティ
ーなど、パリジェンヌになってパリでの生活を楽しむ
ための会話集です。

本体1,500円

酒巻洋子著

本体1,800円
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＜カラー刷＞

ISBN978-4-384-05842-0 C0085

日常をフランス語で書いてみませんか？フランス語で
文章を書く利点は、会話と違っていくらでも時間を掛
けられること。相手のペースに惑わされずに、自分だ
けの時間と向き合いませんか？書くことで培われた能
力は、「話す」力も確実に向上させます。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05922-9 C1085
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フランス語
＜カラー刷＞

森田けいこ著

パリの幼稚園のフランス語ノート

A5判

並製

128頁

本体1,600円

パリの空気を感じながら、フランス語を気軽に楽しも
う！ フランス語初心者ママンが、子どもとともに綴
った本書には、「フランスでは当たり前に使うけれど、
日本ではあまり触れる機会がない」フランス語筆記体
や話し言葉、幼児語などの素材を豊富に盛り込みまし
た。シンプルなフランス語とともに、小さなパリっ子
たちの12か月がぎゅっと詰まっています。
ISBN978-4-384-05587-0 C0085

＜カラー刷＞ ヴァカンスの空気を満喫しながら、フランス語を楽し
もう！ パリっ子の人生に欠かせないヴァカンスにつ
いて、パリ在住の日本人ママンが、豊富な写真ととも
におしゃれに紹介。ヴァカンスならではのフランス語
表現、
掲示物や看板のフランス語表記なども盛り込み、
「フランス人のヴァカンス気分」を満喫できます。『パ
リの幼稚園のフランス語ノート』の姉妹編。

森田けいこ著

パリのヴァカンスのフランス語ノート

A5判

並製

128頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-05663-1 C0085

スペイン語
原 誠著

復刻版

スペイン語の第一歩
付録：CD2枚 収録時間：70分57秒＋59分14秒
吹込：E.コントレーラス, M.T.ガライサバル
A5判 並製 348頁 本体4,800円
E.マルティネル，F.マルティネル，M. J.ヘラベール，M.エレーラ著／原 誠，江藤一郎訳

新装版 レヴェル別

スペイン語会話表現事典

A5判 並製

464頁

本体4,800円

ゼロから始めるスペイン語
付録：CD1枚 収録時間：59分39秒
吹込：マヌエラ・アルマラス
A5判 並製 164頁 本体1,600円

ISBN978-4-384-00714-5 C1087

ゼロから始めるスペイン語チェックテスト

佐藤邦彦著

144頁

本体2,300円

問題集。簡単に文法の復習をしてから、いろいろな問
題に触れられますから、ほかの教科書・参考書でスペ
イン語を勉強している場合にも、十分効果が上がりま
す。重要ポイントや注意を要するところには手書きの
メモをつけていますから、効率よく学習できます。
ISBN978-4-384-05190-2 C2087

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せるスペイン語
付録：CD1枚 収録時間：55分25秒
吹込：Antonio Ruiz Tinoco, Inmaculada Martinez
A5判 並製 160頁 本体1,600円
新田恵子監修

スペイン語学習に最低限必要な項目だけをまとめた好
評の入門参考書。短くて、やさしい例文を厳選し、基
礎の基礎が理解できるよう工夫した。さらに「メモ書
き」ではスペイン語マスターのためのヒントを記した。
付録のCDでは発音などの練習が可能。
「アルファベッ
ト」
「発音の基礎と例文」を収録したCD付き。

＜ 2 色刷＞ 『ゼロから始めるスペイン語』の姉妹編、書き込み式の

岡田辰雄著

A5判 並製

ISBN978-4-384-04446-1 C1087
頻用される158種の会話シチュエーションを、
（Ⅰ）社
交（Ⅱ）情報とコミュニケーション（Ⅲ）伝達行為（Ⅳ）
感情・好み・意見に分類し、それぞれの項目と初級・
中級・上級の会話レヴェルに分けて、読者の便をはか
るスペイン語日常会話常用語句事典。

ISBN978-4-384-04421-8 C0587

＜ 2 色刷＞

岡田辰雄著
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７年間にわたって、NHKラジオ・スペイン語入門講座
を担当した著者による初級入門書。本文を116課に分
け、マドリード大学に留学した日本人とスペイン人と
の対話を中心に、各課に詳細な文法項目をつけ、生き
生きとしたスペイン語の文法の基礎が学べます。発
音、各課の対話文、各課の練習問題を収録したCD2枚
付き。

＜ 2 色刷＞

バッチリ話せるスペイン語
付録：CD1枚 収録時間：53分36秒
吹込：F. Javier de Esteban Baquedano, Marta Sanchez Barrera
A5判 並製 192頁 本体1,800円

本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なスペイン語入門書です。日常生活のさまざまな
場面を中心に、わかりやすく解説しています。会話文
にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力で
学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法イン
デックスを簡単にまとめてありますのでご利用くださ
い。
ISBN978-4-384-00721-3 C0087
基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。本書付属のCDを繰
り返し聞き、声に出して発音練習してみましょう。そ
うすれば自然なスペイン語の発音とリズムを身につけ
ることができます。
ISBN978-4-384-04251-1 C1087
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スペイン語

西村君代，ラケル・ルビオ・マルティン著

文法はひと通りやった。簡単なスペイン語は読める。
でもなかなか口からスペイン語が出てこない方に。付
属CDで２時間半、実用的な作文問題を出します。本
書の600例文でトレーニングすれば、条件反射で口か
らスペイン語が出てくるようになる。スマホ、モバイ
ルバッテリー、交通ICカードなど、時代に合わせた例
文を追加した改訂版。

改訂版

口が覚えるスペイン語
スピーキング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：77分19秒＋77分45秒
吹込：Cristina Cenzano Rosa, Alejandro Morales Rama, 須口操
A5判 並製 136頁 本体2,200円
〈電子書籍版あり〉
フリオ・ビジョリア・アパリシオ著／リベラルテ訳・監修

改訂版

耳が喜ぶスペイン語
リスニング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：64分26秒＋64分34秒
吹込：Julio Villoria Aparicio, Silvia Martínez Espinosa
A5判 並製 168頁 本体2,200円
辻本千栄子，二村奈美著

スペイン語スピーキング
付録：CD1枚 収録時間：69分40秒
吹込：Karla Toledo, Amaya Leon, Juan Jose Magana
A5判 並製 204頁 本体2,200円
中島聡子著

スペイン語リスニング
付録：CD1枚 収録時間：64分13秒
吹込：Bernardo Astigueta, Maria Yolanda Fernandez, Marcela Matsumura
A5判 並製 168頁 本体2,200円

＜ 2 色刷＞

徳永志織著

だいたいで楽しいスペイン語入門
使える文法

付録：CD1枚 収録時間：47分56秒
吹込：Begoña González Afuera
A5判 並製 184頁 本体1,600円
徳永志織，愛場百合子著

もやもやを解消！ スペイン語文法ドリル

A5判

並製

160頁

本体1,800円

ISBN978-4-384-05885-7 C1087

スペイン語は短文なら聴き取れるけど、ネイティブの会
話にはついていけない、というあなたに。日常生活から、
歴史、現代社会まで、スペイン理解が深まる100文を収録。
最初は聴き取れなくても、あきらめず繰り返し聞いてみ
よう。スペイン語検定・DELEのリスニング対策にも最
適。『耳が喜ぶスペイン語』に、バスク料理、ファストフ
ァッションや中南米の話題を追加して改訂。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05919-9 C1087

リスニング+シャドーイングで話す力を身につける！
CDに吹込まれたスペイン語をお手本に発音し、シャ
ドーイングまでできるように繰り返す練習。応用表現
も豊富に採録。基本編では、スペイン語圏を旅行する
ために必要な表現を、応用編では、日本のことやスペ
イン語圏のことを見聞する表現を身につけます。
ISBN978-4-384-05541-2 C1087
本書は、
『スペイン語は読めるようになってきたけれ
ど、聴き取りがなかなか上達しない』といった学習者
のための参考書。初級〜中・上級編まで、課ごとに聴
き取りのポイントを説明。最初からできるだけノーマ
ルスピードのスペイン語を聴くことに慣れて、スペイ
ン語圏内での生活や留学への第一歩としてリスニング
力を養成。
ISBN978-4-384-05322-7 C1087
外国語を習得した人たちが知っている「学習が続くコ
ツ」を採り入れた入門書。途中で挫折することがない
よう、「難所で立ち止まらずに進める地図」「夢を着実
に手に入れる予定表」
「さぼることを前提にしたカー
ド」が学習をサポート、スペイン語を楽しく続けられ
ます。
ISBN978-4-384-04595-6 C1087
「一通り文法はやったけれど、スペイン語ができるな
んて人には言えない…」「入門書の次に何をすればい
いのかわからない…」という方に。性と数、時制と法、
文の構造…ポイントを押さえた学習でもやもやを解
消！ スペイン語に自信が持てるようになります。

ISBN978-4-384-05785-0 C1087

スペイン語
＜ 2 色刷＞

大岩 功著

やさしいスペイン語文法
付録：CD1枚
A5判 並製

収録時間：69分24秒
176頁

本体1,900円

ISBN978-4-384-05285-5 C1087

＜ 2 色刷＞

大岩 功著

スペイン語なるほど講座
付録：CD1枚 収録時間：57分21秒
吹込：James Diaz, Luz Myriam Carreno
A5判 並製 168頁 本体1,800円

書き込み式スペイン語文法ノートブック
付録：CD［MP3］1枚 収録時間：171分06秒
吹込：Concha Moreno GarcÍa, Luis Carlos Garrido DÍaz
B5判 並製 272頁 本体2,400円
亮著

頻度順 一歩踏み込むスペイン語単語1000
付録：CD［MP3］（全69ファイル）1枚 収録時間：179分58秒
吹込：Laura Blocona Redondo, Emilio Gallego Zambrano
四六判 並製 172頁 本体1,900円
エミリオ・ガジェゴ監修

＜ 2 色刷＞

一瞬で伝えたいことが言い出せる

スペイン語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：56分11秒
吹込：川島悠美, Pamela Ramirez Mendez
A5判 並製 192頁 本体1,800円
辻本千栄子，二村奈美著

基本的なスペイン語文法の理解にどうしても必要なこ
とだけを取り上げ、しかも密度の濃い講座を展開しま
す。最重要事項は、赤色、大活字で示しました。文例
は日常よく使う実用性に富んだ表現を選び、さらに、
辞書なしでも学習できるように「逐語訳」
「注」をほど
こしました。
ISBN978-4-384-03641-1 C1087

エウヘニオ・デル・プラド，髙橋 睦，仲道慎治著

柿原武史，土屋
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細則をネチネチと講釈するムダをできる限り省き、関
連項目を参照しながら基礎文法の体系を容易に、かつ
直感的に把握できる構成になっています。カタカナ発
音表記は、アクセントの置かれる音節を太字で示し、
長音記号やつまる音（ッ）を添えてスペイン語らしい
発音をめざします。各課に練習問題がついています。
音声CD付。

しっかり学べる初級〜初中級者向け学習書。文字と発
音の入門から始まる全70課で、スペイン語の運用力が
身につきます。文法解説と練習問題が見開き構成で、
とても使いやすいレイアウト。文法の進度に合わせ、
自然な会話表現も学べます。ネイティブの音声をたっ
ぷり聴けるMP3音声データ入りCD（158ファイル収
録）付。
ISBN978-4-384-05774-4 C1087
スペインの各新聞の一面記事に登場する単語をデータ
ベース化し「頻度順」に並べた、まったく新しい中級
単語集。スペイン語圏のリアルな生活語彙を身に付け
たい人に最適。見出し語と例文を約３時間のMP3音
声に収録、耳でも実践的なスペイン語にひたれます。

ISBN978-4-384-05836-9 C0087
ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高いスペイン語会話パターンを55の鉄則として選び出
し、語句を入れ換えるだけで自在に使えるようにしま
した。付属CDには本書の主なフレーズのスペイン語
と日本語が収録されています。電車の中などの空き時
間に“聞き流す”学習でスペイン語の語感を体得する
ことも上達を一気に早めます。
ISBN978-4-384-04294-8 C1087

＜ 2 色刷＞

あいさつはオラ！

なんとかなりそうスペイン語会話
付録：CD1枚 収録時間：37分37秒
吹込：Alberto Calero Lugo, Gemma Segarra
四六判 並製 144頁 本体1,800円

アルファベットから始まり、買い物や食事など生活に
おける会話中心にわかりやすく解説しています。文法
など知らなくてもすぐに使えるフレーズを紹介。また
発音はカタカナで表記していますので、そのまま読ん
でも自然なスペイン語に聞こえるようにしました。ス
ペインの生活で知っておくと便利で訳に立つ「コラム」
や「豆知識」の情報も掲載！
ISBN978-4-384-05439-2 C1087
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スペイン語

マリャヨランダ・フェルナンデス，上田 隆著

使えるスペイン語フレーズ500
中級へのステップアップ

A5判

並製

202頁

本体1,900円

アレハンドロ・クレマデス，児玉さやか著

どんどん話せるスペイン語 作文トレーニング

A5判

並製

208頁

本体2,000円

坂東省次，吉村有理子著

これだけは知っておこう！

会話と作文に役立つ
スペイン語定型表現365
付録：CD［MP3］（365トラック）1枚 収録時間：189分28秒
吹込：Emilio Gallego, Paz Villacieros Zamácola
四六判 並製 386頁 本体2,400円
イスパニカ著

スペイン語ビジネス会話フレーズ辞典

B6変型判

並製

スペイン語でよく使われる基本的な成句と慣用句厳選
500すべてに、わかりやすい例文を２パターン付けま
し た。国 際 的 に 認 知 度 の 高 い ス ペ イ ン 語 能 力 試 験
DELE（スペイン政府公認）で出題された成句、慣用
句、例文にはマーク付なのでDELE対策にも最適。ま
た、巻末には練習問題100問付。中級スペイン語への
橋渡しとなる１冊。

496頁

ISBN978-4-384-05544-3 C1087
「何年勉強しても思ったように話せるようにならない」
「文例集だけだと伝えたいことが書けない」
「自分の文
が合っているのか自信がない」…とお悩みの方に。３
ステップで練習しながら作文力を高めることで、日常
のことを書いたり話したりできるようになります。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05797-3 C1087

初級を終えた中級者向けに編集し、日常よく使用され
る定型表現や重要構文を網羅しました。それぞれの構
文・表現には複数の例文付き。本書で取り上げている
定型的な構文を学習すれば、
「読む・書く・話す」力が
身に付きます。CD［MP3］にはすべての例文の音声
を吹き込んであります。
ISBN978-4-384-04678-6 C1087
中南米を含むスペイン語圏でのビジネスシーンで役に
立つ用例を場面別に約2400掲載。ビジネス文書例も充
実。安心のカナ発音＆英語付き。ミニマム文法や和西
＆西和ミニ辞典も掲載。中南米やスペインと取り引き
があるビジネスパーソン必携の書。

本体3,000円

ISBN978-4-384-05730-0 C0587

フリオ・ビジョリア・アパリシオ，エレナ・ポンセ・マリンバルド， 「名前が長いのはなぜ？」「シエスタには何をしている
マルタ・ソレル・アレマニー，大橋玲子著
の？」
「イギリスと領土問題があるって本当？」スペイ
ン人の友達や先生に聞きたいけれど…。そんな今さら
聞けない基本的なことから、長年勉強していても今ひ
スペイン語リーディング
とつ納得できないでいたことまで、100の疑問を解消
します！ 知りたくて読むからリーディングスキルが
つく！ すぐに使える会話例も掲載。

日本人が知りたいスペイン人の当たり前

A5判

並製

224頁

本体2,200円

カルロス・アルバロ・ベルチリ著／リベラルテ訳・監修

手紙・メールのスペイン語

A5判

並製

224頁

本体2,000円

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05856-7 C1087

手紙、メールだけでなく、SNSでのショートメッセー
ジなど、スペイン語で「書く」さまざまなシーンに対
応。言い換え表現が充実しているので、場面に応じて
必要な表現が見つかります。ひと言のつぶやきから始
められ、ライティング入門としても最適。

ISBN978-4-384-05595-5 C1087

スペイン語
秦 真紀子著

スペインバルは、朝から夜まで陽気でおいしい！ 朝
はコーヒー、昼はランチ、午後はおやつに、夕方から
はビールやワインを…。お店の人とのあいさつから注
文、お会計までの基本会話はもちろん、地元のバルで
サッカー観戦するときのお役立ちフレーズまで、スペ
インバルでの必須会話を集めました。バルを使いこな
せたら、スペイン旅行はきっと100倍楽しくなる！

＜カラー刷＞

使えるスペイン語フレーズとともに街に出よう！ 地
図の見方から切符やチケットの買い方、市場でのお買
い物フレーズはもちろん、街角で見られるスペインら
しい建築物やアート作品の写真も豊富に掲載。美術館
で便利な単語や、サッカー観戦で使える「応援フレー
ズ」、フラメンコ鑑賞中のかけ声など、見ているだけで
スペインの街歩きを満喫できます。

バルのスペイン語

B6変型判

並製

128頁

本体1,500円

秦 真紀子著

ISBN978-4-384-05688-4 C0087

街歩きのスペイン語

B6変型判

並製

128頁

本体1,500円

伊藤通子著

スペイン語で伝える日本

四六判

並製

188頁

本体1,900円
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＜カラー刷＞

ISBN978-4-384-05709-6 C0087
通訳ガイドとして活躍中の著者が、日本の歴史、宗教、
文化から日本の観光名所の隅々までを日本語・スペイ
ン語で余すところなく紹介していきます。外国人に日
本のありのままの姿と心を伝えるための、手引きとな
りバイブルとなる１冊です。魅力たっぷりの日本を本
書と一緒に巡ってみてください。
ISBN978-4-384-05324-1 C2007

54
浦

イタリア語
＜ 2 色刷＞

一章著

ゼロから始めるイタリア語
付録：CD1枚
A5判
畑

並製

収録時間：59分23秒
176頁

イタリア語の基本的な組立を確実に把握できるよう、
「発音ガイド」
「メモ書き」「コラム」
「日常表現」と細
かく分けて充実した内容にした。練習問題では身につ
けた学習結果のチェックが可能。付録のCDで発音練
習も細かくできる。「発音」
「各課の課題・例文」を収
録したCD付き。

本体1,600円

瞬一郎著

ISBN978-4-384-00713-8 C1087

＜ 2 色刷＞

改訂版

ゼロから話せるイタリア語

ゼロからイタリア語を始める人のためのコミュニケー
ション重視型の入門書。会話の第一歩となる「覚える
フレーズ」で学習をスタート。場面別のミニ会話でイ
タリア語の基礎を習得し、表現の幅を広げます。文法
のまとめ、イラスト単語集、インデックス付。

付録：CD1枚 収録時間：46分07秒
吹込：Paola Takahashi, Silvia Telloni, Riccardo Balzariniza
A5判 並製 160頁 本体1,600円
アルダ・ナンニーニ，藤谷道夫著

＜ 2 色刷＞

改訂版 辞書なしで学べる

入門 イタリア語の最初歩

ISBN978-4-384-05770-6 C0087
入門者に分かりやすいと評判の【最初歩シリーズ】。
はじめてイタリア語にふれる方が、無理なく学習でき
る参考書。ていねいな文法解説と例文のカナふり、逐
語訳、訳、注など、学習者の負担を少なくし、入門者
のために最低限必要な項目にしぼり編集しています。

付録：CD1枚 収録時間：77分48秒
吹込：Alda Nannini, Nanzareno Cometto, Matteo Gamboz, Chiara Gamboz, Marco Biondi
A5判 並製 176頁 本体2,000円
白崎容子，入江たまよ著

＜ 2 色刷＞

イタリア語チャレンジブック
付録：CD1枚 収録時間：57分47秒
吹込：Barbara Pisani, Sara Saglietti, Cristiano Caludis, Marco Favaro
A5判 並製 184頁 本体1,600円
入江たまよ著

ISBN978-4-384-05750-8 C1087
イタリア語は難しいと感じてはいませんか？ そんな
ことはありません。明るくて陽気なイタリア。同じよ
うに明るく楽しく、イタリア語を学びましょう。本書
の主人公と一緒にローマを舞台に少しずつ、行きつ戻
りつしながら、着実にイタリア語の仕組みを理解しま
しょう。
ISBN978-4-384-05277-0 C1087

＜ 2 色刷＞ 「イタリア人とどうにかして話したい！」という気持

あいさつはチャオ！

なんとかなりそうイタリア語会話
付録：CD1枚 収録時間：40分51秒
吹込：Carla Formisano, Faliero Salis
四六判 並製 160頁 本体1,800円
森口いずみ著

改訂版

口が覚えるイタリア語
スピーキング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：77分12秒＋77分33秒
吹込：Fiore LIETO, Livio TUCCI, 須口操
A5判 並製 120頁 本体2,200円

ちを大切にしようというコンセプトを前面に打ち出し
ました。「文法のヒント」といったページも盛り込み
ましたので、各フレーズをより幅広く使いこなすとき
には参考になります。巻末に「イタリア年表」を掲載。
遺跡や美術館・博物館めぐりがいっそう興味深いもの
になり、
イタリア人との会話の糸口にもなるでしょう。
ISBN978-4-384-05465-1 C1087

文法はひと通りやった。簡単なイタリア語は読める。
でもなかなか口からイタリア語が出てこない方に。付
属CDで２時間半、実用的な作文問題を出します。本
書の520例文でトレーニングすれば、条件反射で口か
らイタリア語が出てくるようになる。『口が覚えるイ
タリア語』に、スマホ、SNSなど、時代に合わせた例文
を追加し改訂。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05886-4 C1087

イタリア語
ジョヴァンニ・アモレッティ著

改訂版

耳が喜ぶイタリア語
リスニング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：71分04秒＋70分23秒
吹込：Matteo Inzeo
A5判 並製 188頁 本体2,200円

＜ 2 色刷＞

アントニオ・マイッツァ監修

一瞬で伝えたいことが言い出せる

イタリア語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：51分54秒
吹込：川島悠美, Anna Mazzone
A5判 並製 192頁 本体1,800円

バッチリ話せるイタリア語
付録：CD1枚 収録時間：50分31秒
吹込：Eliana Watanabe , Luigi Finocchiaro , Alessandro Pandolfi
A5判 並製 192頁 本体1,800円
エンリコ・フォンガロ，林

良子著

イタリア語スピーキング
付録：CD1枚 収録時間：79分11秒
吹込：Enrico Fongaro, Angela Miccoli, Alice Colosini
A5判 並製 216頁 本体2,200円

＜ 2 色刷＞

花本知子著

だいたいで楽しいイタリア語入門
使える文法

付録：CD1枚 収録時間：53分17秒
吹込：Andrea Fioretti
A5判 並製 184頁 本体1,600円
小久保真理江著

もやもやを解消！ イタリア語文法ドリル

A5判 並製

160頁

本体1,800円

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05920-5 C1087

ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高いイタリア語会話パターンを55の鉄則として選び出
し、
語句を入れ換えるだけで自在に使えるように工夫。
付属CDには本書の主なフレーズの、日本語とイタリ
ア語を収録。電車の中などの空き時間に“聞き流す”
学習で、イタリア語の語感を体得し上達を一気に早め
る！
ISBN978-4-384-04293-1 C1087

＜ 2 色刷＞

インマ・ロマーノ監修
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イタリア語は短文なら聴き取れるけど、ネイティブの会
話にはついていけない、というあなたに。日常生活から、
歴史、現代社会まで、イタリア理解が深まる100文超を収
録。最初は聴き取れなくても、あきらめず繰り返し聞い
てみよう。イタリア語検定のリスニング対策にも最適。
『耳が喜ぶイタリア語』に、ワールドカップやスターバッ
クスなど時代に合った話題を追加して改訂。

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然なイタリア語の
発音とリズムを身につけることができる。

ISBN978-4-384-04250-4 C1087
リスニング+シャドーイングで話す力を身につける！
CDに吹き込まれたイタリア語をお手本に、イラスト
を見ながら何度も繰り返しフレーズを発音。シャドー
イングができるようになるまで練習することで、確実
に会話力がアップする！応用表現も豊富に採録。

ISBN978-4-384-05498-9 C1087
外国語を習得した人たちが知っている「学習が続く３
つのコツ」を採り入れた入門文法書。途中で挫折する
ことがないよう、「難所で立ち止まらずに進める地図」
「夢を着実に手に入れる予定表」
「さぼることを前提に
したカード」が学習をサポート、イタリア語を楽しく
続けられます。入門からイタリア語検定４、５級レベ
ルまで。巻末に、基本単語集、重要動詞変化表付き。
ISBN978-4-384-04596-3 C1087
「一通り文法はやったけれど、イタリア語ができるな
んて人には言えない…」「入門書の次に何をすればい
いのかわからない…」という方に。冠詞、動詞の活用、
代名詞…ポイントを押さえた学習でもやもやを解消！
イタリア語にもっと自信が持てるようになります。

ISBN978-4-384-05783-6 C1087
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イタリア語

京藤好男，ロッサーナ・アンドリウッツィ著

中級へのイタリア語文法

A5判

並製

272頁

イタリア語の実践的な文法練習を通じて、初級から中
級への橋渡し！ わかりやすく体系化された文法解説
と豊富な例文。
「メールの書き方」「イタリアの祝日」
「カードの書き方」
「イタリアの住宅事情」など文化に
関わる親しみやすい内容のコラムで、イタリアについ
て楽しく学べる。取りはずし可能で便利な「解答集」
付き。

本体2,400円

ISBN978-4-384-05708-9 C1087

竹下ルッジェリ・アンナ，堂浦律子著

これだけは知っておこう！

会話と作文に役立つ
イタリア語定型表現365

初級を終えた中級者向けに編集し、日常よく使われる
定型表現や重要構文を網羅しました。それぞれの構
文・表現には複数の例文付き。本書で取り上げている
定型的な構文を学習すれば、
「読む・書く・話す」力が
身に付きます。CD［MP3］にはすべての例文の音声
を吹き込んであります。

付録：CD［MP3］（全365ファイル）1枚 収録時間：191分37秒
吹込：Anna Ruggeri Takeshita, Edoardo Pedoja
四六判 並製 392頁 本体2,400円
〈電子書籍版あり〉
石田聖子著

どんどん話せるイタリア語 作文トレーニング

A5判

並製

208頁

ISBN978-4-384-05794-2 C1087

Francesca Miscio，京藤好男著

場面で学ぶイタリア語発音マスター
付録：CD［MP3］ 収録時間：192分43秒
吹込：Cinzia Mina, Lorenzo Amato
A5判 並製 172頁 本体2,400円

並製

128頁

並製

128頁

本体1,500円

ISBN978-4-384-05880-2 C1087

＜カラー刷＞

ゆっくり流れるイタリアの一日、家族のおしゃべりを
覗いてみませんか？ トスカーナで暮らす家族の会話
を、１日の生活シーンごとに綴りました。暮らしの中
で登場する単語や、簡単な文法も紹介しています。田
舎での時間の流れや空気感を伝えるコラムも充実。
日々の生活を通じて、気軽にイタリア語に親しめる１
冊です。

ISBN978-4-384-05553-5 C0087

スローライフのイタリア語

B6変型判

〈電子書籍版あり〉

カフェでもなく、バーでもない。イタリアの街角に必
ずあるのがバール。おいしいコーヒーを求めてバール
に行く、何気ないおしゃべりを楽しみたくてバールに
寄る、家族へのお菓子を買いにバールを訪れる、イタ
リア人にとってバールとは日常の小さな幸せを与えて
くれる場所。写真を豊富に掲載。まるでイタリアのバ
ールにいるかのような雰囲気にさせる１冊。

本体1,500円

奥村千穂著

カタカナ読みを卒業して、キレイでなめらかなイタリ
ア語を身につけよう！ イタリア語の発音に不可欠な
母音と子音にフォーカスを当て、正確かつ会話のリズ
ムに沿った発音を身につけることを目的にしていま
す。また、身につけた発音を実際の会話で活用するた
めに、読者がイタリア旅行・滞在で体験しそうな場面
を設定し、表現力の向上も同時に目指します。

＜カラー刷＞

バールのイタリア語

B6変型判

「何年勉強しても思ったように話せるようにならない」
「文例集だけだと伝えたいことが書けない」
「自分の文
が合っているのか自信がない」…とお悩みの方に。３
ステップで練習しながら作文力を高めることで、日常
のことを書いたり話したりできるようになります。

本体2,000円

奥村千穂著

ISBN978-4-384-05858-1 C1087

ISBN978-4-384-05692-1 C0087

イタリア語
＜カラー刷＞

岩田デノーラ砂和子著

お買いもののイタリア語

B6変型判

並製

128頁

本体1,500円

ISBN978-4-384-05586-3 C0087

＜カラー刷＞

岩田デノーラ砂和子著

トラットリアのイタリア語

B6変型判

並製

128頁

ISBN978-4-384-05624-2 C0087

＜カラー刷＞

街歩きのイタリア語

B6変型判

並製

128頁

ISBN978-4-384-05687-7 C0087

＜カラー刷＞

おしゃべりのイタリア語

並製

128頁

ISBN978-4-384-04576-5 C0087
「カンタービレ」、「フォルテ」、「アンダンテ」。音楽用
語はイタリア語のものが多いのです。そこで本書は、
曲の解釈や理解を深めるために強い味方となる音楽用
語のイタリア語を、ABC順にまとめました。巻末には
文法早見表を掲載しておりますので、イタリア語学習
者の方もお使い頂けます。本書を通じて、イタリアの
音楽や文化を読み取ってみてください。

改訂新版

音楽用語のイタリア語

並製

216頁

本体1,800円

〈電子書籍版あり〉

＜カラー刷＞

森田 学著

オペラでイタリア語

B6変型判

並製

144頁

難しいフレーズができなくても、ひとことポンッと返
せたら会話が広がる！街に出かければ、会話のチャン
スはいっぱいあります。イタリア語でリアクションが
できれば、より楽しい時間が過ごせるはず。あいづち
や決まった返答フレーズを覚えて、会話＝コミュニケ
ーションを楽しみましょう。街角の写真や会話で役に
立つコラム満載の１冊。

本体1,500円

森田 学著

四六判

イタリア語とともに街を歩けば、もっと身近に楽しめ
る！ イタリア語で聞けたら、もっと楽しい。バスの
乗り方からナンパ撃退法まで、街歩きの必須単語と会
話がいっぱい。街の表示や貼り紙のイタリア語も紹介
した、観光にも、お散歩にも役立つ会話集です。イタ
リアの路地裏から世界遺産まで、旅気分あふれる写真
もたっぷり味わえる１冊。

本体1,500円

岩田デノーラ砂和子著

B6変型判

まるで、イタリアのトラットリアにいるみたい！おい
しそうな料理と、にぎやかな店内の写真がいっぱい。
予約からお会計まで、すぐに使えるフレーズを豊富に
収録。リストランテやピッツェリア（ピザ専門店）で
のオーダー法やメニューも掲載。コンパクトなサイズ
に、おいしい内容が詰まった１冊です。

本体1,500円

岩田デノーラ砂和子著

本体1,500円
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イタリアのお買いものは楽しみがいっぱいだけど、イ
タリア語で会話ができたらもっと楽しい！ お水や地
下鉄の切符を買ったり、試着をしたり、別々に包んで
もらったり。
「見てるだけ」はイタリア語でなんて言
うの？ 知りたかったフレーズがいっぱい。ポップな
写真を見ているだけでも楽しくなる、まるでイタリア
のお店巡りをしているような１冊。

ISBN978-4-384-04430-0 C1087

オペラはイタリアが生んだ世界最高の舞台芸術です。
このイタリアオペラをより楽しむために、オペラの基
礎知識はもちろん、その背景にある教養や技術などさ
まざまなエピソードも紹介します。
『ドン・ジョヴァ
ンニ』や『セビーリャの理髪師』といった、よく上演
されるオペラの聴き所を、原語とその和訳を載せるこ
とで台詞がよくわかるように工夫しました。
ISBN978-4-384-05565-8 C0087

58

イタリア語

リヴィオ・トゥッチ，宮 明子著

手紙・メールのイタリア語

A5判

並製

256頁

本体2,000円

カルラ・フォルミサーノ，入江たまよ著

全面改訂版

イタリア人が日本人によく聞く100の質問

四六判

並製

228頁

手紙、メールだけでなく、SNSへの投稿、スマホでの
やりとりなど、イタリア語で「書く」さまざまなシー
ンに対応。言い換え表現も多数掲載しているので、あ
なたの気持ちが伝わる文がきっと見つかります。ひと
言のつぶやきから始められるので、ライティング入門
にも最適。巻末に、日本語から引ける便利な「場面別
表現索引」を収録。

本体2,200円

朝比奈佳尉，アンドレア・フィオレッティ著

ISBN978-4-384-05594-8 C1087
外国人とコミュニケーションを深めるには、まず日本
人自身が日本のことをよく知ることが大切。「コーヒ
ーを缶で飲むの？」
「桜前線ってなに？」…。本書はそ
んなイタリア人の目に映る「不思議」を、対話形式の
イタリア語で紹介しています。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-01847-9 C1087

イタリア語リーディング

「朝食が甘いって本当？」
「イタリア人はマザコンが多
い？」
「マフィアってイタリア中にいるの？」イタリア
人の友達や先生に聞きたいけれど…。そんな今さら聞
けない基本的なことから、長年勉強していても今ひと
つ納得できないでいたことまで、100の疑問を解消し
ます！ 知りたくて読むからリーディングスキルがつ
く！ すぐに使える会話例も掲載。

A5判

〈電子書籍版あり〉

日本人が知りたいイタリア人の当たり前

並製

224頁

本体2,200円

ISBN978-4-384-05854-3 C1087

韓国語・朝鮮語
白 峰子著／大井秀明訳／野間秀樹監修

新装版

韓国語文法辞典

A5判 並製

560頁

本体3,700円

金 美仙著／野間秀樹監修

韓国語用言

A5判 並製

246頁

ISBN978-4-384-05499-6 C3587

＜ 2 色刷＞

活用と用例

本体2,500円

菅野裕臣著

朝鮮漢字音

A5判 並製

280頁

入門と発展

本体3,200円

金 容権，韓 龍茂著

カナ付 ハングル基本単語文例辞典

A6変型判

上製

326頁

本体1,800円

金 容権監修／韓 龍茂著

新版

ハングル頻度順単語文例辞典

四六判

並製

440頁

本体3,200円

李 仁洙，金 容権編著

新版

ハングル単語文法活用事典

四六判

並製

264頁

本体2,800円

59

韓国語研究者・学習者の間で定評ある、標準的な文法
辞典として知られる『외국어로서의한국어문법사전』の
日本語版。韓国語教育の現場で重要かつ核心的なもの
として論議されている「韓国語文法一般」と「韓国語
文法形態」を扱う。2004年刊『韓国語文法辞典』の収
録内容はそのままに、手に取りやすいソフトカバーの
装幀で再版。
韓国語用言の形造りのシステムをわかりやすく説明す
ると同時に、重要な形が一目でわかるように構成。さ
らに用言の実際の用法がわかるような例文を数多く配
しました。韓国語を学ぶうえで文法学習の根幹である
用言の活用でつまづく人も多いのではないでしょう
か。この用言の活用を習得するには最適な１冊です。
ISBN978-4-384-05459-0 C1087
漢字はその形と意味だけでなく音（おん）も朝鮮、日
本、ヴェトナムに伝わり、中国の主要な言語（漢語）
としての漢文がそれらの国で用いられた。さらにその
国々では漢字を組み合わせた新たな単語が作られた。
それらの言語に対する漢字の影響は計り知れない。本
書は、朝鮮語における漢語の存在を日本語と比較しな
がら説明した、中級レベルの学習者に最適な一冊。
ISBN978-4-384-05879-6 C3087
「あいうえお」順に頻出単語を選び、短い会話の例文を
付けました。ハングルには、全てカタカナの読み仮名
を振っています。載っている単語をひととおり覚えれ
ば、
有効なコミュニケーションの道具として役ちます。
ハンディサイズなので、携帯しやすく、１冊あると重
宝すること請け合いです。
ISBN978-4-384-02262-9 C0587
韓国語学習において一番大切とされる単語習得に重点
を置きました。単語にはカタカナ発音をつけ、文例を
必ずつけています。第１段階では最もよく使われる
500語を、第２段階ではさらに500語、第３段階では単
語の幅を広げられるように1000語、計2000語を収録し
ました。学習上・生活上で十分な語彙数です。同意語
と反意語付録付き。
ISBN978-4-384-04440-9 C0587
韓国語は日本人にとって当然のように外国語なのです
が、フランス語やイタリア語や英語などの欧米の外国
語とは違っていることも事実です。韓国語習得に欧米
人が２年かかるところを日本人なら半年で同じレベル
に達すると言われます。この点に焦点をあて、日本語
の品詞分類で章を立て、効率良い学習の手助けとなる
よう編纂しました。
ISBN978-4-384-04441-6 C0587
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韓国語・朝鮮語

塚本

勲監修／李 仁洙，金 容権著

本書は、ハングルの入門書を兼ねた「基本単語・文章
表現集」です。文法よりも実際の単語や例文に比重を
置き、新しい工夫を取り入れて編纂しました。初心者
の人にもお使いいただけるようになっていますが、例
文・重要語句・注意事項などがとても細かく書かれて
いるので、きちんとした表現方法を身に付けたい、ま
じめにハングルを習得したい人に最適です。

新版

ハングル文章表現事典

四六判

並製

376頁

本体3,200円

ISBN978-4-384-04339-6 C0587

菅野裕臣監修／朝鮮語学研究会編著／浜之上 幸改訂＜ 2 色刷＞

改訂版

朝鮮語を学ぼう

語学雑誌『基礎ハングル』の講座をもとに練りあげた
朝鮮語入門書の決定版。発音を丹念に学びながら、文
法重視で基礎を作ります。旧版の基本的方向性を堅持
しつつも、1989年に改定された大韓民国の新正書法に
依拠した改訂版。新たに音声CDを付属しました。

付録：CD2枚 収録時間：49分48秒＋44分59秒
吹込：林恒秀，孫ミナ
A5判 並製 344頁 本体3,200円
早川嘉春著

＜ 2 色刷＞

ゼロから始める韓国語
付録：CD1枚 収録時間：66分31秒
吹込：丁元泰, 朴景和
A5判 並製 168頁 本体1,600円
塩田今日子著

＜ 2 色刷＞

初版を全面改訂。コミュニケーション重視型の入門
書。最重要表現がひとめでわかる「覚えるフレーズ」
で学習をスタート。場面別ミニ会話から成る「ダイア
ローグで学んでみよう」で基礎と表現力を身につけま
す。発音の変化や文法は別に整理してあります。ヴィ
ジュアル単語・事項／単語索引付。

＜ 2 色刷＞

韓国語の「入門」も「やり直し」もまずはこの本から
始めよう！ 基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使
ってみたい表現」を効率的にムダなく「ゼロから」や
り直しができるように、わかりやすく解説しています。
付属のCDを繰り返し聞き、声に出して発音練習して
みましょう。そうすれば自然な韓国語の発音とリズム
を身につけることができます。

ゼロから話せる韓国語
付録：CD1枚 収録時間：46分34秒
吹込：林恒秀，孫ミナ
A5判 並製 168頁 本体1,600円
幸監修

ハングル文字から始まって、新聞の論説まで読めるよ
うになることを目指した韓国語入門書。１部──文字
と発音、文章の成り立ちを学びます。２部──話す、
聴く、読む、書くという実技的な４技能を、文法説明、
練習問題を通して習得します。３部──新聞の社説を
読みながら、短い会話とともに内容把握を試みます。
ISBN978-4-384-00724-4 C1087

改訂版

浜之上

ISBN978-4-384-04658-8 C1087

ISBN978-4-384-04570-3 C1087

バッチリ話せる韓国語
付録：CD1枚 収録時間：51分33秒
吹込：元順暎, 李剛彬
A5判 並製 192頁 本体1,800円
山崎玲美奈著

改訂版

口が覚える韓国語

スピーキング体得トレーニング
付録：CD2枚 収録時間：69分14秒＋73分15秒
吹込：金南听, 須口操
A5判 並製 136頁 本体2,200円

ISBN978-4-384-04248-1 C1087
文法はひと通りやった。簡単な韓国語は読める。でもな
かなか口から韓国語が出てこない方に。付属CDで２時
間超、実用的な作文問題を出します。本書の600例文で
トレーニングすれば、条件反射で口から韓国語が出てく
るようになる。『口が覚える韓国語』のコンセプトを引
き継ぎ、LINE、Facebook、アップロードなど、時代に合
わせた単語や例文を盛り込んだ書き下ろし。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05882-6 C1087

韓国語・朝鮮語
金 ドンウン，李 勇九著／日韓友好協会著・監修

改訂版

耳が喜ぶ韓国語

リスニング体得トレーニング
付録：CD2枚 収録時間：57分26秒＋36分05秒
吹込：日韓友好協会
A5判 並製 168頁 本体2,200円
山崎玲美奈著
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韓国語で簡単な会話はできるようになったけど、「字
幕なしでは…」
「発音変化がイヤ」と言うあなたに。ハ
ングル能力検定4〜3級のリスニング問題と同程度の長
さ・レベルの文章を100本収録。ネイティブスピード
なので最初は聴き取れなくても、あきらめず繰り返し
聴いてみよう。「夜トッケビ夜市」や人口知能など、時
代に合わせた内容を追加し改訂。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05916-8 C1087

＜ 2 色刷＞ 外国語を習得した人たちが知っている「学習が続く３
つのコツ」を採り入れた入門文法書。途中で挫折する
ことがないよう、「難所で立ち止まらずに進める地図」
「夢を着実に手に入れる予定表」
「さぼることを前提に
したカード」が学習をサポート、韓国語を楽しく続け
られます。入門からハングル能力検定４、５級レベル。
巻末に、基本単語集付き。

だいたいで楽しい韓国語入門
使える文法

付録：CD1枚 収録時間：39分18秒
吹込：金南听
A5判 並製 184頁 本体1,600円

ISBN978-4-384-04593-2 C1087

山崎亜希子著

もやもやを解消！ 韓国語文法ドリル

A5判 並製

160頁

本体1,800円

ISBN978-4-384-05786-7 C1087

金 南听著

どんどん話せる韓国語 作文トレーニング

A5判 並製

208頁

本体2,000円

今日から話せる韓国語
付録：CD1枚 収録時間：44分16秒
吹込：元順暎
A5判 並製 144頁 本体1,800円
MEMO ランダム編

今日から読める韓国語

A5判 並製

128頁

本体1,500円

「何年勉強しても思ったように話せるようにならない」
「文例集だけだと伝えたいことが書けない」
「自分の文
が合っているのか自信がない」…とお悩みの方に。３
ステップで練習しながら作文力を高めることで、日常
のことを書いたり話したりできるようになります。

ISBN978-4-384-05796-6 C1087

＜ 2 色刷＞

MEMO ランダム編

「一通り文法はやったけれど、韓国語ができるなんて
人には言えない…」「入門書の次に何をすればいいの
かわからない…」という方に。用言の活用、パンマル
や数詞の使い分け等、ポイントを押さえた学習でもや
もやを解消！ 韓国語にもっと自信が持てるようにな
ります。

韓国旅行や韓国の日常場面でよく使われる「〜がほし
い」
「〜したい」といった相手に伝えたい気持ちの語尾
表現を10パターンに厳選し、効果的な学習ができるよ
うに構成しました。10パターン表現を中心に、実践に
役立つ例文を豊富に紹介していますので楽しみながら
学習できます。付属のCDを繰り返し聞いてマスター
しましょう。
ISBN978-4-384-04502-4 C0087

＜ 2 色刷＞ 「ハングルを読むために必要なポイント」を具体例で
わかりやすく学び、次に図解解説と「読み・書き」の
繰り返し練習で、どんなハングルでも読める力を身に
つけます。旅行先でのメニューや街角の看板が５日間
で読めるようになります！

ISBN978-4-384-04503-1 C0087

62

韓国語・朝鮮語

増田忠幸著

つたえる韓国語

入門編

読む・聞く・話すハングル

付録：CD2枚 収録時間：58分04秒＋50分10秒
吹込：増田忠幸, 元順暎, 李鍋丞
A5判 並製 184頁 本体2,200円
増田忠幸著

つたえる韓国語

基礎編

読む・聞く・話すハングル

付録：CD1枚 収録時間：77分33秒
吹込：増田忠幸, 元順暎, 李鎬丞
A5判 並製 184頁 本体1,900円
増田忠幸著

つたえる韓国語

応用編

読む・聞く・話すハングル

付録：CD1枚 収録時間：72分52秒
吹込：増田忠幸, 元順暎, 李鎬丞
A5判 並製 200頁 本体1,900円
増田忠幸著

韓国語ステップアップ20
付録：CD1枚
A5判
洪

並製

収録時間：12分36秒
168頁

本体1,800円

順愛，金 元榮著

韓国語スピーキング
付録：CD2枚 収録時間：54分15秒＋47分12秒
吹込：李恩周, 徐銀河, 金正凡
A5判 並製 224頁 本体2,400円
金

正勲，納谷昌宏著

韓国語リスニング
付録：CD1枚 収録時間：40分22秒
吹込：イ･ホンボク, チェ･ヨンイ, 金子彰子
A5判 並製 160頁 本体2,000円

本書はNHKのラジオハングル講座・入門編で放送さ
れた「つたえるハングル」
（2004年４月〜９月）のステ
ップ１から44までを再構成し、あらたな内容を加えて、
これから韓国語を習おうとする人のための入門編とし
てまとめたものです。ハングル文字の成り立ちを知る
ことから始めて「読む・聞く・話す」全ての能力を基
礎レベルまで習得することを目標としています。
ISBN978-4-384-01699-4 C1087
NHKのラジオハングル講座・入門編で放送された「つ
たえるハングル」（2004年4月〜2004年9月、［再放送］
2005年10月〜2006年3月）のステップ45から84までの
（1）から（4）を再構成し、あらたな内容を加えて、基
礎編としてまとめたものです。韓国語のしくみの特徴
をつかみ、基礎固めに役立つ１冊です。
ISBN978-4-384-02051-9 C1087
NHKラジオハングル講座で放送された「つたえるハ
ングル」（2004年4月〜2004年9月、［再放送］2005年10
月〜2006年3月）のステップ85から100までと、
「きくハ
ングル」
（2002年10月〜12月）を再構成し、あらたな内
容を加えて、応用編としてまとめたものです。日本語
と微妙にニュアンスの異なる韓国語の漢字語や身体表
現を掲載。
ISBN978-4-384-02052-6 C1087
韓国人が知りたがる日本の事柄を、日本語＝韓国語対
訳で編集した１冊。写真やイラスト満載で韓国語が楽
しく学べますので、韓国語を学んでいる人にはもちろ
んのこと、韓国旅行をする人へのプレゼントにも最適
です。冠婚葬祭・食事・酒席のマナー・交通・習慣・
地理等、社会生活一般を広く取り上げています。
ISBN978-4-384-05208-4 C1087
リスニング+シャドーイングで話す力を身につける！
CDに吹き込まれた韓国語をお手本に、イラストを見
ながら何度も繰り返しフレーズを発音します。シャド
ーイングができるようになるまで練習することで、確
実に会話力がアップします。応用表現も豊富に採録。

ISBN978-4-384-05672-3 C1087
リスニングの徹底訓練！ これで韓国語会話をマスタ
ーできます。特に日常会話に重点を置き、実際に韓国
で普通に会話されている表現を盛り込みました。レベ
ルは初心者から対応。映画やドラマで使われているセ
リフを聞き取ったり、旅行で韓国へ行き、知っている
表現をそのまま生かして会話できるようになるまでに
実力を伸ばします。
ISBN978-4-384-00263-8 C1087

韓国語・朝鮮語
三修社編集部編

絶対『韓国語の耳』になる！
BASICS リスニング・ルール64
付録：CD2枚 収録時間：71分06秒＋74分14秒
吹込：徐銀河, 金景鎬
A5判 並製 232頁 本体2,200円

＜ 2 色刷＞

櫻井正明監修

一瞬で伝えたいことが言い出せる

韓国語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：48分23秒
吹込：武田華, 金媛姫
A5判 並製 192頁 本体1,800円

改訂版

フレーズから学ぶ はじめての韓国語
付録：CD1枚 収録時間：69分58秒
吹込：梁貞模, 高永珍
A5判 並製 216頁 本体1,800円
金 安淑，尹 大辰著

14の基本パターンで話す韓国語会話

四六判

並製

166頁

本体1,300円

今井久美雄，みなもとせいいち著

古狸案先生の役に立たないはずがない韓国語

四六判

並製

240頁

今井久美雄著／山中

本体2,000円
進イラスト

古狸案先生の韓国語「中級」教室

A5判 並製

224頁

本体2,500円

ISBN978-4-384-04628-1 C2087
ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高い韓国語会話パターンを55の鉄則として選び出し、
語句を入れ換えるだけで自在に使えるように工夫。付
属CDには本書の主なフレーズは日本語と韓国語が収
録。電車の中などの空き時間に“聞き流す”学習で韓
国語の語感を体得することで上達を一気に早める！
ISBN978-4-384-04296-2 C1087

＜ 2 色刷＞

松井聖一郎著
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韓国語はつながる単語や言葉によって、まったく違う
単語に聞こえてしまうことがあります。本書は、主に
文体の変化などによって、思いもよらない音に変わっ
てしまう語形変化と、
音声変化のルールを64取り上げ、
豊富な実例をCDに収録。変化した音声のリスニング
を徹底的に行い、さらに口慣らし練習をすることで、
韓国語の耳と口を同時に鍛えます。

初めて韓国語を学ばれる方が、できるだけ負担なく韓
国語会話にチャレンジできるよう構成しました。ハン
グル文字や文法を順序だてて学ぶのではなく、まず覚
えたフレーズを最大限に活用して、少しでも自分の言
いたいことを伝えられるようになることを目的とした
入門書です。
ISBN978-4-384-05461-3 C1087
ハングル文字を覚えた人が、効率的に韓国語会話を習
得するための本です。本書で紹介するハングルの基本
文型14パターンを頭に入れ、語彙を増やし作文練習を
積むことで、旅行会話レベルのハングル語力が身につ
きます。巻末に基本単語をまとめて収録してますの
で、これらを文章パターンにあてはめて練習すること
ができるしくみです。
ISBN978-4-384-01220-0 C1087
初級レベルでハングルが読めるようになった方であれ
ば「寝ころんで」気軽に楽しく読める１冊。著者自身
の韓国語学習にまつわる失敗談や新発見、疑問点など、
韓国語に関するあらゆる話題を、ユーモアに溢れたタ
ッチで紹介します。

ISBN978-4-384-05286-2 C1087
「万年初級」から脱出し、ひとつ上の韓国語の学習を目
指します。4月の授業に始まり、12か月に分けて学習
の季節感を出しました。4月はボキャブラリー、5月は
カタカナ語、6月は漢字語と、1年を通して幅広く韓国
語を学びます。古狸案先生の［ことばの休憩室］、多彩
な練習問題で、一層の知識を得られます。付録：韓国
語千字文一覧、韓国人の姓氏
ISBN978-4-384-03268-0 C1087
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韓国語・朝鮮語

ジョ・ミキョン著

Jo先生の楽しいハングル
ワンフレーズ・レッスン
付録：CD1枚
A5判

並製

収録時間：69分43秒
176頁

本体2,400円

ISBN978-4-384-05195-7 C0087

川越菜穂子，崔 官，金 敬鎬，古田富建著 ＜ 2 色刷＞

こだわり中級韓国語
付録：CD1枚 収録時間：70分37秒
吹込：元順暎, 金媛姫
A5判 並製 216頁 本体2,200円
鄭

韓国語を使いこなすための慣用句400
付録：CD1枚
A5判
権

並製

192頁

本体1,900円

表現が広がる

これからの韓国語
会話＋文法

付録：CD2枚 収録時間：74分08秒＋78分18秒
吹込：陳南澤, 鄭恩禎
A5判 並製 256頁 本体2,800円
沈

智允，朴 南圭，安才由紀恵著

＜ 2 色刷＞

使い分けがわかる！

韓国語の類似語

〜用例でわかる！使える！〜
付録：CD1枚 収録時間：69分19秒
吹込：沈智允, 朴南圭
A5判 並製 160頁 本体1,800円
李

直訳では意味を理解できない、しかし辞書では調べに
くい慣用句を紹介しました。慣用句はイメージでとら
えてニュアンスを理解することで、記憶に残りやすく
なります。本書はイメージをつかみやすい解説や和訳
を心がけ、会話でよく使われる表現を中心に、約400の
慣用句を掲載しています。独特の言い回しを覚えるこ
とで韓国語がますます楽しくなります。
ISBN978-4-384-04409-6 C2087

＜ 2 色刷＞

在淑著

独習にも授業にも最適な１冊！ 知的な会話を楽しむ
ための表現や語彙を身につけられ、会話が続かないと
悩む人のために話の材料も用意しました。「整理して
覚えよう」で文法や発音変化の総復習もできます。日
本と韓国の生活文化を比較しながら日々の勉強に役立
つ情報が満載。付属CDはノーマルスピードとスロー
スピードで吹き込んであります。
ISBN978-4-384-04471-3 C1087

＜ 2 色刷＞

惠賢著

基本表現をマスターすることで韓国語に対する「語感」
が自然に身に付きます。また韓国語の「アウトライン」
もいつのまにか理解できます。「あいさつ」
「感情表現」
「意見を言う」
「食事の時」
「生活表現」の５ジャンル79
項目600フレーズに、ハングルのローマ字表記、カタカ
ナ発音、日本語訳をつけました。

本書は会話を軸にして学ぶ、初心者のための韓国語の
入門書です。文字と発音の学習より始まって、基礎的
な文法を押さえながら会話を通して学んでゆく仕組み
になっています。学習事項をひとつずつ積み重ねて体
系的に学べます。辞書が無くても、あるいは辞書が引
けなくても大丈夫なように構成しました。音声CDの
韓国語はスロースピードとノーマルスピードで収録。
ISBN978-4-384-05246-6 C1087
初級レベルでよく耳にする、韓単語の類似語を名詞編、
動詞編、形容詞編、副詞編と章を分けてニュアンスの
違い、使い方の違いを解説。これ１冊で「ハングンマ
ル チャラシネヨ（韓国語お上手ですね）」とおだてて
もらえる初級レベルを脱して、“韓国語らしい韓国語”
ができるようになる。
ISBN978-4-384-04531-4 C2087

「うるうる」、
「こけこっこー」など、韓国
＜ 2 色刷＞ 「ぴかぴか」、
語にも非常にたくさんある擬態語・擬声語をマスター
すれば、韓国語をより理解でき、いきいきと話せるよ
うになります！初級の学習者でも楽しく学べるよう、
日常会話で一般的によく使われる擬声語・擬態語を集
め、カナダラ順に掲載しました。擬声語・擬態語の意
味を調べるのにもとても便利です。

清一著

韓国語を楽しむための 擬声語・擬態語400
付録：CD1枚
A5判

並製

160頁

本体2,000円

ISBN978-4-384-04480-5 C2087

韓国語・朝鮮語
韓国・国立国語院，韓国語世界化財団企画／徐 周煥訳 ＜カラー刷＞

韓国語の第一歩 リーディング

B5判

並製

224頁

本体2,200円

ISBN978-4-384-01870-7 C1087

韓国・国立国語院，韓国語世界化財団企画／徐 周煥訳 ＜カラー刷＞

韓国語の第一歩 ライティング

B5判

並製

328頁

幡野 泉，呉

本体2,400円

敬雅，千

京未著

シゴトの韓国語

＜ 2 色刷＞

付録：CD1枚 収録時間：56分40秒
吹込：金景太, 徐銀河, 金正凡
A5判 並製 112頁 本体1,800円

応用編

付録：CD2枚 収録時間：50分09秒＋38分18秒
吹込：金景太, 李春京, 李柱憲, 李恩周, 幡野泉
A5判 並製 184頁 本体2,400円
権 成美，申 賢貞，J. M.フランクル著／金 安淑日本語版監修 ＜ 2 色刷＞

韓国語常用会話

Essential Korean for everyday use

B6変型判

並製

山崎玲美奈，河

336頁

本体1,900円

承賢著

手紙・メールの韓国語

A5判 並製

240頁

本体2,000円

ビジネスですぐに使えるフレーズや語彙を豊富に掲載
しています。ビジネスシーンで出会う必要な場面を設
定し、自然で美しい韓国語を習得。自己紹介から会社
紹介、メールのやりとり、電話応対、会食など、シゴ
トに必要不可欠なコミュニケーションも伝授。ハング
ル能力試験４級、韓国語能力試験２級レベル以上の語
彙力、文法力を前提に編集しています。
ISBN978-4-384-05668-6 C0087

＜ 2 色刷＞

シゴトの韓国語

韓国の国立国語院と韓国語世界化財団の企画による韓
国語初学者のための「ライティング」入門書。オール
カラーでわかりやすく解説。練習問題と韓国文化につ
いても掲載。

ISBN978-4-384-01873-8 C1087

基礎編

幡野 泉，李 恩周著
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韓国の国立国語院と韓国語世界化財団の企画による韓
国語初学者のための「リーディング」入門書。オール
カラーでわかりやすく解説。練習問題と韓国文化につ
いても掲載。

ビジネス韓国語の集大成！ 秘書業務、業務・社交ビ
ジネスレターから会議・商談、プレゼンテーションま
で。ハングル検定準2級。韓国語能力試験（TOPIK)4
級レベル以上対象。

ISBN978-4-384-05669-3 C0087
さまざまなシチュエーションでよく使われる日常会話
や日常生活の要点を厳選。各例文にはローマ字とカタ
カナ、和訳 、英訳をつけた。

ISBN978-4-384-03239-0 C1087
手紙、メールだけでなく、SNSでのショートメッセー
ジなど、韓国語で「書く」さまざまなシーンに対応。
言い換え表現が充実しているので、場面に応じて必要
な表現が見つかります。ひと言のつぶやきから始めら
れ、ライティング入門としても最適。

ISBN978-4-384-05675-4 C1087
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金

韓国語・朝鮮語
容権著

韓国語手紙の書き方事典

B6変型判
金

並製

344頁

本体1,800円

ISBN978-4-384-05710-2 C0087

容権編

増補改訂

韓国姓名字典

韓国・朝鮮の人名を正しく読むために

A5判

上製

256頁

ISBN978-4-384-01170-8 C0587
和靜著

全面改訂版

韓国人が日本人によく聞く100の質問

並製

久田和孝，韓

224頁

ISBN978-4-384-05636-5 C0087

相宇著

韓国語リーディング

鄭

並製

224頁

本体2,200円

おいしい韓国語

並製

144頁

本体1,400円

「
『情』って何？」
「朝鮮時代も文化交流が盛んだった？」
「割り勘は格好悪い？」今さら聞けない基本的なこと
から、今ひとつ納得できないでいたことまで、100の疑
問を解消！ 知りたくて読むからリーディングスキル
がつく！ すぐに使える会話例も掲載。

〈電子書籍版あり〉

＜カラー刷＞

銀淑著

B6変型判

日本人にも韓国人にも重宝する、日韓交流に役立つ１
冊。韓国人の知りたがる日本の事柄を100の質問にに
まとめ、日本語と韓国語の対訳で紹介しています。写
真も豊富に収め、冠婚葬祭・食事・酒席のマナー・交
通・習慣・地理等、社会生活一般を広く取り上げてい
ます。

本体2,200円

日本人が知りたい韓国人の当たり前

A5判

ハングル文字の基本的な読み方、人名一覧、主要漢字
のハングル読み・ローマ字表記一覧などを収録してい
ます。巻末に便利な索引をつけていますので、すぐに
韓国・朝鮮人の姓名の原音を調べたい時にも便利です。
改訂にあたり、北朝鮮人名の読み方を増補しました。

本体4,800円

増田忠幸，柴田郁夫，李 致雨，李

四六判

葉書の実例（年賀状、季節のあいさつ）、簡単な手紙の
実例（誘いの手紙、引っ越しの通知、簡単なビジネス
文（退職のあいさつ、取引、値引き交渉）、よく使うメ
ールの顔文字、手紙に使える先人達の名言、手紙・葉
書からメール・FAXまで、かゆいところに手が届く多
種多様な例文を掲載！ 便利な「手紙でよく使う単語
と例文（五十音順）」付き！

ISBN978-4-384-05855-0 C1087

韓国料理屋さんで使える簡単フレーズ集です。鶏を丸
ごと水炊きしたタッカンマリ、豚バラ肉を脂を落とし
ながら焼くサムギョプサル、牛の肉や骨をじっくり煮
込んだソルロンタン……日本でもすっかりおなじみに
なった韓国料理。本書を片手に、本場での韓国料理の
食べ歩きをもっと楽しんでみませんか？
ISBN978-4-384-04235-1 C0087

中国語
輿水 優著

中国語の基本的な組み立てを確実に把握できる入門参
考書。「発音ガイド」に始まり、基本文法、日常よく用
いる表現や単語、そして練習問題で学習効果をチェッ
ク。もちろん重要ポイントは「メモ式」の説明がつい
ている。発音、各課の題文、例文、課外読物を収録し
たCD付き。

＜ 2 色刷＞

単語、会話文にはほとんどカタカナ読みが付いている
ので最初はそれを見ながら、慣れてきたら見ないよう
にして、付録のCDで発音練習をして下さい。この１
冊で、中国語の基礎はバッチリです。

ゼロから始める中国語
付録：CD1枚
A5判 並製

収録時間：63分25秒
168頁

本体1,600円

市瀬智紀，程 艶春著

ISBN978-4-384-00712-1 C1087

ゼロから話せる中国語
付録：CD1枚 収録時間：59分39秒
吹込：銭波 他
A5判 並製 160頁 本体1,600円
野島 進，王 宣著

ISBN978-4-384-00719-0 C0087

＜ 2 色刷＞

辞書なしで学べる

入門 中国語の最初歩
付録：CD2枚 収録時間：45分19秒＋50分59秒
吹込：孫竟先 他
A5判 並製 232頁 本体2,200円
西川優子，スタジオ・ネコマンマ著

67

＜ 2 色刷＞

＜ 2 色刷＞

新版

ニーハオ教授の中国語レッスン
付録：CD1枚 収録時間：63分15秒
吹込：銭波
A5判 並製 168頁 本体1,800円
斉 霞著

改訂版

口が覚える中国語

スピーキング体得トレーニング
付録：CD1枚 収録時間：79分01秒＋76分56秒
吹込：李茜, 須口操
A5判 並製 136頁 本体2,200円
斉 霞著

改訂版

耳が喜ぶ中国語

リスニング体得トレーニング
付録：CD2枚 収録時間：74分09秒＋72分41秒
吹込：李茜
A5判 並製 176頁 本体2,200円

中国語をはじめて学ぶ上で、最低限必要なことに項目
をしぼり編集しました。例文とテキストにはすべて中
国語ローマ字と発音カナをつけて、中国語の発音に親
しみやすいよう工夫をしました。逐語訳、訳文、注も
つけて独学で学習する上での便をはかりました。

ISBN978-4-384-00371-0 C1087
イラストと文法説明が組み合わさった入門参考書。わ
かりにくい文法事項もマンガで視覚的に表現されてい
るので、楽しみながら学習し、ポイントをしっかり印
象付けて把握できます。例文には中国語ローマ字とカ
タカナを併記。日常語彙を増やすためのコーナーも用
意しました。
ISBN978-4-384-04230-6 C1087
文法はひと通りやった。簡単な中国語は読める。でも
なかなか口から中国語が出てこない方に。付属CDで
２時間半、実用的な作文問題を出します。本書の600
例文でトレーニングすれば、条件反射で口から中国語
が出てくるようになる。スマホ、モバイルバッテリー、
交通ICカード、高速鉄道、モバイル決済など、時代に
合わせた例文を追加し改訂しました。
ISBN978-4-384-05881-9 C1087
中国語はある程度読めるようになったけど、突然話し
かけられると逃げ出したくなる、と言うあなたに。中
国語検定3〜2級のリスニング問題と同程度の長さ・レ
ベルの文章を110本収録。ネイティブスピードなので
最初は聴き取れなくても、あきらめず繰り返し聞いて
みよう。モバイル決済やシャンシャンなど、時代に合
わせた内容を追加し改訂しました。
ISBN978-4-384-05915-1 C1087
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中国語
＜ 2 色刷＞

永江貴子著

だいたいで楽しい中国語入門
使える文法

付録：CD1枚 収録時間：36分49秒
吹込：朴真琳
A5判 並製 168頁 本体1,600円

ISBN978-4-384-04591-8 C1087

永江貴子著

もやもやを解消！ 中国語文法ドリル

A5判

並製

160頁

本体1,800円

植田渥雄監修／楊 光俊，王

陳

並製

224頁

聡，河野愛子著

本体2,600円

浩監修

＜ 2 色刷＞

中国語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：71分28秒
吹込：川島悠美，リ・イェン
A5判 並製 192頁 本体1,800円
暁飛監修

バッチリ話せる中国語
付録：CD1枚 収録時間：60分01秒
吹込：于暁飛, 陳浩
A5判 並製 192頁 本体1,800円
西川優子著

あいさつはニーハオ！
なんとかなりそう中国語会話

付録：CD1枚 収録時間：44分45秒
吹込：于暁飛, 陳洲挙
四六判 並製 194頁 本体1,800円

中国語の学習者が疑問を抱きがちな箇所に焦点をあ
て、55項目にまとめ解説しました。ごく基本的な文法
事項から、一歩踏み込んだ微妙な言い回しの違いまで
中国語に固有の法則を詳しい説明と豊富な用例とで学
べます。初級後期レベルからの格好の参考図書。学習
中に疑問を感じたら開いてみる「文法事典」としての
ご利用も効果的です。
ISBN978-4-384-05310-4 C1087

一瞬で伝えたいことが言い出せる

于

「一通り文法はやったけど、中国語ができるなんて人
には言えない…」「入門書の次に何をすればいいのか
わからない…」という方に。“了”、語順、補語…ポイ
ントを押さえた学習で、もやもやを解消！中国語にも
っと自信が持てるようになります。

ISBN978-4-384-05784-3 C1087

中国語の文法と使い方55

A5判

外国語を習得した人たちが知っている「学習が続く３
つのコツ」を採り入れた入門文法書。途中で挫折する
ことがないよう、「難所で立ち止まらずに進める地図」
「夢を着実に叶えられる予定表」
「さぼることを前提に
したカード」が学習をサポート。中国語を楽しく続け
られます。入門から中国語検定準４、４級レベルまで。
巻末に、基本単語集付き。

ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高い中国語会話パターンを55の鉄則として選び出し、
語句を入れ換えるだけで自在に使えるように工夫。付
属CDには本書の主なフレーズの、日本語と中国語を
収録。電車の中などの空き時間に“聞き流す”学習で、
中国語の語感を体得し上達を一気に早める！
ISBN978-4-384-04295-5 C1087

＜ 2 色刷＞

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然な中国語の発音
とリズムを身につけることができる。

ISBN978-4-384-04252-8 C1087
文法知識がなくてもすぐに使えるフレーズの紹介をは
じめ、応用範囲の広い役立つ表現と単語を場面別にピ
ックアップ。発音はピンインとカタカナで併記してい
ますので、そのまま読んでも現地でコミュニケーショ
ンできます。イラストの人物たちと北京の旅を楽しみ
つつ、中国語会話の基礎が学べます。
ISBN978-4-384-05555-9 C1087

中国語
中西千香著

どんどん話せる中国語 作文トレーニング

A5判 並製

208頁

本体2,000円

ISBN978-4-384-05795-9 C1087

王 欣雨著

中国語発音トレーニング
付録：CD2枚 収録時間：54分35秒＋61分06秒
吹込：張薇, 王欣雨 他 （歌）陸定全
A5判 並製 136頁 本体2,400円
市瀬智紀，程 艶春著

付録：CD1枚 収録時間：62分39秒
吹込：王欣雨，程艶春，市瀬智紀
A5判 並製 152頁 本体2,400円

リスニング+シャドーイングで話す力を身につける！
CDに吹き込まれた中国語をお手本に、イラストを見
ながら何度も繰り返しフレーズを発音。シャドーイン
グができるようになるまで練習することで、確実に会
話力がアップします！応用表現も豊富に採録。

中国語スピーキング
付録：CD1枚 収録時間：55分01秒
吹込：于暁飛, 呉志剛, 程艶春
A5判 並製 184頁 本体2,200円

ISBN978-4-384-05627-3 C1087

＜ 2 色刷＞

聞き取り・ディクテーションで覚える

１か月で話せる中国語日常会話
付録：CD1枚 収録時間：77分46秒
吹込：凌慶成, 丁暁飛, 矢嶋美保
B5判 並製 160頁 本体1,800円
寺野健夫著

中国語ではそう言わない！

四六判

並製

272頁

本体2,000円

ISBN978-4-384-05309-8 C1087

ISBN978-4-384-04229-0 C1087

市瀬智紀，程 艶春著

日本人がつい言ってしまう日本語表現

中国語初習者にとって第一の難関となる発音の仕方と
ピンインの読み方に的をしぼり、懇切丁寧に指導して
います。２週間で中国語の基本音節のすべてが練習で
き、語彙力の増強が図れるように構成しました。 注
意して練習すべきポイントを楽しいイラストで表現。
オリジナルの歌なども収録し、楽しく発音の基礎が学
習できる１冊。
初級中国語に必要な文法・言語機能、語彙・場面がも
れなく織り込まれています。実際の場面でネイティブ
スピーカーの話が聞き取れるように、自然なスピード
の現実的な談話で構成。リスニングのテキストとして
でなく、絵や図を使いながら話をするスピーキングの
教材として再生できるように工夫されています。

中国語リスニング

宮岸雄介著
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「何年勉強しても思ったように話せるようにならない」
「文例集だけだと伝えたいことが書けない」
「自分の文
が合っているのか自信がない」…とお悩みの方に。３
ステップで練習しながら作文力を高めることで、日常
のことを書いたり話したりできるようになります。

中国語の基本的な文法と発音を中国で聞かれる自然な
会話を通して30日で学ぶことができる初級者向けの学
習書です。まず日常フレーズで重要文型を学び、覚え
たそばから使えるようになります。また、ＣＤを聞い
て、ピンインの書き取り、ディクテーションで、発音
もしっかりマスターし、さらに応用問題で文の構造と
発音のおさらいができる構成になっています。
ISBN978-4-384-04566-6 C0087
筆談では通じない!? 実は「花」
「自分」
「出口」など、
こんなに身近な単語さえ、中国では私たちが考えてい
る意味では使われません。そのまま中国人に使ってし
まい、相手にきょとんとされることが多い用語、事例
を豊富に織り込み、正しい中国語の言い方を紹介。

ISBN978-4-384-05364-7 C0087
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中国語

呉

＜カラー刷＞

月梅編

中国語イラスト辞典

A5判

並製

野島

352頁

本体2,600円

進著

張

並製

192頁

本体2,500円

弘，納村公子著

中国人が日本人によく聞く100の質問

四六判
林

並製

200頁

本体2,200円

松濤，王 怡韡，舩山明音著

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

A5判
林

並製

224頁

本体2,200円

松濤著

ビジネスメールの中国語

A5判

並製

塚本

尋，張

208頁

本体1,800円

弘著

中国語通訳講座

ISBN978-4-384-05863-5 C1087
実力養成に最適な問題集。問題と解答に加え、詳しい
ポイント解説をつけてありますので、自習用・試験対
策用に最適です。全ての語にピンイン付。

中国語練習帳

B5判

例えば「肉屋」と言っても、日本人がイメージする肉
屋と中国の肉屋は違います。また、外国人が目にする
ことのない物や事柄にはよく分からないものがありま
す。これらの細かな差異について、日本では描けない、
原書オリジナルのイラストで理解を助け、単語をより
よく覚えることができます。中国人の生活を15分野
142の場面で再現。4,000語以上を収録！

基礎編

付録：CD1枚 収録時間：65分30秒
吹込：段威, 劉麗明, 李蕾
A5判 並製 224頁 本体2,800円

ISBN978-4-384-05230-5 C1087
中国人が日本について知りたい、また、日本人が中国
人に伝えたい100のテーマをQ＆A方式でまとめた中
国語表現集。通訳や教育の現場で出会った中国人から
よく受ける色々な質問を100の項目に整理して中国語
で答えています。中国語文はわかりやすく自然な文に
しているので、中国語のレベルアップのためにも活用
出来ます。
ISBN978-4-384-03380-9 C2087
「餃子を皮から作れる？」「夫が料理をしてくれる？」
「文化大革命って分かってないかも？」…今さら聞け
ない基本的なことから、今ひとつ納得できないでいた
ことまで、100の疑問を解消！ 知りたくて読むからリ
ーディングスキルがつく！すぐに使える会話例も掲
載。
ISBN978-4-384-05852-9 C1087
あいさつから督促まで、600超の文例を掲載。中国人
の心をつかむポイントを解説。ビジネスですぐに使え
る、欲しい文例が見つかる、人間関係を深めるための
ポイントが分かる、さらに、気の利いたあいさつ文を
掲載。１行だけ添えたい方にも最適！携帯メール、チ
ャット、SNS、はがき、カード、封筒の書き方も紹介。
「第３章 機能別文例」をwebで公開中。
ISBN978-4-384-05674-7 C1087
中国語中・上級者向けの通訳訓練入門書。通訳者養成
メソッドを取り入れた学習方法で学ぶ通訳講座。会話
のスタイルで豊富な話題を網羅したテキストをしっか
り聞き取ることから始めます。耳で聞いて、意味が分
かり、自分で復唱できれば完全マスター。

ISBN978-4-384-03340-3 C1087

中国語・台湾華語
広岡今日子著

食べる中国語

B6変型判

並製

264頁

本体1,900円

小道迷子著／渡辺豊沢監修

ISBN978-4-384-08989-9 C0087

＜ 2 色刷＞

小道迷子の中国語に夢中
付録：CD1枚 収録時間：38分01秒
吹込：盧思, 凌慶成, 渡辺豊沢
A5判 並製 208頁 本体2,000円
渡辺豊沢監修・著／小道迷子漫画・著

小道迷子の中国語・発音しませんか
付録：CD1枚 収録時間：73分54秒
吹込：盧思, 凌慶成, 渡辺豊沢
A5判 並製 176頁 本体2,300円
渡辺豊沢著／小道迷子画

小道迷子のことわざで中国語

A5判 並製

192頁

本体1,900円

小道迷子，渡辺豊沢著

小道迷子の台湾ではじめよう、中国語

A5判 並製

200頁

本体2,000円

渡邉豊沢著／小道迷子画

小道迷子の知ってトクする台湾華語

A5判 並製

232頁
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中国旅行で一番の楽しみといってもいいのが食事で
す。ところが、メニューの読み方がわからないからと
二の足を踏んでしまう人が多いのもまた事実。本書で
は、
「中国でいかにご飯を美味しく食べるか」に焦点を
絞りました。中国の料理名はある法則を身につけれ
ば、あとは素材と調理法の単語を知っているだけで、
驚くほど簡単に解読できるのです。（「はじめに」より）

本体2,000円

中国にやってきた小迷迷と圓噸噸、鴨扁扁の街中珍道
中を自ら中国語を操る漫画家小道迷子が、得意のギャ
グたっぷりに描く。単語対訳、カタカナ・ピンイン表
記、漫画会話フレーズをもとに「使える」基本会話、
中国語学習ポイントほかプラスαの単語を掲載。ネイ
ティブの音声CD付き。
ISBN978-4-384-05443-9 C0087
日本人にとって困難な中国語の発音も、子どもが言葉
を学んでいくような素直な気持ちで練習すれば、みる
みるマスターできる！ 監修著者の中国語指導歴20年
余の経験から、基本音節の発声の「コツ」をひとつひ
とつ、漫画家小道迷子のイラストで解説。さらに17編
の漫画会話を付録CDで愉しみながら、会話の中の単語
を使って発音の基礎〜応用までを徹底トレーニング。
ISBN978-4-384-04050-0 C0087
中国では「ことわざを用いなければ、話がうまく伝わ
らない」と言われているほど日常生活でも頻繁にこと
わざを用いています。日本での同義のことわざも掲載
し、比較できるよう工夫しました。新聞、日常会話、
ニュースなどで使用頻度の高いことわざばかりなの
で、日々の会話ですぐに使用可能です。小道迷子のイ
ラストで楽しく学習することができます。
ISBN978-4-384-03951-1 C0087
外国人への中国語教育に、確かなスキルとノウハウを
持つ台湾。そんな台湾が大好きで単身語学留学した漫
画家・小道迷子が、満を持して放つ、決定版レッスン
コミック！発音などを勉強しながら、台湾の習慣や文
化などもわかる１冊。☆巻頭ページ一部カラー

ISBN978-4-384-05608-2 C0087
台湾華語と台湾文化を同時に学べる１冊！漫画編・
Stepスタディ編・単語ノート編の３編から構成。台湾
華語の指導経験が豊富な著者が、文法をシンプルに、
わかりやすく解説。さらに、漫画家・小道迷子による
23の漫画で、楽しく台湾華語をマスター。

ISBN978-4-384-05826-0 C0087
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台湾華語・上海語・広東語

渡邉豊沢著／小道迷子画

小道迷子の台湾からようこそ日本へ
台湾華語でおもてなし

A5判

並製

208頁

本体2,000円

〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

渡邉豊沢著

リアルな日常会話を楽しむ台湾華語60表現
付録：CD1枚 収録時間：50分28秒
吹込：渡邉豊沢, 渡辺克己
A5判 並製 192頁 本体2,200円

バッチリ話せる台湾華語
付録：CD1枚 収録時間：44分17秒
吹込：渡辺豊沢, 黄雅文
A5判 並製 192頁 本体2,600円
呉

悦，広岡今日子著

中国の公用語は「普通話」と呼ばれる、北京など北方
の言葉をベースとした言語ですが、上海人の間では、
上海周辺の地域で使われる言葉をベースに、上海特有
の語彙を採り入れた「呉語」と呼ばれる言葉が使われ
ています。本書は、いわゆる北京語とは異なる上海語
特有の語彙、発音、そしてアクセントを学ぶ、初級者
のための学習書です。

＜ 2 色刷＞

単語、会話文にはほとんどカタカナ読みが付いている
ので最初はそれを見ながら、慣れてきたら見ないよう
にして、付録のCDで発音練習をして下さい。この１
冊で、広東語の基礎はバッチリです。

ISBN978-4-384-05466-8 C0087

ゼロから話せる広東語
付録：CD1枚 収録時間：55分30秒
吹込：陳敏儀，李彪
A5判 並製 160頁 本体2,400円

香港・街歩きの広東語

B6変型判

並製

136頁

ISBN978-4-384-00725-1 C0087

＜カラー刷＞

田村早苗，小柳 淳著

本体1,500円

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然な台湾華語の発
音とリズムを身につけることができる。

＜ 2 色刷＞

付録：CD1枚 収録時間：39分30秒
吹込：王京蒂, 呉悦
A5判 並製 160頁 本体2,400円
敏儀著

ISBN978-4-384-04751-6 C1087

ISBN978-4-384-04282-5 C1087

ゼロから話せる上海語

陳

ISBN978-4-384-04690-8 C0087

ネイティブとの会話で使われる頻度の高い表現を選び
出し、語句を入れ換えるだけで自在に使えるようにし
ました。例文のほとんどが８文字以内でマスターしや
すく、観光会話・日常会話・単語集など盛りだくさん。
台湾華語の発音記号である注音符号（ボポモフォ）と
拼音（ピンイン）を全例文に付し、付属CDには主なフ
レーズが日本語・台湾華語の順で収録。
〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

渡辺豊沢監修

台湾から来たお客様をおもてなしするときに役立つ日
本文化を漫画で紹介。回転寿司、花火、温泉から、デ
パ地下やドラッグストアといった日常に密接にかかわ
る日本文化まで全15話を掲載。漫画内の台湾華語はル
ビと訳がついているのでそのまま使えます。

新旧の街並みが混在する高密度都市・香港で、旅行者
が滞在中に体験する様々な場面を想定し、行動ルート
ごとに必要な会話文と派生語、知っていると便利な単
語や旅のヒントを写真とともに掲載。「数日間の旅行
で役立つ言葉」を厳選した、楽しく旅するための広東
語会話集。乗り物別に公共交通機関や路線等も紹介し
街歩きガイドも充実。会話、単語には声調記号を併記。
ISBN978-4-384-03640-4 C0087

諸外国語
黒田龍之助著

初級ロシア語文法
付録：CD1枚 収録時間：76分24秒
吹込：藤枝・グトワ・エカテリーナ
A5判 並製 416頁 本体3,200円

ISBN978-4-384-05677-8 C1087

＜ 2 色刷＞

長野俊一著

ゼロから始めるロシア語
付録：CD2枚 収録時間：43分25秒＋44分13秒
吹込：アンドレイ・ナコルチェフスキー
A5判 並製 205頁 本体2,600円
小林 潔，ミハイル・トゥルヒーン監修

A5判 並製

文字に抵抗感をもたれやすい言葉なので、文字・つづ
りと発音に比較的ページ数を割き、練習方法も具体的
に挙げてあります。変化が多いので、その都度変化表
を出しながら少しずつ習得できるように構成してあり
ます。例文もたくさん盛り込みましたので、基本テク
ストとともに声に出して読むことをおすすめします。
ISBN978-4-384-05329-6 C1087

＜ 2 色刷＞

バッチリ話せるロシア語
付録：CD1枚

73

読みやすい講義調の文法解説でロシア語を基礎からし
っかりと学ぶための充実した１冊。全50課で、基本例
文200＋練習用例文500を学習。単語と例文のロシア語
はすべて音声をCDに収録。◆第１部：ロシア語の全
体像を掴む ◆第２部：ロシア語の変化を覚える ◆
第３部：ロシア語の構文を捉える

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然なロシア語の発
音とリズムを身につけることができる。

収録時間：56分33秒
192頁

本体2,600円

ISBN978-4-384-04281-8 C1087

臼山利信著

文法はひと通りやった。簡単なロシア語は読める。で
もなかなか口からロシア語が出てこない方に。付属
CDで２時間半超、実用的な作文問題を出します。本
書の600例文でトレーニングすれば、条件反射で口か
らロシア語が出てくるようになる。『口が覚えるロシ
ア語』に、スマホ、eチケット、SNSなど、時代に合わ
せた例文を追加し改訂。

改訂版

口が覚えるロシア語
スピーキング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：76分32秒＋77分30秒
吹込：後藤クセーニャ, 須口操
A5判 並製 140頁 本体2,400円
藻利佳彦，バソヴァ・オリガ，山内 真，吉見

〈電子書籍版あり〉
薫著

耳が喜ぶロシア語
リスニング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：77分46秒＋76分31秒
吹込：バソヴァ・オリガ
A5判 並製 176頁 本体2,400円
渡辺克義，ヴァレリー・グレチュコ著

ロシア語スピーキング
付録：CD1枚 収録時間：71分45秒
吹込：エカテリーナ・グトワ, ヴァレリー・グレチュコ
A5判 並製 192頁 本体2,500円

ISBN978-4-384-05887-1 C1087

短文なら聴き取れるけど、ネイティブの会話にはつい
ていけない……という方にお勧めです。ロシア理解が
深まる100文を収録。ロシア語の台本と日本語対訳が
確認できるので、多聴だけでなく精聴にも最適です。
ネイティブの速度に慣れれば、ロシア語はもっと楽し
くなります！
ISBN978-4-384-05719-5 C1087
リスニング＋シャドーイングで話す力を身につける！
CDに吹き込まれたロシア語をお手本に、イラストを
見ながら繰り返しフレーズを発音します。シャドーイ
ングができるようになるまで練習することで、確実に
会話力がアップします。応用表現も豊富に採録。アル
ファベットの発音、あいさつの仕方、豊富なイラスト
で覚える「イラスト辞書」など、付録頁も充実。
ISBN978-4-384-05716-4 C1087
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諸外国語

岩原宏子，ブラーソワ・タチアーナ著

コミュニケーションのためのロシア語
中級へのステップアップ

ロシア語の入門を終えた学習者が、基本的な文法事項
を使って日常的な会話を身につけることを目標とした
参考書。初歩の文法を復習しながら語彙や表現を習得
できるように構成。ロシアの文化や日常をコラムで紹
介。課ごとに単語と表現をまとめ、単語の音声も収録。
まとめのテストで総合的な復習もできます。巻末に文
法表と索引を掲載。

付録：CD［MP3］（102トラック）1枚 収録時間：124分
吹込：ブラーソワ・エドワード, ブラーソワ・タチアーナ, 今アレクサンドラ, アフメートフ・ディアス
A5判 並製 178頁 本体2,200円
〈電子書籍版あり〉
渡辺克義，ヴァレリー・グレチュコ著

ロシア人が日本人によく聞く100の質問

四六判

並製

272頁

ISBN978-4-384-05833-8 C1087

ロシア人が日本について知りたい、また、日本人がロ
シア人に伝えたい100のテーマをロシア人(女性)と日
本人(男性)の会話スタイルで解説しています。とりあ
げたテーマは著者が実際に日本人に対して行った質
問、ロシア人から受けた質問を基にしており、さまざ
まなレベルの質問に対応出来るようになっています。

本体2,600円

ISBN978-4-384-03379-3 C2087

加藤栄一監修／光井明日香，菅井健太，ミソチコ・グリゴリー，サブリナ・エレオノーラ著 「アイスが大好きって本当？」「ソ連時代ってどんな時
代だったの？」
「民族ごとの特徴は？」ロシア人の友達
や先生に聞きたいけれど…。そんな今さら聞けない基
本的なことから、長年勉強していても今ひとつ納得で
きないでいたことまで、100の疑問を解消します！
知りたくて読むからリーディングスキルがつく！ す
ぐに使える会話例も掲載。

日本人が知りたいロシア人の当たり前

A5判

並製

224頁

本体2,200円

黒田龍之助著

初級ウクライナ語文法
付録：CD1枚 収録時間：57分
吹込：イーホル・ダツェンコ
A5判 並製 260頁 本体3,000円
金指久美子著

チェコ語の基本

入門から中級の入り口まで
付録：CD1枚 収録時間：73分55秒
吹込：立古ダニエラ
A5判 並製 264頁 本体3,000円
渡辺克義著

改訂版

ゼロから話せるポーランド語
付録：CD1枚 収録時間：79分33秒
吹込：Dorota Halasa, Tomasz Kot
A5判 並製 160頁 本体2,400円

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05896-3 C1087

ウクライナ語を基礎からしっかりと学ぶための参考
書。文字と発音の入門から始め、まずはあいさつなど
の基本表現を学びます。読みやすい講義調の文法解説
で、基本例文200＋練習用例文200を学習。ロシア語の
知識のある方には、ロシア語との比較で知識を整理で
きるように工夫しました。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05864-2 C1087

学習内容を自分でチェックできるよう練習問題を豊富
に取り入れています。第１部の入門編では、文字と発
音を８課に分けて少しずつ学びながら、簡単な文を覚
えます。第２部の初級編では、基本文法とその文法事
項を盛り込んださまざまな文を本格的に学びます。各
課には「練習問題」、また４課毎に「応用と実践」があ
ります。最後には「最終確認テスト」を用意。
ISBN978-4-384-05694-5 C1087
ゼロからポーランド語を始める人のための、会話を中
心とした入門書。あいさつなどの必須フレーズから始
め、20シーンの日常会話をモデルに語句や表現、こと
ばの仕組みを学びます。ネイティブの吹き込みによる
付録CDで発音をしっかり学習。巻末に詳しい文法編、
イラストで学ぶヴィジュアル・ポーランド語も掲載。
ぜひ本書でポーランド語に触れてみてください。
ISBN978-4-384-05803-1 C0087

諸外国語
＜ 2 色刷＞

岡本真理著

改訂版

ゼロから話せるハンガリー語
付録：CD1枚 収録時間：46分36秒
吹込：Ádam Anikó, Ádam Zoltán, Vicziánne Sallai lldikó, Viczián Bence, Kardos llona Blanka
A5判 並製 160頁 本体2,400円
アンカ・フォクシェネアヌ，飯森伸哉著

ゼロから話せるルーマニア語
付録：CD1枚 収録時間：47分56秒
吹込：Florin Grancea, Cristina Ninomiya, Adriana Elena Stoica
A5判 並製 168頁 本体2,800円
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本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なハンガリー語入門書です。日常生活のさまざま
な場面を中心に、わかりやすく解説しています。会話
文にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力
で学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法イ
ンデックスを簡単にまとめてありますのでご利用くだ
さい。
ISBN978-4-384-04607-6 C0087
ゼロからルーマニア語を始める人のための会話を中心
とした入門書です。まず初めに「覚えるフレーズ」で
ウォーミングアップ。「ダイアローグで学んでみよう」
は場面別構成に、いろいろな表現やその課のポイント
もあります。楽しいイラストの「ヴィジュアル ルー
マニア語」や便利なインデックス付。
ISBN978-4-384-05488-0 C0087

＜ 2 色刷＞ 「覚えるフレーズ」で日常生活の中でよく使われる基

野田納嘉子著

本的な表現に触れ、
「ダイアローグで学んでみよう」で
日常の生活で出会う20の場面の初級会話を学びます。
「文法」でトルコ語の言葉のしくみを覚えて様々な表
現をアレンジしましょう。「ヴィジュアル・トルコ語」
では日常生活で目にするものをイラストで示しまし
付録：CD1枚 収録時間：49分27秒
吹込：Hamiyet KOMIYAMA, Cem Hasan ALDEMiR, Adnan ÇOLAK た。読んで楽しいトルコ事情コラム付き。
A5判 並製 176頁 本体2,400円
ISBN978-4-384-04587-1 C0087

改訂版

ゼロから話せるトルコ語

＜一部カラー刷＞

小坂井真美著

旅するクロアチア語

A5判 並製

164頁

本体2,200円

福田千津子著

〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せる現代ギリシャ語
付録：CD1枚 収録時間：33分15秒
吹込：ソフィア・パナヨターキ，アレクサンドロス・コンスタンティヌ
A5判 並製 160頁 本体2,400円
千葉庄寿著

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せるフィンランド語
付録：CD1枚 収録時間：56分43秒
吹込：ライヤ・奥田，ヤリ・セイロネン
A5判 並製 160頁 本体2,400円

アドリア海に面した中欧の美しい国・クロアチア。少
しでも「ことば」が話せれば、旅はもっと楽しくなり
ます。旅のアドバイスと素敵な写真とともにクロアチ
ア語を学びませんか？ 文法の要点を簡単に押さえな
がら、基本会話から、一歩踏み込んだ旅を楽しむため
のフレーズや単語を紹介しています。安心の英語表記
付き。
ISBN978-4-384-05866-6 C0087

単語、会話文にはほとんどカタカナ読みが付いている
ので最初はそれを見ながら、慣れてきたら見ないよう
にして、付録のCDで発音練習をして下さい。この１
冊で、ギリシャ語の基礎はバッチリです。

ISBN978-4-384-05460-6 C0087
フィンランドでのフィンランド語教育で用いられる用
語や分類になるべく沿う形で文法事項を導入していま
すので、旅行や語学留学など、フィンランドに短〜中
期滞在を予定している方の足がかりとしても、また多
少の学習経験のある方の復習書としても利用できま
す。フィンランド語の特徴である規則的な語形変化を
なるべく省略せずに解説。
ISBN978-4-384-05487-3 C0087
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諸外国語
＜ 2 色刷＞

荒川明久著

ゼロから話せるスウェーデン語
付録：CD1枚 収録時間：73分55秒
吹込：Petora Lindberg, David Hulten
A5判 並製 160頁 本体2,400円
黒田

ISBN978-4-384-05456-9 C0087

享著／ Chiristopher Schmidt 執筆協力

スウェーデン語の基本
入門から中級まで

付録：CD［MP3］1枚 収録時間：229分27秒
吹込：Hans Karlsson, Christina Wemming
A5判 並製 340頁 本体3,400円
松浦真也著

スウェーデン語の基本単語
文法＋基本単語3000

四六判
林

並製

392頁

本体3,400円

街歩きのスウェーデン語

B6変型判
青木順子著

並製

144頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-05699-0 C1087
「文法編」
「基本編」
「応用編」の３部から構成。第Ⅰ部
の文法編では、スウェーデン語のしくみがわかるよう、
品詞別に解説。第Ⅱ部の基本編では日常単語2100語を
「家族」
「野菜」などテーマ別に分類し、さまざまなコ
ラムとともに紹介。第Ⅲ部の応用編では、900語を英
単語との類似性や単語の構造に着目して分類。巻末索
引付き。
スウェーデン・ストックホルムの街並を歩きながら、
歴史や会話を楽しもう。豊富なビジュアルとともに、
スウェーデン語フレーズやガイドブックにはないオス
スメスポットを紹介。旅に役立つ会話集。

ISBN978-4-384-04442-3 C0087

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せるノルウェー語
付録：CD1枚 収録時間：51分05秒
吹込：トシュタイン・ヴォル，イーネ・ノールブー
A5判 並製 160頁 本体2,400円
荒川明久著

本書は、段階を踏んでじっくりスウェーデン語の文法
を学ぶことを目的としています。基本的な文法事項が
丁寧に説明されています。また使用語彙も基本的なも
のが中心となっています。各課の発音ドリルでは徹底
的にスウェーデン語の発音やリズムをトレーニングし
ます。

ISBN978-4-384-05559-7 C1087

＜カラー刷＞

壮行著

本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なスウェーデン語入門書です。日常生活のさまざ
まな場面を中心に、わかりやすく解説しています。会
話文にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独
力で学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法
インデックスを簡単にまとめてありますのでご利用く
ださい。

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せるデンマーク語
付録：CD1枚 収録時間：71分57秒
吹込：ベントゥ・リンブラズ，アナ・ダムスゴー
A5判 並製 160頁 本体2,400円

本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なノルウェー語入門書です。日常生活のさまざま
な場面を中心に、わかりやすく解説しています。会話
文にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力
で学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法イ
ンデックスを簡単にまとめてありますのでご利用くだ
さい。
ISBN978-4-384-05455-2 C0087
本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なデンマーク語入門書です。日常生活のさまざま
な場面を中心に、わかりやすく解説しています。会話
文にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力
で学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法イ
ンデックスを簡単にまとめてありますのでご利用くだ
さい。
ISBN978-4-384-05453-8 C0087

諸外国語
＜ 2 色刷＞

清水 誠著

ゼロから話せるオランダ語
付録：CD1枚 収録時間：42分10秒
吹込：Tjeerd & Nynke de Graaf
A5判 並製 176頁 本体2,400円

ISBN978-4-384-05472-9 C0087

清水 誠著

オランダ語の基本
入門から上級の入口まで

付録：CD［MP3］1枚 収録時間：96分12秒
吹込：Tjeerd & Nynke de Graaf
A5判 並製 384頁 本体3,700円
永田喜文，小池剛史著

入門から会話まで

316頁

本体3,400円

田所清克，伊藤奈希砂著

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05777-5 C2082

ISBN978-4-384-05301-2 C1087

＜ 2 色刷＞

ゼロから始めるブラジル・ポルトガル語
付録：CD1枚 収録時間：53分29秒
吹込：シルヴィア塩田
A5判 並製 168頁 本体2,400円
浜岡 究著

オランダ語をしっかり身につけるためのくわしい学習
書。まず発音、スペリング、あいさつ、数詞、地名・
人名などの読み方を身につけ、さらに文法と語法の基
礎から発展的な事項までを押さえ、高度な読解能力を
養います。巻末には不規則動詞変化表と最新の正書法
に基づく語彙集（見出し語約2500語、用例・句例など
約340）を掲載。
英語だけではないイギリスのことばを学んでみよう！
本邦初、生きたケルト語であるウェールズ語会話入門
書。たくさんの練習問題を解くことで、自然に文法と
表現を身につけることができます。厄介な音声変化も
丁寧な解説で難なく習得します。付録：ウェールズ地
名のカタカナ表記リスト、BOD動詞の変化一覧表、語
彙集。

ウェールズ語の基本

A5判 並製
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本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なオランダ語入門書です。日常生活のさまざまな
場面を中心に、わかりやすく解説しています。会話文
にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力で
学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法イン
デックスを簡単にまとめてありますのでご利用くださ
い。

文法説明を可能な限り平易かつ簡潔にし、入門者に物
理的・心理的負担をかけないよう心がけました。各課
末には対話と練習問題をおき、巻末の付録には数詞や
日名などの単語、間投詞、あいさつなどをまとめ、会
話表現に役立つよう工夫しました。「文字と発音」「主
要例文」
「会話」を収録したCD付き。
ISBN978-4-384-00715-2 C1087

＜ 2 色刷＞ 「覚えるフレーズ」でまずフレーズを身につけます。

「ダイアローグで学んでみよう」では日常生活のさま
ざまな場面を想定した会話をわかりやすく解説。
「文
法編」ではポルトガル語の文法を体系的に解説しまし
た。
「ヴィジュアル ブラジル・ポルトガル語」ではイ
ラストとともに単語を楽しく身につけます。ミニ辞書
付録：CD1枚 収録時間：45分46秒
吹込：F. Hatsumura, A. V. L. Monteiro, C. Silva, A. Takahashi としても使えるINDEX付き。新正書法に対応。
A5判 並製 160頁 本体2,400円
ISBN978-4-384-05681-5 C0087

改訂版

ゼロから話せるブラジル・ポルトガル語

高阪香津美著

口が覚えるブラジルポルトガル語
スピーキング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：65分22秒＋65分41秒
吹込：Andrea Valesca Lopes Monteiro, 矢嶋美保
A5判 並製 120頁 本体2,400円

文法はひと通りやった。成績だって悪くない。なの
に、会話でポルトガル語が出てこない方に！ あなた
に足りないのは口慣らしトレーニング。使いたくなる
520例文を収録！ パターンごとに繰り返し練習すれ
ば条件反射でポルトガル語が出てくるようになる！
ややこしい時制も、複雑な動詞の活用も……口に出し
て覚えてしまおう！
ISBN978-4-384-05706-5 C1087

78

諸外国語

岩村ウイリアン雅浩著

耳が喜ぶブラジルポルトガル語
リスニング体得トレーニング

付録：CD2枚 収録時間：64分32秒＋31分09秒
吹込：岩村ウイリアン雅浩
A5判 並製 168頁 本体2,400円
浜岡

＜ 2 色刷＞

究著

あいさつはボンジーア！

なんとかなりそうブラジル・ポルトガル語会話
付録：CD1枚 収録時間：40分30秒
吹込：Alexandre Takahashi, Thaís Telles Nunes Magalhães
四六判 並製 160頁 本体1,800円

＜ 2 色刷＞

萩野リカ監修

一瞬で伝えたいことが言い出せる

ブラジル・ポルトガル語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：52分30秒
吹込：Lilian Akemi Naito, 田中由紀
A5判 並製 186頁 本体2,200円
浜岡

ISBN978-4-384-05647-1 C1087
アルファベットから始まり、あいさつはもちろん買い
物や食事など生活における会話中心にわかりやすく解
説しています。文法など知らなくてもすぐに使えるフ
レーズを紹介。発音はカタカナで表記。ブラジルでの
生活や、日本に滞在するブラジル人について、知って
おくと便利で役に立つコラムも掲載。
ISBN978-4-384-05524-5 C1087
ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高い会話パターンを55の鉄則として選び出し、語句を
入れ換えるだけで自在に使えるようにしました。付属
CDには本書の主なフレーズは日本語とスペイン語が
収録されています。電車の中などの空き時間に“聞き
流す”学習でブラジル・ポルトガル語の語感を体得す
ることも上達を一気に早めます。
ISBN978-4-384-04310-5 C1087

＜ 2 色刷＞

究監修

短文なら聴き取れるけど、ネイティブの会話にはつい
ていけない……という方にお勧めです。ブラジル理解
が深まる100の例文を収録。ブラジルポルトガル語の
台本と日本語対訳が確認できるので、多聴だけでなく
精聴にも最適です。ネイティブの速度に慣れれば、ブ
ラジルポルトガル語はもっと楽しくなります！

バッチリ話せるブラジル・ポルトガル語
付録：CD1枚 収録時間：42分31秒
吹込：Lilian Akemi Naito, Osvaldo Nascimento
A5判 並製 192頁 本体2,400円

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然なブラジル・ポ
ルトガル語の発音とリズムを身につけることができ
る。

ISBN978-4-384-04284-9 C1087

浜岡 究，アンドレア・ヴァレスカ・ロペス・モンテイロ著 「あいさつ」にはじまり、日常の買い物やレストランで
の会話、電話でのやり取り、天気予報やニューススタ
イルのアナウンスなど30のテーマを設定しました。
CDの音声を聴いて設問に答えていきます。解説では、
音声や文法上の注意点だけでなく、ブラジルの生活習
慣など背景知識にも触れました。CDのスクリプトは
付録：CD1枚 収録時間：58分38秒
吹込：Fernando Hatsumura, Andrea Valesca Lopes Monteiro, Pedro Ribeiro 全て和訳付。

ブラジル・ポルトガル語リスニング

A5判

並製

146頁

本体2,400円

野中モニカ著

ブラジル・ポルトガル語スピーキング
付録：CD2枚 収録時間：54分30秒＋50分44秒
吹込：Monica Nonaka, Elena T.Wazima, Marcelo Fukushima
A5判 並製 232頁 本体2,800円

ISBN978-4-384-05676-1 C1087
リスニング+シャドーイングで話す力を身につける！
CDに吹き込まれたポルトガル語をお手本に、イラス
トを見ながら何度も繰り返しフレーズを発音します。
シャドーイングができるようになるまで練習すること
で、確実に会話力がアップします。応用表現も豊富に
採録。日本でブラジル人と話すことと、現地で使用す
ることの両方に配慮した構成になっています。
ISBN978-4-384-05671-6 C1087

諸外国語
田所清克著／ジョアン・ピント編集協力

これだけは知っておこう！

会話と作文に役立つ
ポルトガル語定型表現365
付録：CD［MP3］1枚 収録時間：189分28秒
吹込：Lilian Akemi Naito, Tereza Inoue
四六判 並製 384頁 本体2,500円
田所清克，野中モニカ著

ポルトガル語の会話エッセンス
定型表現集
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初級を終えた中級者向けに編集し、日常よく使用され
る定型表現や重要構文を網羅しました。それぞれの構
文・表現には複数の例文付き。本書で取り上げている
定型的な構文を学習すれば、
「読む・書く・話す」力が
身に付きます。CD［MP3］にはすべての例文の音声
を吹き込んであります。
ISBN978-4-384-05721-8 C1087
よく使う日常のフレーズをシチュエーション別に約
700掲載し、各シチュエーションごとに、日常でよく使
われる会話を再現しました。付属CDで発音やイント
ネーションもチェックできます。生きたポルトガル語
を学べる１冊です。

付録：CD1枚 収録時間：52分55秒
吹込：Monica Nonaka, Marcelo Fukushima
A5判 並製 136頁 本体2,100円

ISBN978-4-384-05485-9 C1087

田所清克，モイゼス・カルヴァーリョ，ペドロ・アイレス著 『中級への文法』シリーズのブラジル・ポルトガル語版。
ブラジル・ポルトガル語の豊富な例文と、実践的な文
法練習を通じて、初級から中級への橋渡しをします。
初級書、入門書を終えて、より本格的に学びたい読者
の方に最適な１冊。学習者が特につまずきやすい接続
法を中心に、文法知識が体系的に把握できます。持ち
運び学習に便利な別冊解答付き。

中級へのブラジル・ポルトガル語文法

A5判 並製

176頁

本体2,000円

ISBN978-4-384-05720-1 C1087

野中モニカ著

手紙・メールのポルトガル語

A5判 並製

312頁

本体2,400円

〈電子書籍版あり〉

川上直久，イスパニカ著

ブラジル・ポルトガル語ビジネス会話フレーズ辞典

B6変型判

並製

512頁

本体3,000円

吉田英人著

旅先で書くカード、日本の文化を伝える手紙、ファン
レター、問い合わせメール、履歴書、恋人や友達との
携帯メール、日記 etc……フォーマルな文章からプラ
イベートなことまで、伝えたいことを書いてみよう！
ポルトガル語を「書く」シーンに特化した文例集。入
門からプライベート、ビジネスに至るまで様々なシチ
ュエーションを網羅。
ISBN978-4-384-05591-7 C1087

ブラジルでのビジネスシーンで役に立つ用例を場面別
に約2200掲載。ビジネス文書例も充実。安心のカナ発
音＆英語付き。ミニマム文法や和葡＆葡和ミニ辞典も
掲載。ブラジルをはじめとするポルトガル語圏と取り
引きがあるビジネスパーソン必携の書。

ISBN978-4-384-05731-7 C0587

＜ 2 色刷＞

ゼロから始めるタイ語
付録：CD［MP3］1枚 収録時間：82分09秒
吹込：チャンローンスィン・ウィチットラー, タイティウィワット・ジーラーユット
A5判 並製 172頁 本体2,400円

タイ語をゼロから始める人のための文法を中心とした
入門書。カタカナを手掛かりに発音のイロハを学んで
から、まずは発音記号でいろいろな表現を身につけて
いきます。発音記号に慣れてきたら、徐々に文字の読
み書きを練習していきます。

ISBN978-4-384-05746-1 C1087

80

諸外国語

平野寿美子著

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せるタイ語
付録：CD1枚 収録時間：48分33秒
吹込：ウイチャイ・ピアンヌコチョン，ナドナパーン・ポンラポン
A5判 並製 160頁 本体2,400円
スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン，上原みどりこ著 ＜ 2 色刷＞

タイ語駅伝 らくらく文字マスター

本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なタイ語入門書です。日常生活のさまざまな場面
を中心に、わかりやすく解説しています。会話文には
カナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力で学べ
るように工夫をしました。巻末に文法・語法インデッ
クスを簡単にまとめてありますのでご利用ください。
ISBN978-4-384-05330-2 C0087
タイ語の文字に圧倒されてしまったり、途中で挫折し
てしまったことはありませんか？ 本書は学習の各段
階を駅伝の区にみたてて、学習項目というタスキを次
につなげることで、無理なく、あきらめることなく学
習を続けられるように工夫しました。

付録：CD［MP3］ 収録時間：87分09秒
吹込：セーンウライ・ティティソーン, ウィモンサラウォン・アパポーン
B5判 並製 176頁 本体2,600円
〈電子書籍版あり〉
スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン著

表現を身につける初級タイ語

文字で挫折しないよう、まずは「音」
（発音記号）を中
心に学習し、
「音」に慣れたら、文字をしっかりと習得
します。豊富な練習問題を通して、使える表現と文法
を確実にマスターします。学習に便利な取り外し可能
な別冊解答＋単語INDEX。

付録：CD［MP3］1枚 収録時間：192分14秒
吹込：カンナラット・コーンノンタラット, コースィット・ティップティエンポン, スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン
A5判 並製 268頁 本体2,600円
スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン著

表現を広げる中級へのタイ語

ISBN978-4-384-05837-6 C1087
タイ語の基礎を学んだ方向けの、初級から中級レベル
への橋渡しを目的とした参考書。発音記号中心の学習
から、タイ文字主体の学習へと緩やかに移行すること
に留意しました。表現・会話・読解をバランスよく習
得。学習に便利な、取り外し可能な別冊解答＋単語
INDEXつき。

付録：CD［MP3］1枚 収録時間：149分19秒
吹込：ラウィワン・リイーケー, コースィット・ティップティエンポン,
アムナート・センクラーム, カンナラット・コーンノンタラット
A5判 並製 256頁 本体2,600円
〈電子書籍版あり〉
吉田英人著

タイ語の基本
初級から中級まで

付録：CD1枚 収録時間：76分04秒
吹込：梅宮ニター，アッカラチャイ・モンコンチャイ
A5判 並製 264頁 本体3,200円
吉田英人著

タイ語スピーキング
付録：CD1枚 収録時間：65分50秒
吹込：アーパーポーン・ナオサラン，アッカラチャイ・モンコンチャイ，ジラワン・テチャウィチトラー
A5判 並製 212頁 本体2,500円

ISBN978-4-384-05936-6 C1087

ISBN978-4-384-05838-3 C1087

これからタイ語を学ぼうとする初心者の方、少しタイ
語をやったけれどもう一度やりなおしてみようと考え
ている方、さっそく本書でタイ語をはじめましょう！
本書は初心者向けの文法と会話を中心に構成していま
す。たくさんの練習問題を解くことで、自然に文法と
表現とを身につけ、最終的には中級レベルまで到達す
ることができます。
ISBN978-4-384-05476-7 C1087
リスニング+シャドーイングで話す力を身につける！
旅行を想定した、場面に応じた生きたタイ語会話で構
成。CDに吹き込まれたタイ語をお手本に発音し、シャ
ドーイングまでできるように繰り返し練習します。応
用表現も豊富に採録。自分の言いたいことを伝えるだ
けでなく、相手のメッセージを受け取る練習もしまし
ょう。気分を楽に、学習を楽しんでください。
ISBN978-4-384-05625-9 C1087

諸外国語
吉田英人，ルンアルン・パッタナタネス著

タイ語ビジネス会話フレーズ辞典

B6変型判

並製

648頁

本体3,300円

宇根祥夫著
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タイでのビジネスシーンで役に立つ用例を場面別に約
2000掲載。タイ文字が読めなくても発音記号＆カナル
ビが付いているので安心です。対応する英語も付いて
います。巻末には日本語→タイ語ミニ辞典も掲載。タ
イ駐在もしくはタイと取り引きがあるビジネスパーソ
ン必携の書。
ISBN978-4-384-05732-4 C0587

＜ 2 色刷＞ 本書は簡潔さ、わかりやすさ、実用性をモットーとし
たベトナム語入門書です。発音・文法を習得した後に、
電話での対応、雑誌・新聞の読解力を身に付けるよう
な構成になっています。注意を要する点には手書きの
メモが付いています。「発音」
「５つの文」「重要単語」
「重要例文」
「表現」などを収録したCD付き。

ゼロから始めるベトナム語
付録：CD1枚
A5判 並製

収録時間：48分41秒
168頁

本体2,400円

宇根祥夫，ゴ・ミン・トゥイ著

ISBN978-4-384-00716-9 C1087

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せるベトナム語
付録：CD1枚 収録時間：61分38秒
吹込：ホワン・ホア・クォン
A5判 並製 160頁 本体2,400円
ライ テイ フーン ニュン監修

ISBN978-4-384-00722-0 C0087

＜ 2 色刷＞

バッチリ話せるベトナム語
付録：CD1枚 収録時間：47分45秒
吹込：Le Viet Gia Khanh, Thu Hang Tran
A5判 並製 192頁 本体2,400円
ライ テイ フーン ニュン監修

ベトナム語会話55の鉄則表現
付録：CD1枚 収録時間：54分41秒
吹込：LAI THI PHUONG NHUNG, 田中由紀
A5判 並製 188頁 本体2,400円
宇根祥夫著

ベトナム語 速読・速聴・速解
付録：音声無料ダウンロード
吹込：ドアン・ティ・フォン・リュウ
A5判 並製 136頁 本体2,800円

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然なベトナム語の
発音とリズムを身につけることができる。

ISBN978-4-384-04253-5 C1087

＜ 2 色刷＞

一瞬で伝えたいことが言い出せる

〈POD版〉

本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なベトナム語入門書です。日常生活のさまざまな
場面を中心に、わかりやすく解説しています。会話文
にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力で
学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法イン
デックスを簡単にまとめてありますのでご利用くださ
い。

ネイティブとのコミュニケーションで使われる頻度の
高いベトナム語会話パターンを55の鉄則として選び出
し、語句を入れ換えるだけで自在に使えるようにしま
した。付属CDには本書の主なフレーズは日本語とベ
トナム語が収録されています。電車の中などの空き時
間に“聞き流す”学習でベトナム語の語感を体得する
ことも上達を一気に早めます。
ISBN978-4-384-04297-9 C1087
べトナム語らしい文章を集め、その構造を理解し内容
を把握したうえで、繰り返し聴解と速読、そしてシャ
ドーイングの練習をすることにより中・上級レベルの
読解力が習得できます。また倍速付きのCDを活用し
てリスニング力とスピーキング力の向上を目指すこと
もできる内容になっています。
【amazonオンデマンド
でのお取り扱いとなります】
ISBN978-4-384-72104-1 C1087
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諸外国語

ホラス由美子著

＜ 2 色刷＞

ゼロから始めるインドネシア語
付録：CD［MP3］1枚 収録時間：96分36秒
吹込：Elizabeth Luise Marcella Soedjarno, Almontana
Stefanus Maesa Paat, Noribun Horas
A5判 並製 220頁 本体2,400円
ホラス由美子著

＜ 2 色刷＞

改訂版

ゼロから話せるインドネシア語
付録：CD1枚 収録時間：76分35秒
吹込：Elizabeth Luise Marcella Soedjarno, Almontana
Stefanus Maesa Paat, Noribun Horas
A5判 並製 168頁 本体2,400円
高井京一著

＜ 2 色刷＞

辞書なしで学べる

インドネシア語の最初歩

インドネシア語をゼロから始める人のための文法を中
心とした入門書。仕事や観光でインドネシアを訪ねる
方、インドネシアからのビジネス・観光客を迎える方
のために、基礎的な文法をやさしく丁寧に解説。練習
問題を解くことで確実に知識が身につきます。会話の
場面は主にビジネス会話を想定しました。発音、例文、
会話、練習問題解答例を収録したCD（MP3）付。
ISBN978-4-384-05747-8 C1087
まったくの初心者でも必ず上達する、会話を中心にイ
ンドネシア語を身につける入門書です。楽しいイラス
トとカナルビで、文法が苦手な人でも安心です。短い
旅行なら、巻頭の20フレーズを覚えるだけで十分対応
できます。１冊目の参考書として最適。

〈電子書籍版あり〉

はじめてインドネシア語にふれる人にも無理なく学習
できる参考書。入門編でインドネシア語の発音や、基
本的な文の形をひととおり理解し、
「日用会話編」でダ
イアログを中心にやさしい表現を学びます。その後の
「決まり文句編」もすぐ使える言いまわしばかりです。

付録：CD1枚 収録時間：56分18秒
吹込：Imelda Emma Veronica Coutrier, Afustinus Wahyu Widjaya
A5判 並製 208頁 本体2,500円
ホラス由美子著

インドネシア語スピーキング

ISBN978-4-384-01895-0 C1087
リスニング+シャドーイングで話す力を身につける！
CDに吹き込まれたインドネシア語をお手本に、イラ
ストを見ながら何度も繰り返しフレーズを発音。シャ
ドーイングができるようになるまで練習することで、
確実に会話力がアップする！応用表現も豊富に採録。

付録：CD1枚 収録時間：74分02秒
吹込：Nancy Novita Helen, Valerianus Irianto Wibowo
A5判 並製 208頁 本体2,500円
深尾康夫，ディアー・ハフサリ著

ビジネス/生活で使える

インドネシア語ダイアローグ

ISBN978-4-384-05626-6 C1087
現地に赴く駐在員やその家族の方を対象とし、実際に
役立つダイアローグや文法を丁寧に解説しています。
仕事や日常生活で遭遇するシーンを取り上げ、シーン
に合った単語や表現を使い分けられるようになること
を目指した1冊です。

付録：CD1枚 収録時間：59分04秒
吹込：Syafril Bandara, Slamet Kristanto, Tirto Utomo, Ilva Hanun Harlisa
四六判 並製 208頁 本体2,200円
〈電子書籍版あり〉
近藤由美，イワン・スティヤ・ブディ著

＜ 2 色刷＞

バッチリ話せるインドネシア語
付録：CD1枚 収録時間：60分53秒
吹込：Iwan Setiya Budi, Oktavia Ika Santi Widia
A5判 並製 192頁 本体2,400円

ISBN978-4-384-05778-2 C1087

ISBN978-4-384-04684-7 C1087

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然なインドネシア
語の発音とリズムを身につけることができる。

ISBN978-4-384-04283-2 C1087

諸外国語
ホラス由美子著

インドネシア語ビジネス会話フレーズ辞典

B6変型判

並製

488頁

本体3,000円

ISBN978-4-384-05733-1 C0587

＜カラー刷＞
スパとヴィラで極上リラックスタイム
ロータス 8 編

癒しのバリ島でインドネシア語

B6判

並製

128頁

本体1,600円

ヨーガとアーユルヴェーダを楽しむ

魅惑のインドでヒンディー語

B6判

並製

128頁

本体1,600円

温品廉三著

日々の疲れやストレスを忘れさせてくれる“癒しの楽
園”バリでのくつろぎの時間をナビゲートしてくれる
会話集。穏やかな時間が流れる極上リゾート地で身も
心も癒される。

ISBN978-4-384-04279-5 C0087

＜カラー刷＞

ロータス 8 編
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経済成長が著しいインドネシアでのビジネスシーンで
役に立つ用例を場面別に約2200掲載。ビジネス文書例
も充実。安心のカナ発音＆英語付き。巻末には日本語
インドネシア語、インドネシア語日本語のミニ辞典も
掲載。インドネシア駐在もしくはインドネシアと取り
引きがあるビジネスパーソン必携の書。

世界中の人々を惹きつけてやまないミステリアスな国
インドの旅歩きを100倍盛り上げてくれる会話集。古
くから伝承され、今まさに日本でスポットが当てられ
ているヨーガとアーユルヴェーダに着目した１冊。

ISBN978-4-384-04280-1 C0087

＜ 2 色刷＞

ゼロから話せるモンゴル語
付録：CD1枚 収録時間：47分37秒
吹込：M.Sarantsetseg, Ch.Chimegbaatar
A5判 並製 152頁 本体2,400円
澤田公伸，下平英輝著

ゼロから話せるフィリピノ語
付録：CD1枚 収録時間：50分16秒
吹込：リンダ・レ・パリーニョ, フィレモン B・カーラ
A5判 並製 160頁 本体2,400円
吉田英人著

ゼロから話せるラオス語
付録：CD1枚 収録時間：68分30秒
吹込：インシリ・プッタコン，マティナー・プマリンノー，サウェンスクサー・オラパン
A5判 並製 168頁 本体2,800円

本書はまったくの初心者を対象とした、会話中心の実
用的なモンゴル語入門書です。日常生活のさまざまな
場面を中心に、わかりやすく解説しています。会話文
にはカナ発音をつけ、外国語が不得意な人でも独力で
学べるように工夫をしました。巻末に文法・語法イン
デックスを簡単にまとめてありますのでご利用くださ
い。
ISBN978-4-384-05400-2 C0087
7000以上の島からなり、自然と動植物に恵まれたフィ
リピン。外国語の学習は日常生活に根ざした表現から
始めるのが自然です。「あいさつ」から始まる「覚える
フレーズ」、フィリピン人が普段使っている日常会話
から「ダイアローグで学んでみよう」、そして、「いろ
いろな表現」
「文法のまとめ」「ヴィジュアル・フィリ
ピノ語」と続きます。
ISBN978-4-384-05467-5 C0087
ゼロからラオス語を始める人のための会話を中心とし
た入門書です。アジアに残された最後の楽園のことば
を本書で学んでみませんか？ 楽しいイラストの「ヴ
ィジュアル ラオス語」や簡単なラオス語─日本語辞
典としても使用できるインデックス付き。特徴のある
ラオス文字や発音・声調も身につけることができます。
ISBN978-4-384-05690-7 C1087
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諸外国語

近藤由美，アブドゥル・ラズィズ・ジュナイディ著＜ 2 色刷＞

バッチリ話せるマレーシア語
付録：CD1枚 収録時間：64分28秒
吹込：Abdul Raziz Junaidi, Fatin Najihah Binti Haji Abdul Aziz
A5判 並製 192頁 本体2,400円
森

奏子著

ゼロから話せるカンボジア語
付録：CD1枚 収録時間：58分42秒
吹込：カエプ・ソクンティアロアト, ウン・テワンダ, スルー・エンニアン
A5判 並製 152頁 本体2,800円

基礎文法を踏まえ「覚えたい表現」と「使ってみたい
表現」を効率的にムダなく「ゼロから」やり直しがで
きるように、わかりやすく解説。自然なマレーシア語
の発音とリズムを身につけることができる。

ISBN978-4-384-04395-2 C1087
ゼロからカンボジア語を学ぶ、会話中心の入門書。あ
いさつなどの必須フレーズから始め、20シーンの日常
会話で語句や表現、ことばの仕組みを学びます。カン
ボジア語はすべてカタカナ付き。ネイティブ音声によ
るCD付き。

ISBN978-4-384-05787-4 C0087

諸外国語
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語学検定

安河内哲也監修／土屋知洋，中田達也編著／中西のりこ，仁科恭徳，中川右也著

TOEIC®L&R TEST ベーシックアプローチ

TOEIC®L&R TESTに精通した著者陣が、確実に力をつ
けるための学習法を指南。英語が苦手な方、TOEIC®
L&R TESTをはじめて受験する方、スコアが300点前後
で伸び悩んでいる方にお勧めの対策教材。TOEIC新形
式対応。スコアに直結し、応用が効く問題に焦点をあ
て、詳しく解説しました。「ワークブック」と「解答と解
説」に分けて使える、便利な２分冊構成。

付録：CD1枚 収録時間：75分25秒
吹込：R. Walzer, H. Morrison, B. Allen, E. Howard, S. Greaves, H. Colefield, M. Pittman, B. Holmes
A5判 並製 406頁 本体2,300円
〈電子書籍版あり〉
松本恵美子，トニー・クック著

＜ 2 色刷＞

TOEIC®LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破！ リスニング攻略
付録：CD1枚 収録時間：79分37秒
吹込：R. Drees, E. Kayumi, D. Burke, B. Benfield
A5判 並製 256頁 本体2,000円

＜ 2 色刷＞

松本恵美子著

TOEIC®LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破！ リーディング攻略
A5判

並製

320頁

本体2,000円

神崎正哉監修／豊田典子編

＜ 2 色刷＞

新形式対応 TOEIC®TEST 完全予想模試
付録：CD2枚
B5判

並製

348頁

本体2,000円

TOEFL®TEST模擬試験＆「レクチャー問題」
リスニング徹底練習300問
付録：CD［MP3］1枚 収録時間：180分45秒
吹込：Howard Colefield, Rachel Walzer
A5判 並製 368頁 本体2,500円
大著／マシュー・ディ監修

TOEFL®TEST最頻出ボキャブラリー完全詳解

A5判

並製

ISBN978-4-384-05859-8 C2082

TOEIC®で500点を超えたい、特にリーディングを強
化したいという人のための1冊。1日1Unit、全15日間
で攻略。出題の傾向やパターンを知ることで迷わず解
答できるようになる。新たな出題形式も、コツをおさ
えれば簡単にスコアアップにつながる。

ISBN978-4-384-05860-4 C2082

2016年5月試験からTOEICが変わる！ TOEICテスト
のスペシャリスト、神崎正哉、早川幸治、小山克明が
新出題形式を詳細解説。パート別攻略法も伝授！ 完
全予想模試２回付き。

収録時間：47分11秒＋45分30秒

イフ外語学院，中野正夫編著

小山内

〈電子書籍版あり〉

〈電子書籍版あり〉

CD2枚＋DL付

ISBN978-4-384-05849-9 C1082

TOEIC®で500点を超えたい、特にリスニングを強化
したいという人のための1冊。1日1Unit、全15日間で
攻略。出題の傾向やパターンを知ることで迷わず解答
できるようになる。新たな出題形式も、コツをおさえ
れば簡単にスコアアップにつながる。

216頁

本体1,800円

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05841-3 C2082

TOEFLのリスニングを攻略！ 第１部「模擬試験」
で力試し。第２部「リスニング・スペシャルトレーニ
ング」で、配点の大きい「レクチャー問題」60講義300
問を徹底練習。TOEFL対策に定評のあるイフ外語学
院編著。〈別冊解答集〉付き。

ISBN978-4-384-05772-0 C2082
TOEFLテストに頻出する重要な単語を網羅。日本の
英語教育ではあまり学ぶ機会のない英単語を多数収
録。著者が自身のアメリカ留学体験をもとに、英単語
を徹底的に解説します。TOEFLテストの頻出単語の
マスターはもちろん、その先にあるアメリカ留学も見
据えて勉強する方にはぴったりの１冊です。
ISBN978-4-384-05357-9 C2082

語学検定
梅田ゆう子著

TOEIC®Test 文法から攻める！

A5判 並製

204頁

本体2,400円

ISBN978-4-384-05529-0 C2082

瀧本将弘著

文法書は全部読むな！

TOEIC®Test英文法完全バイブル

A5判 並製

352頁

ISBN978-4-384-05513-9 C2082

TOEIC®Test５日間でカンをつかむ！
付録：CD1枚 収録時間：50分03秒
吹込：Howard Colefield, Rachel Smith, Edith Kayumi, Joshua Rappeneker
A5判 並製 208頁 本体1,900円
柴山かつの監修・著／ブレーブン・スマイリー，新田亜紀子，茶谷康子著 ＜ 2 色刷＞

全セクション対応 TOEFL TEST はじめての徹底攻略！
―TOEFL iBT対応―

付録：CD1枚 収録時間：59分36秒
吹込：Greg Irwin, Helen Morrison, Josh Keller, Deirdre Ikeda
A5判 並製 296頁 本体2,300円
松本恵美子，浜田英夫，アンソニー・アラン，ケビン・ダン著＜ 2 色刷＞

IELTS 32のドリル+模試

B5判

並製

収録時間：65分56秒＋54分33秒
340頁

文法項目を体系的に学ぶと同時に、TOEICで頻出す
る紛らわしい用法、例外も効率的に身につけられるよ
う編集。狙われやすい文法事項や、発展的な内容にも
触れ、高得点を狙う読者の直前対策に役に立つように
しました。
「チェックテスト」で習熟度を確認しなが
ら進んでいくこともできます。

本体2,300円

吉田佳代，西田晴美，木村ゆみ，ブライアン・コバート著 ＜ 2 色刷＞

付録：CD2枚

本体2,400円

木村ゆみ，吉田佳代，C.バローズ著
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本書はTOEIC初心者のための参考書です。長い間英
語の勉強から遠ざかっていた方や、TOEIC受験を前
に、何から手をつけてよいのかわからない方のための
1冊です。「文法」にあたるPart5とPart6に焦点を絞り、
効率よく習得することによって総合的な得点アップを
目指します。

TOEICの問題に不慣れでも無理なく取り組めるよう
ミニテスト形式を採っており、短期間でTOEICの内
容と形式を手っ取り早く把握したい方にピッタリで
す。効率的に600点台を目指すことができるように、
基本的な頻出問題を網羅しています。スコアアップす
るだけでなく、
「実践的な英語運用能力」を養うことが
できます。
ISBN978-4-384-05523-8 C2082
TOEFL iBTに完全対応。セクションごとに最適の攻
略法がわかる！リーディング・リスニング・スピーキ
ング・ライティングそれぞれの設問パターン分析に基
づき、セクションごとに最適の攻略法を用意。はじめ
ての受験者はもちろん、２回目以降の受験者も確実に
スコアアップできます。これ１冊でTOEFLを徹底攻
略。
ISBN978-4-384-05603-7 C2082
はじめてIELTSを受験する人が短期間で効率的に試験
対策をするのに最適！一般的にバンドスコア6.0〜6.5
を取ると、有名大学への留学基準をほぼクリアすると
言われています。まずはドリルで問題傾向と解法の手
順を定着させてバンド6.0を、さらに別冊の模試を使っ
て6.5以上を目指しましょう。
〈電子書籍版あり〉

＜ 2 色刷＞

IELTS実践トレーニング
付録：CD2枚 収録時間：56分33秒＋58分24秒
吹込：Murray Cameron, Steven Ashton, Sasha Gorissen
A5判 並製 288頁 本体2,500円

ISBN978-4-384-05871-0 C2082

テストで問われる4技能（Listening, Reading, Writing,
Speaking)の各セクションでは、よく出題される問題
や設問形式、頻出語彙などを効率よく学習して短期間
でスコアアップが図れるように工夫されています。
実践問題は、大学留学に必須の「Academic Module（ア
カデミック・モデュール）」に対応。
ISBN978-4-384-03837-8 C2082
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語学検定

晴山陽一監修／鈴木瑛子，駒井亜紀子，藤田祐美，
トラビス・ホルツクラー，ナサニエル・フレンチ著＜ 2 色刷＞

TEAP全パート徹底トレーニング

TEAP4技能試験対策の決定版。パートごとに、問題
傾向・攻略法・勉強方法などを詳しく紹介。問題傾向
にしっかり沿った例題でウォーミングアップした後、
練習問題で徹底的にトレーニング。TEAPに必要なキ
ャンパスライフの知識が身につくコラムやAWL単語
リストも充実。

付録：CD2枚 収録時間：76分43秒＋55分26秒
吹込：Karen Haedrich, Michael Rhys, Ryan Drees, 晴山陽一, トラビス・ホルツクラー, ナサニエル・フレンチ
A5判 並製 464頁 本体2,200円
〈電子書籍版あり〉
晴山陽一監修／西 真理子，トラビス・ホルツクラー，
タラ・キャノン，ショーン・イワサワ著 ＜ 2 色刷＞

よく出る6テーマ別

英検®総合トレーニング準１級

付録：CD1枚 収録時間：66分04秒
吹込：Ryan Dress, Karen Haedrich, Michael Rhys, Emma Howard
A5判 並製 322頁 本体2,200円
〈電子書籍版あり〉
晴山陽一監修／藤田祐美，トラビス・ホルツクラー，タラ・キャノン著 ＜ 2 色刷＞

よく出る5テーマ別

英検®総合トレーニング２級
付録：CD2枚 収録時間：39分52秒＋51分12秒
吹込：Josh Keller, Hannah Grace, 東海林舞
A5判 並製 386頁 本体2,200円
永野順一著

英検準１級合格770題

A5判

並製

293頁

本体2,500円

永野順一，永野真司著

英検２級合格770題

A5判

並製

312頁

本体2,500円

永野順一，永野真司著

英検準２級合格770題

A5判

並製

288頁

本体2,500円

ISBN978-4-384-05848-2 C2082

試験によく出る６テーマ別（①自然・環境 ②教育・心
理 ③健康・医療 ④科学・技術 ⑤社会・ビジネス⑥そ
の他［政治・文化］
）の技能別の練習問題と別冊ミニ模
試で徹底的にトレーニング！テーマごとに学べるから
効率的。過去問を徹底分析して作られたリアルな練習
問題を約140問掲載、受験者が苦手とするライティン
グと面接の練習もばっちりできます。
ISBN978-4-384-05924-3 C2082

英検®２級の４技能すべてをスコアアップし合格を目
指す！試験によく出る５テーマ別に技能別の練習問題
と別冊で50分目安のミニ模試、計210問を収録。「問題
別戦略＆学習法」で出題傾向とコツをつかみ、練習問
題で徹底的に鍛える。詳細な解説で、疑問を残さず、
オリジナルワードツリーでテーマ別必須50単語を楽し
く身に付ける。面接対策の動画付き。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05889-5 C2082

英検準1級の「語彙・語法・熟語」部門に対応する問題
を770題集めました。準1級は最低65％を得点しなけれ
ば合格しませんが、
「語彙・語法・熟語」部門では、な
んといっても多数の問題に取り組み、内容に習熟する
ことが得点増につながります。問題は50題を1単位と
し、その後に「正解と解説」が付されています。
ISBN978-4-384-05343-2 C2082
英検２級で65％を得点し合格する為には、整序問題、
語法、語彙問題、熟語問題部門で多量の問題に取り組
み、長文読解の基礎となる文法、単熟語の増強を図る
ことが合格への近道です。本書はこのような考えから
上記部門の問題を770題集めて構成しています。50問
１セットで組んでいますので、使用方法に従いチャレ
ンジしてください。
ISBN978-4-384-03873-6 C2082
英検準２級で65％を得点し合格するためには、総合的
な実力の向上は勿論のこと、本書で取り上げている語
彙、語法、熟語、整序問題に取り組み、長文問題読解
の礎をしっかりと築くことが肝要です。問題は50題
（整序問題は25題）を１単位とし、そのあとに「正解と
解説」が載っています。本書を十分に活用し、合格へ
の第一歩を踏み出して下さい。
ISBN978-4-384-01227-9 C2082

語学検定
永野順一著

英検３級合格500題

A5判 並製

201頁

本体1,800円
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3級の筆記試験問題35題のうち「長文」「整序問題」を
除く最初の20問に対応。過去問や出題範囲を検討した
予想問題も掲載。英語コミュニケーション力の増進に
も役に立ちます。500題はテスト25回分に相当し、合
格対策としてはこれ１冊で十分です。

ISBN978-4-384-03830-9 C2082

日本国際連合協会編／服部孝彦監修／高橋基治，武藤克彦， 「政治・法律」
「経済・ビジネス」
「医療」
「社会・文化」
崎谷菜穂子，舟木てるみ，北村 豊，須釜幸男著
「軍事」
「犯罪」
「科学・IT」
「環境」といった主要な分
野に分け、関連語（類義語・同義語・反対語）も豊富
に掲載し、幅広い語彙力がつくように編集。扱ってい
〈国連英検特A級・A級準拠〉
る単語・語句は、実用英語検定試験1級・準1級や、通
訳技能検定、通訳案内士試験、工業英検、翻訳検定等
の検定試験にも大いに役に立ちます。

テーマ別

A5判 並製

216頁

時事英単語集

本体2,200円

日本国際連合協会編／武藤克彦著

上級時事英文法

〈国連英検特A級・A級準拠〉

A5判 並製

252頁

本体2,400円

ISBN978-4-384-05509-2 C2082
英文記事を読みこなすための文法力を身につける！
最上級レベルの文法問題にチャレンジしたい人にも最
適な１冊。本書では広く時事英語を取り上げている国
連英検の最上級レベル、特A級およびA級の過去問題
６年分を分析し、文法や構文、語彙をピックアップ。
さらに時事英語のレトリックを味わうべく、例文や問
題文は全てニュース記事の冒頭部分に限定。
ISBN978-4-384-04524-6 C2082
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日本語

日本語
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100

日本語

日本語
アークアカデミー編／遠藤由美子，池田悠子，奥澤美佐著

日本語教育能力検定試験
聴解・音声特訓プログラム
付録：CD2枚
B5判

並製

収録時間：73分40秒＋73分40秒
144頁

本体2,400円

豊田典子著／クリプトン・フューチャー・メディア監修 ＜カラー刷＞

初音ミクで日本語 Miku dé Nihongo
付録：SONOCA
A5判 並製

200頁

ドリンキング・ジャパン

【英日対照】英語で読む日本のお酒を楽しむ文化ガイド

136頁

ISBN978-4-384-05517-7 C2081
初音ミクの有名曲＋鏡音リン・レンの「リモコン」＋
童謡＋オリジナル曲（全10曲）で日本文化と日本語を
学ぼう！ボルボネ氏による描き下ろしイラストや本書
オリジナル曲「巡り、夏」
（teaeye作曲作詞）など、こ
こだけの特典が満載。日本語の会話部分はミクと一緒
に練習できる（オリジナル音声）。10曲の楽曲と日本
語の会話音声がダウンロードできるSONOCA付き。

本体2,300円

William F. O'Connor，RobinO'Connor 著／埜久太鶴，菊池久一執筆協力／中野真紀，平野久美翻訳

A5判 並製
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これ１冊で聴解をマスターするためのトレーニングが
十分に積めるように編まれています。聴解問題に特化
した検定対策本の類書は極めて少なく、最新試験傾向
に即した実践的なものは本書以外にありません！ 音
声CD２枚付き・模擬試験２回分収録。

本体1,400円

ISBN978-4-384-05892-5 C2081
日本の酒文化に対する並々ならぬ愛情があふれる視点
から書き下ろされた日英対訳の文化ガイド。利酒師で
ありソムリエの上級資格ともいわれるWSET Level3
を持つ著者が、日本酒だけではなく、様々な地域で造
られている多様なお酒を、醸造方法や種類の説明はも
ちろん、その歴史や普及の過程、はたまたぴったりな
肴など、多岐にわたって紹介しています。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-05870-3 C1082
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関口存男著作集

関口存男著作集
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専門書

関口存男著

セレクション関口存男 和文独訳漫談集
四六判

仮フランス装

224頁

本体1,800円

関口存男著

セレクション関口存男 ニイチエと語る
四六判

仮フランス装

200頁

荒木茂雄，真鍋良一，藤田

本体1,800円

栄編／関口存男著

〈POD版〉

関口存男の生涯と業績
A5判

並製

552頁

細谷行輝，山下

本体9,800円

仁，内堀大地責任編集

冠詞の思想

―関口存男著『冠詞』と意味形態論への招待―
A5判

並製

336頁

本体2,800円

田中梅吉著

〈POD版〉総合詳説

日獨言語文化交流史大年表
A4判

並製

694頁

本体30,000円

ハラルト・ヴァインリヒ著／脇阪豊編訳
大浜るい子, 植木迪子, 江口豊, 大瀧敏夫,竹内義晴, 田中愼, 中澤三津子,
日置孝次郎, 増本浩子訳

テクストからみたドイツ語文法
B5判

上製（函入） 1154頁

本体58,000円

三瓶裕文，成田 節編

ドイツ語を考える
ことばについての小論集
A5判

並製

268頁

本体3,300円

ベルント・ナウマン著／石井賢治訳

ドイツ語造語論入門
A5判

上製

186頁

本体4,600円

『関口存男著作集』より、著者一流の漫談形式の記事をセ
レクト。皮肉屋でクセが強いがユーモアたっぷりの「先
生」と、独作文の難問にくらいついていく「生徒」との
やりとりなど、楽しい読み物でありながら、関口存男の
言語観、人間観を垣間見ることのできる一冊。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05932-8 C0084
『関口存男著作集』より、言語、思想、哲学、宗教、さら
に広く人間、人生について語られた記事をセレクト。戯
曲の翻訳をし、台本を書き、演出をし、また自らも舞台
に立った、関口存男の本領が発揮された表題作「ニイチ
エと語る」の他、エッセイなど全17篇収録。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05933-5 C0084
日本におけるドイツ語学の父、関口存男の生涯と業績
を、遺族による思い出の記録や、知人、門下生の随想
などから偲びます。さらに、関口存男の遺した自作戯
曲や自作詩、未発表随筆なども掲載し、優れた芸術家・
翻訳家としての一面も紹介。
ISBN978-4-384-70118-0 C0095
昭和初期から中期にかけて活躍し、現在でも世界的に
評価の高いドイツ語学者・関口存男（せきぐちつぎお、
1894年〜1958年）。その晩年の大著である『冠詞―意
味形態的背景より見たるドイツ語冠詞の研究―』の概
要とその思想をわかりやすく解説した。
ISBN978-4-384-05839-0 C3084
1146（久安2）年〜1878（明治11）年までの日独言語文
化交流の歴史過程に現れた、日独両国民の本質的な動
向に触れ、それに起因して現れてきた交流事象の諸特
相について述べた著者渾身の大著。
ISBN978-4-384-70117-3 C3020
1993年に刊行されたハラルト・ヴァインリヒ教授の画
期的な名著を邦訳。さまざまな種類のテキストからの
文例を豊富に引用し、文法理論・動詞とその環境・動
詞とその態度・名詞とその環境・形容詞・副詞・統治
論・造語論と展開される大文法書。
ISBN978-4-384-05174-2 C1084
現代ドイツ語にさまざまな角度から光を当てる26編の
論文。純粋な学術論文というよりは、ドイツ語学や言
語学の諸問題について考えるきっかけとなるようなも
の、またドイツ語やことば一般について理解を深めら
れるようなものを目指しました。
ISBN978-4-384-01229-3 C1084
母語話者の専門家による、時代に即した視点をとりい
れた造語論の入門書。日本では、造語論が言語学の一
領域として紹介・記述されることはあっても、そのも
のを記述の対象にし、しかもそれがドイツ語に限定さ
れた場合、ほとんど類書がありません。
ISBN978-4-384-01168-5 C3084

専門書
東京外国語大学グループ《セメイオン》著

フランス語学の諸問題I
A5判 並製

350頁

本体4,700円

東京外国語大学グループ《セメイオン》著

フランス語を考える
フランス語学の諸問題II
A5判 並製

368頁

本体4,200円

東京外国語大学グループ《セメイオン》著

フランス語を探る
フランス語学の諸問題lll
A5判 並製

432頁

本体4,600円

東京外国語大学グループ《セメイオン》著

フランス語をとらえる
フランス語学の諸問題Ⅳ
A5判 並製

312頁

本体4,200円

渡瀬嘉朗著

統辞理論の周辺
四六判

上製

322頁

本体4,200円

安原和也著

ことばの認知プロセス
教養としての認知言語学入門
四六判

並製

136頁

本体1,400円

エウジェニオ・コセリウ著／下宮忠雄訳

一般言語学入門
四六判

上製

331頁

本体3,500円

カトリーヌ・フックス，ピエール・ル・ゴフィック著
田島 宏，渡瀬嘉朗監修／小石 悟他訳

現代言語学の諸問題
四六判

上製

328頁

本体3,600円
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新鋭の若きフランス語学者たちによる現代フランス語
学の入門研究書。多様な角度からできるだけ多くの主
題を扱い、やさしく説明することを心がけています。
専門家でない読者にも、ぜひ読んでいただきたい１冊。
ISBN978-4-384-05412-5 C3080
言語を構成する大きな骨組に従って、音韻論、統辞論、
及び意味論・語彙論・文体論を扱う３つの章と、その
歴史の中へのひろがりを扱う古フランス語の章から成
り立つ。巻末に術語索引と現代フランス語学を代表す
る言語学者・研究分野に関する文献一覧を付き。
ISBN978-4-384-05403-3 C3080
統辞論・意味論・語彙論等はもとより、イントネーシ
ョンや社会言語学のように、これまではなかった種類
の論文も執筆され、巻末の基本文献にも新たな分野を
付け加えた。全ての論文を通読して、フランス語研究
の幅の広さを実感していただきたい。
ISBN978-4-384-03681-7 C3080
「統辞論Ⅰ」
「統辞論Ⅱ」
「統辞論Ⅲ」
「形態論・語彙論」
「音声学・音韻論」「古仏学・方言学」で構成。研究論
文集にとどまらず、フランス語を学ぶ人々にフランス
語という言語をより深く考えるきっかけを提供する１
冊。
ISBN978-4-384-04533-8 C3080
「言語」は人間にとって安定した、大きな精神の支えに
なる。言語に裏打ちされて、はじめて人間精神は動き
始める。本書は著者が東京外語大の33年間に発表した
フランス語学に関する論文─不定冠詞・冠詞を始め、
動詞の〈時制〉
〈態〉など13編を収録する。
ISBN978-4-384-03305-2 C3080
認知言語学の基本的な考え方について、平易にわかりや
すく、コンパクトに解説。ことばそのものに何かしらの
興味・関心があれば、自然な形でスムーズに、かつ充実
感を持って読み進められ、従来の入門書とは違う新鮮味
あふれる認知言語学の世界を堪能できるでしょう。
ISBN978-4-384-01241-5 C1080
構造言語学、意味論、語彙論、変形理論批判の分野に
おいて、マルティネやポティエと並んで欧米において
注目されているテュービンゲン大学Ｅ.コセリウ教授
の独創的な言語理論の粋を１冊に集約した『一般言語
学教程』と題する著作の日本語訳。
ISBN978-4-384-01270-5 C3080
現在の言語研究の問題点がどのような進行状況にあるかを、
言語学者、音韻論、発話行為等のそれぞれを簡潔に記述し、
時代順に配列。最近の諸研究について多くの頁をさいてい
るのが特色。チョムスキー、レーコフ、キュリオリなどの研
究で、ことばやその記述について考察する契機にもなる。
ISBN978-4-384-03269-7 C3080
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専門書

筑波大学現代言語学研究会編

新装版

事象と言語形式
A5判

上製

328頁

本体9,500円

日英言語文化研究会編

日英の言語・文化・教育
多様な視座を求めて
A5判

上製

376頁

本体5,800円

日英言語文化研究会著

日英語の比較
上製

318頁

本体5,200円

吉村耕治編著

英語の感覚と表現
共感覚表現の魅力に迫る
A5判

上製

388頁

本体4,500円

ヘルムート・ギッパー著／寺川 央，木村鈴子，高橋輝和訳

言語学の基礎概念と研究動向
A5判

上製（函入）

304頁

本体7,800円

加藤和光著

文化の流れから見る英語
源泉から現代のバラエティまで
A5判

上製

440頁

本体7,767円

筑波大学現代言語学研究会編

ヴォイスに関する比較言語学的研究
A5判

上製

312頁

本体7,800円

三熊祥文著

英語スピーキング学習論
E.S.S.スピーチ実践の歴史的考察
A5判

上製

160頁

日英言語文化研究会は、日本と英語圏諸国のあらゆる
種類の言語表現とその背景文化の探求を目指していま
す。日英言語文化学における草分け的存在から新進気
鋭の研究者まで、一流の執筆者33人による渾身の論文
集です。
ISBN978-4-384-05501-6 C3082
草分け的存在から新進気鋭の研究者まで、日英語比較
における一流の執筆者31人による、貴重な論文集。表
現、語彙、文法、音声からことわざ、文芸、教育まで
広く包括し、日英語比較参考図書100選も収録。

第ニ版

A5判

日本語・中国語・朝鮮語・ドイツ語・フランス語・英語と
いった諸言語を比較し、そこから「差異の類型化」を導き
出すという論文集。第１〜９章の個別研究に対して、第
10章は総括として批判的な論文になっている。現代言語
学の手法を用いて、本格的にタイポロジーに取り組む。
ISBN978-4-384-05424-8 C3080

本体2,400円

ISBN978-4-384-05436-1 C3082
英語の共感覚表現を中心にして、感覚と表現、特に身
体的感覚を表す言葉について考慮した研究書。「感覚
と表現」に関する16篇の論文が、歴史的視点に基づい
て配列されて各章を形成しており、各章は共感覚表現
を軸にしてお互いに密接な関連を有している。
ISBN978-4-384-01894-3 C3082
フンボルトの一般言語学を継承して発展させたヴァイスゲ
ルバーの高弟ギッパー教授（ミュンスター大学）の一般人
に向けて集成した言語学入門書。言語学の基礎概念を明ら
かにし、現在の言語学研究の方法と目的とを平易な文章で
述べる。言語現実に立脚した実践的な言語理論を展開。
ISBN978-4-384-00475-5 C3080
広く大きな文化の流れの中で英語の姿を描き出す意欲
的な１冊。英語の変遷、文法・発音の特徴から、近代
以後の英語の優位性や地域ごとのバラエティに至る広
範な問題を、それぞれの時代の文化現象に絡めて論じ
る。
ISBN978-4-384-01045-9 C1082
伝統的に「ヴォイス」と呼ばれる現象を、日本語、英語、
ドイツ語、フランス語、中国語、朝鮮語などの言語に基
づき分析し、言語の普遍性と個別性について考察した論
文集。ヴォイスというひとつのトピックスを軸に、諸言
語を同じ土俵で論じている画期的な研究書。
ISBN978-4-384-01069-5 C3080
本書の目的は、日本の英語スピーキング学習において
スピーチが果たしてきた役割を明らかにし、E.S.S.
（English Speaking Societyの略）における英語スピー
チ実践の実態を歴史的に解明することである。
ISBN978-4-384-04005-0 C1082

専門書
桜美林大学英語英米文学科編

英語世界へのアプローチ
A5判 並製

203頁

本体2,000円

日本コミュニケーション学会編

日本コミュニケーション学会40周年記念

現代日本のコミュニケーション研究
―日本コミュニケーション学の足跡と展望―
A5判 並製

320頁

本体3,600円

田原憲和編著／山崎直樹，齊藤公輔，田中祐輔，大森洋子，茂木良治，池谷尚美，
中川正臣，植村麻紀子，松﨑真日，野澤督，村上陽子，能登慶和，鈴木冴子，
依田幸子，栁素子，千穂千穂，澤邉裕子，阪上彩子執筆

他者とつながる外国語学習をめざして
「外国語学習のめやす」の導入と活用
A5判

並製

350頁

本体2,200円

JACET教育問題研究会編
神保尚武監修／久村研編集統括／浅岡千利世，清田洋一，栗原文子，
酒井志延，髙木亜希子，中山夏恵，久村研執筆

行動志向の英語科教育の基礎と実践
―教師は成長する―
B5判

並製

274頁

本体2,600円

JACET 教育問題研究会編

新しい時代の英語科教育の基礎と実践
成長する英語教師を目指して
A5判 並製

336頁

本体2,600円

浅羽亮一，豊田一男，山崎朝子，佐藤敏子，中村典生，大崎さつき著

改訂版

わかりやすい英語教育法
小中高での実践的指導
A5判 並製

232頁

本体2,400円

黒田龍之助著

ぼくたちの英語
四六判

仮フランス装

296頁

本体1,600円

黒田龍之助著

ぼくたちの外国語学部
四六判

仮フランス装

264頁

本体1,600円
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将来的な応用力を見据えた英語習得には、「英語につ
いて学ぶこと」がたいへん重要である。「言語と教育」
および「文化と文学」の２部構成で、英語の世界の面
白みや英語を使ってなにが学べるのかを幅広くガイド
した。
ISBN978-4-384-05429-3 C1082
日本のコミュニケーション学の歴史、現在関心を集め
ている課題や研究法、そして今後の展望を、それぞれ
の執筆者が簡潔に、また豊富な研究経験を活かして書
き下ろした、専門性の高い１冊。対人、異文化、組織、
レトリックなど、全６部の構成。
ISBN978-4-384-05659-4 C1030
外国語教育の理念、教育目標、学習目標を達成するためのカリキュ
ラムデザインや授業設計の方法、さらに具体的な学習活動や学習内
容を提案する『外国語学習のめやす』
（国際文化フォーラム）に示さ
れた言語学習の枠組みの成立、理念、目標、コミュニケーション能
力観、能力指標、推奨する学習設計・評価法などを紹介。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05927-4 C1080
教科教育指導に必要な事項を簡潔にわかりやすく記述しました。コミュニ
ケーション言語活動を奨励するCEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）の行動
志向の言語観と教育観をベースに、日本の教員養成現場で真に役立つ観点を
盛り込みました。各ページに側注コーナーを配し、テクニカルタームはすぐ
に相互参照ができるよう各章の連携と使いやすさに配慮しました。
ISBN978-4-384-05876-5 C1082
新学習指導要領に完全準拠した英語科教科法テキス
ト。
『ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）
』の理念（複
言語・複文化主義／行動志向／資質・能力の可視化／
省察／自己評価、など）を取り入れ、日本の教員養成
現場で受容できるよう文脈化することを試みました。
ISBN978-4-384-05682-2 C1082
学習指導要領改訂後の新教材に全面対応。小中高での
英語指導の全体像を押さえつつ、授業運びの具体的手
順も重視。各項目の専門家である筆者が、現場の先生
方にも教育実習生にもすぐに役立つ情報を盛り込みま
した。
ISBN978-4-384-05717-1 C1082
実用性を目指すばかりの英語教育／英語学習で、果たし
て本当に「使える」英語を身につけられるのか？ 語学
することの真の意味が忘れられがちな昨今の風潮に違和
感を覚える著者が、若き英語教師とともに取り組む楽し
くも真面目な「課外」実習！ 本物の英語を求めて。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-09645-3 C0080
「外国語学部とは何か、外国語学部生とはどういう大
学生か、そもそも現代日本にとって外国語とは何か」
。
ときに迷い、ときにつまずく５人の現役外国語学部生
の大学生活に寄り添いながら、若者の心の機微と、外
国語学習や教育のあり方について思いを巡らせる。
ISBN978-4-384-09646-0 C0080
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専門書

吉田研作，金子朝子監修／石渡一秀，グレッグ・ハイズマンズ著 「高校での英語の授業を英語で行う」という大きな変更
に対応し、現場ですぐに使える教室英語を厳選しました。
「重要表現→対話例→授業例→タスク」という４段階構
重要表現から授業への展開まで
成のため、そのまま授業に取り入れて使うことができま
す。ディスカッションやディベートの授業にも対応。
A5判 並製 128頁 本体1,800円
ISBN978-4-384-05609-9 C2082

現場で使える教室英語

吉田研作，金子朝子監修／石渡一秀，グレッグ・ハイズマンズ著 「コミュニケーション英語Ⅰ」
「コミュニケーション英語Ⅱ・Ⅲ」
「英
語表現Ⅰ」
「英語表現Ⅱ」に対応。新しい科目の主旨である、４技能
を融合した授業を創り出すことを目標としています。「生徒を中心
―新しい英語科目での展開―
にした教室英語」を柱とし、教師だけが英語を使うのではなく、生
徒の発言を引き出せるような授業の組み立てに留意しました。
A5判 並製 232頁 本体2,500円
ISBN978-4-384-05727-0 C2082

科目別：現場で使える教室英語

笹島茂編著／ピーター・メヒスト, ディビット・マーシュ,
マリア・ヘスス・フリゴルズ, 斎藤早苗, 池田真, 鈴木誠, 佐藤ひな子,
ソピア・ヤシン, シャンタール・ヘンミ著

CLIL 新しい発想の授業
−理科や歴史を外国語で教える!?−
A5判

並製

208頁

本体2,500円

笹島 茂，山野有紀編著／磯部聡子，町田淳子，坂本ひとみ，滝沢麻由美，祁答院惠古，高野のぞみ，
松浦好尚，大城戸玲子，蒲原順子，一柳啓子，宮田一士，Heini-Marja Pakula，Taina Wewer 執筆

学びをつなぐ小学校外国語教育のCLIL実践

「知りたい」「伝え合いたい」「考えたい」を育てる
B5判

並製

堀井

恵著

202頁

本体2,500円

先生と生徒の心をつなぐNLP理論
子どもの夢を育むために
A5判

並製

192頁

本体1,900円

遠藤織枝編

第2版

日本語教育を学ぶ
その歴史から現場まで
A5判

並製

258頁

本体2,400円

八代京子，世良時子著／小道迷子画

日本語教師のための異文化理解と
コミュニケーションスキル
A5判
吉島

並製

168頁

本体2,200円

茂，境 一三著

〈POD版〉

ドイツ語教授法

科学的基盤作りと実践に向けての課題
A5判

並製

296頁

本体3,800円

CLIL指導にかかわる様々な指導法や指導技術を、外国
語を教える教師と教科科目内容を教える教師の双方に説
明するガイドブック。外国語の授業やバイリンガル教育
で悩んでいる人、日本語ではない言語で何かを学びたい、
教えたい人に新しい発想を提供してくれる必読書。
ISBN978-4-384-05667-9 C1037
小学校におけるCLIL（科目の内容と外国語教育を統
合した学習）の事例を掲載。フィンランドでの実践に
ついても紹介。実践例のなかに簡単な英語のフレーズ
や語彙も掲載しているので、安心して授業に臨んでい
ただけます。新しい指導要領に対応。
ISBN978-4-384-05928-1 C1087
子どもとのコミュニケーションをより円滑にしたい、
子どもとの関係がうまくいかない、学級経営がうまく
いかない、こういった問題を解決するために、NLPを
上手に活用して改善するポイントをまとめ、事例を織
り込みながらわかりやすく解説。
ISBN978-4-384-03009-9 C2036
時代に合わせて激しい変化を見せる日本語教育の現場で
すが、本書はその歴史や教授法、国内外の現状、教育内容
など、様々な切り口から“現在の日本語教育”に迫ってい
ます。教える側の方にも学ぶ側にいる方にも為になる１
冊です。日本語教育概論のテキストとしても最適です。
ISBN978-4-384-05649-5 C1081
異文化理解に必要な自己とはどうあるべきかを気づかせ、コ
ミュニケーションのポイントを指南。異文化コミュニケーシ
ョンのシーンをまんがで紹介。多文化主義の視点に立った教
授の重要性と、それは具体的に何をすることなのかを臨場感
ある事例、セルフチェックシートを活用して伝えます。
ISBN978-4-384-05572-6 C2081
日本のドイツ語界で初めての「ドイツ語教授法」入門
書。外国語教育を、あらゆる視点、側面から総合的に
捉えている点では、英語教育界にも例を見ない画期的
な試み。英語、フランス語、日本語などの外国語教育
を見直すにも多くの示唆を含んでいるだろう。
ISBN978-4-384-02094-6 C1037

専門書
岩崎克己著

日本のドイツ語教育とCALL
その多様性と可能性
A5判 並製

308頁

本体3,600円

橘 由加著

モンタナ大学教員として18年間の体験と教授法を基
に、アメリカの大学教育の実践を報告。米国の大学教
育システムの特色、大学教員に望まれること、大学の
授業方法、大学生の勉強方法、そして、日米の大学生
と大学教育の違い、についてわかりやすく論ずる。
ISBN978-4-384-03513-1 C0037

アメリカの大学教育の現状
―日本の大学教育はどうあるべきか―
四六判

上製

248頁

本体2,300円

田中慎也著

国家戦略としての「大学英語」教育
A5判 上製

144頁

本体2,600円
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日本のドイツ語教育におけるCALLの受容とその実践
の歴史を振り返り、
「日本型CALL」とでも呼ぶべき特
殊なCALLモデルの成立事情とその枠組みからの脱却
の動きを述べ、日本のドイツ語教育においてCALLの
果し得る役割と今後の課題について論じます。
ISBN978-4-384-05600-6 C1037

「大学英語」の歴史と現状を小・中・高における教育な
ども踏まえた上で再確認するとともに、海外の英語教
育法と日本のそれを比較。
「大学英語」強化策も提示
し、21世紀における日本の国際コミュニケーション能
力を向上させるために、今何が必要か問い掛けている。
ISBN978-4-384-04108-8 C1037

板山眞由美，森田昌美編

流通科学大学の「ドイツ語教授法ワークショップ」と
「勉強会」
での発表をもとにまとめた論文集。「学習者」
を中心に据えた教育をいかに実現させるのか、外国語
流通科学大学ドイツ語教授法ワークショップ論文集 を担当される先生が直面する問題に取り組んだ論考を
４章にわけて紹介。
A5判 並製 252頁 本体3,400円
ISBN978-4-384-05247-3 C1037

学習者中心の外国語教育をめざして

鳥飼玖美子，進藤久美子著

大学英語教育の改革
東洋英和女学院大学の試み
A5判 上製

180頁

本体3,398円

田中慎也著

どこへ行く？大学の外国語教育
A5判 上製

176頁

本体3,398円

JACET バイリンガリズム研究会編

日本のバイリンガル教育
学校の事例から学ぶ
A5判 上製

256頁

本体3,800円

杉野健太郎責任編集・著
稲垣伸一, 諏訪部浩一, 西山隆行, 山口和彦, 下楠昌哉, 荒川裕子, 飯岡詩朗,
大野美砂, 倉科一希, 舘健太郎, 立入正之, 中田崇, ジョセフ・ラウアー著

アメリカ文化入門
A5判

並製

420頁

本体3,400円

コミュニケーションに使える英語と同時に専門につなげる
ための英語を目指して、様々な試行錯誤を続けてきた東洋
英和女学院大学の英語改革レポート。１. 新しい英語教育
を求めて ２. 内容重視・コミュニケーション重視の英語
教育 ３. 英語教育プログラム運営 ほか。
ISBN978-4-384-01027-5 C1037
1991年の大学設置基準改正を機に、大学改革が進んでいる。
そして特に外国語教育もいま大きな転換期に立たされてい
る。その改革の実態と方向性はどのようなものだろうか。
現在の外国語教育の実態と方向性を種々の資料に基づき、
過去・現在・未来の軸の中で捉えようと試みた。
ISBN978-4-384-01016-9 C1037
JACETバイリンガリズム研究会がこれまでに収集し、
まとめ、議論してきた成果の集大成。小中学校をはじ
め、さまざまな教育機関での実地調査、インタビュー
をもとに、その成功要因と問題点を分析した。日本に
おける外国語教育の改革に大きな示唆を与える。
ISBN978-4-384-04006-7 C3080
各分野の専門家がわかりやすくアメリカ文化を紹介。
地理，自然環境，歴史，文学，宗教と生活，美術，音
楽，映像文化，メディア，スポーツ身体文化，大統領
と政治経済，ジェンダーなど多岐にわたります。巻末
に詳細な資料を付録として掲載。
ISBN978-4-384-05567-2 C3098
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専門書

下楠昌哉責任編集・著
岩田美喜, 西能史, 丸山修, 杉野健太郎, 荒川裕子, 小川公代, 小舘尚文,
下永裕基, 立入正之, 田中美穂, 日臺晴子, 深谷公宣, 真野剛著

イギリス文化入門
A5判

並製

388頁

本体3,400円

諏訪部浩一責任編集／稲垣伸一, 杉野健太郎, 山口和彦編集委員
新井景子, 大地真介, 梶原照子, 佐々木真理, 貞廣真紀, 中田崇, 中野学而,
波戸岡景太, 牧野理英, 若林麻希子, 渡邉真理子著

アメリカ文学入門
A5判

並製

380頁

本体3,500円

諏訪部浩一著

アメリカ文学との邂逅

カート・ヴォネガット
トラウマの詩学
四六判

上製

376頁

本体2,700円

坂根隆広著／諏訪部浩一監修

アメリカ文学との邂逅

チャールズ・ブコウスキー
スタイルとしての無防備
四六判

上製

320頁

本体2,600円

各分野の専門家がわかりやすくイギリス文化を紹介。
英語，英語圏，地理，自然環境，歴史，文学，宗教と
生活，音楽，美術，映像文化，メディア，スポーツ身
体文化，教育，社会階級，王室と政治など多岐にわた
ります。巻末に詳細な資料を付録として掲載。
ISBN978-4-384-05566-5 C3098
100人の作家をリストアップし、参考文献を紹介した
第１部と15のアメリカ文学の「テーマ」を解説した第
２部、巻末付録（事項・作家索引、アメリカに関する
データ、参考文献など）で構成される。アメリカ文学
という〈世界〉を様々な角度から楽しむための必読書。
ISBN978-4-384-05748-5 C3098
第2次世界大戦のドレスデン無差別爆撃を体験したヴ
ォネガットのトラウマとの戦いの歴史をたどりなが
ら、その作品を包括的に批評する。長編を出版順に論
じ、
ヴォネガットのトラウマとの関わりかたの変化を、
多くの先行研究をもとに紐解く。
ISBN978-4-384-05941-0 C3098
酒と放浪生活に明け暮れ、パンクでカルト的な作家として
知られるチャールズ・ブコウスキー。短編・詩集・小説な
ど数々の作品批評を通じて「無防備で」「めちゃくちゃな」
ブコウスキーの自意識あるいは自己のあり方を考察する。
巻末には簡明な説明を付した文献リストを掲載。
ISBN978-4-384-05943-4 C3098

永野良博著／諏訪部浩一監修

『V.』
『メイスン&ディクスン』
『重力の虹』等ピンチョ
ンの長編、中編作品のなかで扱われる、越境的な想像
力が描き出す近代化と現代の様相を読み解く。また、
主流派から排除された選びに与れぬ者たちの系譜とシ
帝国、戦争、システム、そして選びに与れぬ者の生
ステムに抗う生について論じる。
四六判 上製 272頁 本体2,500円
ISBN978-4-384-05942-7 C3098

アメリカ文学との邂逅

トマス・ピンチョン

石塚久郎責任編集／大久保譲, 西能史, 松本朗, 丸山修編集委員
岩田美喜, 大石和欣, 小川公代, 唐澤一友, 川崎明子, 小林宜子, 近藤康裕,
秦邦生, 末廣幹, 武田将明, 冨樫剛, 由井哲哉著

イギリス文学入門
A5判

並製

460頁

本体3,500円

ノースロップ・フライ著／ロバート・サンドラー編
石原孝哉，市川 仁，林 明人訳

ノースロップ・フライのシェイクスピア講義
四六判

並製

360頁

本体2,500円

ディヴィッド M.バージェロン著／北川重男訳

シェイクスピアを学ぶ人のために
参考文献へのアプローチ
四六判

上製

264頁

本体2,800円

120人の作家をリストアップし、参考文献を紹介した第
１部と15のイギリス文学の「テーマ」を解説した第２部、
巻末付録（事項・作家索引、イギリスに関するデータ、
参考文献など）で構成される。イギリス文学という＜世
界＞を様々な角度から楽しむための必読書。
ISBN978-4-384-05749-2 C3098
ノースロップ・フライはじめての作品各論。シェイク
スピア劇の新しい楽しみ方を教えてくれる文学的味わ
い豊かな作品。

ISBN978-4-384-02384-8 C1098
現代の多様なシェイクスピア研究の現状を伝えると同
時に、各種文献へのガイドブック。本書を利用するこ
とで、文献検索が容易に、 かつ効率的になるばかりで
なく、シェイクスピア研究の流れをくまなく概観でき
ます。
ISBN978-4-384-01180-7 C1098

専門書
増本浩子著

フリードリヒ・デュレンマットの喜劇
迷宮のドラマトゥルギー
A5判 上製（函入）

368頁

本体7,800円

下程 息著

『ファウストゥス博士』研究

ドイツ市民文化の「神々の黄昏」とトーマス・マン
A5判 上製（函入）

560頁

本体12,000円

マックス・フォン・ベーン著／飯塚信雄他訳

ドイツ十八世紀の文化と社会
A5判 上製（函入）

626頁

本体12,000円

W. H.ブリュフォード著／上西川原

章訳

十八世紀のドイツ
ゲーテ時代の社会的背景
A5判 上製（函入）

400頁

本体8,500円

ハンス・フリードリヒ・ローゼンフェルト，
ヘルムート・ローゼンフェルト著／鎌野多美子訳

中世後期のドイツ文化
1250年から1500年まで
A5判 上製（凾入）

432頁

本体9,500円

エルンスト・ハーニッシュ，ウルリケ・フライシャー著／植和田光晴訳

広く知られし時代の蔭に

ゲオルク・トラークルの時代のザルツブルク
A5判 上製

264頁

本体6,311円

清水純夫著

「ヴィルヘルム・マイスター」研究
A5判 上製（函入）

400頁

本体9,709円

早崎守俊著

ドイツ表現主義の誕生
四六判

上製

176頁

本体2,136円
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ブレヒトの死後、ドイツ語圏で最もすぐれた劇作家と
いう賞賛を受けたデュレンマットは、マックス・フリ
ッシュと並んでスイス演劇界の立役者であった。画家
としても知られているが、本書では文学テキストを対
象にし、グロテスクなものの技能を明らかにする。
ISBN978-4-384-04013-5 C0098
時代の危機に対して創作を通じて対決しようとする姿
勢を崩さなかったマンのナチズム批判。この２つの視
点から『非政治的人間の考察』を序幕とする市民文化
の「神々の黄昏」の最終幕となった『ファウストゥス
博士』を考察する。
ISBN978-4-384-01067-1 C1098
「啓蒙主義の時代」と呼ばれる18世紀のドイツ。当時
の哲学・文学・美術などを、与える側からだけでなく、
それを享受する庶民の側にも視点をおき、複眼的に考
察しているというのが、本書の大きな特徴です。
ISBN978-4-384-05821-5 C0098
十八世紀・ドイツ文化史研究の第一人者である、ブリ
ュフォードによる本書は、文学・思想研究にはもとよ
り、ドイツ文学の社会学的研究に欠くことのできない
１冊です。 当時の政治的構造、社会秩序そして文学
への影響を詳述しています。
ISBN978-4-384-05822-2 C1022
中世後期（1250年から1500年まで）のドイツ社会を、
歴史・政治面と宗教（キリスト教）面だけでなく、衣
食住をはじめとする、技術・学問・芸術・道徳など生
活様式の面からも考察している。図版も多数収録。地
名・人名・事項索引付き。
ISBN978-4-384-02452-4 C0098
魂の詩人ゲオルク・トラークルの生きた時代のザルツ
ブルク社会を、あらゆる資料を用いて再現する。難解
なトラークルの詩句が、実は前半で再現した社会を色
濃く反映していることを証明していく。何げない詩句
がはらむ巨大な蔭。
ISBN978-4-384-01039-8 C0098
難解で長大な作品『ヴィルヘルム・マイスター』の一
側面に新しい光をあてている。また教養小説の流れの
中に位置づけて、この作品が後世に与えた影響にも言
及。第１部で修業時代、第２部で遍歴時代、第３部で
後裔たちについて論及。
ISBN978-4-384-01044-2 C0098
20世紀初頭、近代の終焉を鋭敏に感じとった「表現派
芸術家たち」の姿を、雑誌『嵐』とのかかわりを軸に、
絵画から詩・小説・戯曲の分野にわたり論じた。「激情
的でしかも内向的、かつ生命的」といわれる表現派芸
術について、その誕生の頃に焦点をあてた。
ISBN978-4-384-01057-2 C0098
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専門書

広瀬千一著

ドイツ近代劇の発生

シュトゥルム・ウント・ドラングの演劇
A5判

上製

312頁

本体8,252円

恒川隆男，平子義雄，小松英樹，根本萠騰子，大中智男，若規敬佐，尾川 浩著

文学にあらわれた現代ドイツ
東西ドイツの成立から再統一後まで
四六判

上製

292頁

本体2,800円

マックス・フォン・ベーン著／飯塚信雄他訳

ビーダーマイヤー時代
ドイツ19世紀前半の文化と社会
A5判

上製（函入）

704頁

本体12,000円

南大路振一，中村元保，石川 實，深見 茂編著

十八世紀ドイツ市民劇研究
A5判

上製（函入）

524頁

本体9,000円

南大路振一著

18世紀ドイツ文学論集
A5判
天野

上製（函入）

448頁

恵，鈴木信吾，森田

本体8,500円
学著

イタリアの詩歌

──音楽的な詩、詩的な音楽
A5判
宮永

上製

192頁

本体3,200円

孝著

日本洋学史

葡・羅・蘭・英・独・仏・露語の受容
A5判

上製

464頁

本体4,800円

西山隆行著

アメリカ政治
制度・文化・歴史
A5判

並製

240頁

本体2,500円

ドイツ近代劇の源流としてのシュトゥルム・ウント・
ドラング劇の位置づけや、個々の劇作品の分析から、
その演劇論や演劇観がどのように作品に結実したかを
考察。近代的自我に目覚めてゆく時代精神の転換点、
近代・現代的意義を論ずる。
ISBN978-4-384-01061-9 C1098
第二次世界大戦後のドイツ文学は社会や政治との関係
をぬきにしては考えられない。本書では、現代ドイツ
の社会的、歴史的事件に、人々が何を感じ、何を考え
たかを、作家たちの発言や行動を通して恒間見ようと
している。
ISBN978-4-384-01068-8 C0098
王政復古から革命前夜までのドイツ社会は、近代ヘと
時代が移行する前の最後の「古き良き」時代への郷愁
に満ちていた。そんな時代の様相が、政治、経済、文
化から家庭生活、ジャーナリズム、モードなどに至る
多分野にわたって明快に記述されている。
ISBN978-4-384-02190-5 C0098
18世紀ドイツ演劇の大きな特色である市民劇に着目し、そ
れをめぐる演劇活動の大きなうねりを明らかにした。文学
史の表面に浮かび出て来ない多くの作品にも直接あたって
吟味しながら、市民劇を生み出す事になった背景、作品の
特徴、市民階層における問題意識の変化などを考察。
ISBN978-4-384-05824-6 C3098
18世紀とはいかなる時代であったのだろうか。
「啓蒙
主義時代」のドイツ文学の諸相をレッシングの作品研
究を中心に明らかにした論文集。各論文は相互に関連
があり、18世紀ドイツ文学研究のための必携書。
ISBN978-4-384-00597-4 C3098
イタリア語で書かれた詩をより深く理解し、味わうために必要
な基礎知識や、実際の作品の魅力について、言語、文学、音楽を
専門とする３名の研究者がテーマを選んで執筆。文学と音楽と
いう、２つの世界の関係について知ることは、イタリア文化の
魅力を本当に深く味わうために欠かせないものです。
ISBN978-4-384-03900-9 C0073
西欧語の学習と摂取・同化の歴史をたどる１冊。異文
化交流において有力な媒介となったのは、キリシタン
の布教活動と語学教育によるポルトガル語、ラテン語、
さらにオランダ語、ついで英語・ドイツ語・フランス
語・ロシア語、という道具としての外国語だった。
ISBN978-4-384-04011-1 C0095
アメリカ政治を理解するためのガイドブック。国際政治に
多大な影響力を持つアメリカの実情を知り、その政治主体
がどのような前提に基づいて行動していると考えられるか
を客観的に解説する。制度だけではなく、歴史背景・文化
も紹介。詳細な文献案内と人名索引、項目索引付き。
ISBN978-4-384-04608-3 C3031

専門書
岩村偉史著

社会福祉国家ドイツの現状
ドイツ人の人生の危機への備え
四六判

上製

175頁

本体2,200円
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福祉、労働、社会保険の分野にまたがる、ドイツの社
会保険制度の現在の仕組みを出発点に、その歴史的経
緯や背景、さらにはドイツ人の価値観や人生観なども
織りまぜながら、
『社会福祉国家』ドイツの状況をわか
りやすく解説したものです。
ISBN978-4-384-03828-6 C1036

池田理知子，塙 幸枝編著／青沼 智，宮崎 新，神戸直樹， 「グローバル社会」でみすごされがちな「異」を通して
石黒武人，鳥越千絵，師岡淳也，河合優子著
異文化コミュニケーションの概念を学び、理解を深め
る入門書。基礎、応用、発展の3部構成。各章いずれも
身近な「異」を導入とし、章末には考察を深めるため
―身近な「異」から考える
の問いとディスカッションのヒントを提示。
A5判 並製 176頁 本体2,000円
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05937-3 C1030

グローバル社会における異文化コミュニケーション
日本コミュニケーション学会編

日本コミュニケーション学会40周年記念

現代日本のコミュニケーション研究
―日本コミュニケーション学の足跡と展望―
A5判 並製

320頁

八代京子，町

本体3,600円

惠理子，小池浩子，吉田友子著

改訂版

異文化トレーニング
ボーダレス社会を生きる
四六判

上製

336頁

本体2,900円

本名信行，ベイツ・ホッファ，秋山高二，竹下裕子編著

第2版

異文化理解とコミュニケーション1
ことばと文化
四六判

上製

280頁

本体2,800円

本名信行，秋山高二，竹下裕子，ベイツ・ホッファ，ブルックス・ヒル編著

第2版

異文化理解とコミュニケーション2
人間と組織
四六判

上製

312頁

本体2,800円

八代京子，荒木晶子，樋口容視子，山本志都，コミサロフ喜美著

異文化コミュニケーション・ワークブック
A5判 並製

184頁

本体2,800円

ベイツ・ホッファ，本名信行，竹下裕子編著

共生社会の異文化間コミュニケーション
新しい理解を求めて
四六判

上製

392頁

本体3,200円

日本のコミュニケーション学の歴史、現在関心を集め
ている課題や研究法、そして今後の展望を、それぞれ
の執筆者が簡潔に、また豊富な研究経験を活かして書
き下ろした、専門性の高い１冊。対人、異文化、組織、
レトリックなど、全６部の構成。
ISBN978-4-384-05659-4 C1030
生活習慣や価値観の違う人間同士がわかり合うのに必
要な態度やスキルをやさしく解説。柔軟な思考と様々
な文化を受け止められるセンスを養うトレーニング問
題を多数収録し、また異文化と接触する際におきる
様々なエピソードも随所に紹介。
ISBN978-4-384-01243-9 C0039
教育界や企業、地方自治体では異文化理解教育が不可
欠になり、その波は小・中学校にまで及んでいます。
１巻ではことばのしくみとはたらきに焦点をあて、
「コ
ミュニケーションとは何か」を考えます。
ISBN978-4-384-04071-5 C0095
２巻では異なる文化が共存する現場を検証、分析しま
す。違いを感じて人々はどう動くのか、会社や自治体
はどの組織、教育現場はどうなっているのか、共栄し
ていくために何が必要なのか、異文化理解のあり方を
実践的に解説。
ISBN978-4-384-04072-2 C0095
文化背景の異なる人々とのコミュニケーションに必要とさ
れる基礎的な態度と技術を養う格好の１冊。理論にとどま
らず、異文化に対する「開かれた心」の必要性が実感でき
るよう具体的な練習（「セルフチェック」
「ステップアップ・
エクササイズ」）を数多く用意し、簡明に解説。
ISBN978-4-384-01851-6 C0095
異文化間コミュニケーションの専門家が研究の成果を
基礎に、現実的な問題を分析し、解決の道を探る。異
文化間コミュニケーションの新しい研究方向を示すと
ともに、この研究分野が今後の共生社会の組織と運営
にあたって極めて重要であることを明らかにする。
ISBN978-4-384-04228-3 C0095
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専門書

伊佐雅子監修・著／池田理知子，灘光洋子，今井千景，吉武正樹，
山田美智子，岩隈美穂，エリック.Ｍ.クレーマー，丸山真純著

改訂新版

多文化社会と異文化コミュニケーション
A5判

並製

216頁

本体2,400円

八代京子，山本喜久江著

多文化社会の人間関係力

実生活に生かす異文化コミュニケーションスキル
四六判

並製

154頁

本体1,800円

八代京子監修／鈴木有香著

交渉とミディエーション

協調的問題解決のためのコミュニケーション
A5判

並製

240頁

本体2,850円

河井徳治，木村英二，中川 晶，藤永 壯編

文化環境学のススメ
A5判

並製

144頁

本体1,800円

河井徳治，木村英二，中川 晶，藤永 壯編

文化環境学のスペクトル
A5判

上製

296頁

本体3,600円

岩村偉史著

異文化としてのドイツ

ドイツの暮らし、社会の仕組み、価値観を読み解く
四六判
小林

並製

224頁

本体1,900円

喬著

異文化の基底

ドイツ人の心を求めて
四六判
小林

上製

224頁

本体2,136円

喬著

異文化の接点

ドイツへの知的好奇心の所在
四六判

上製

224頁

本体2,200円

国が異なる人同士のコミュニケーションだけでなく、
あらゆる他者との関わりを「異文化コミュニケーショ
ン」と捉え、そこに潜む問題点に迫るとともに、既存
の「異文化コミュニケーション」の概念に疑問を投げ
かけるものである。
ISBN978-4-384-03942-9 C0095
21世紀は「多文化社会」だと言われています。具体的
には、職場でも、学校でも、隣近所でも異なる文化背
景を持っている人々と共に生活するということです。
そんなこれからの多文化社会をより良い人間関係づく
りで生き抜くための１冊です。
ISBN978-4-384-04092-0 C0095
人間関係の悩み・もめ事を解消するコミュニケーショ
ンスキルを紹介。多様な価値観や行動様式が衝突する
ことによって引き起こされる問題を、効率よく協調的
に解決していく調整力を養い、
「問題解決のスキル」を
習得するための理論と実践的なノウハウを示した。
ISBN978-4-384-05235-0 C0095
「
『文化環境学』とはどのような学問なのか？」という
問いに対して、既存の研究分野を越えた、さまざまな
分野の研究者が答える。

ISBN978-4-384-04026-5 C0030
哲学、宗教学、文学、演劇学、歴史学、社会学、法学
などの専門を持つ研究者が自分の拠って立つところを
出発点としながら、
「文化環境学」を意識して書かれた
８本の論考を収めた。
ISBN978-4-384-04025-8 C0030
地理的にも役割的にもヨーロッパの中心となる存在の
ドイツ。その社会の仕組みや人々の暮らしを、宗教、
食生活、教育など、さまざまな角度から読み解いてゆ
きます。ドイツとドイツ人について簡潔に、的確に書
かれたおすすめの１冊。
ISBN978-4-384-04008-1 C0095
ドイツの風俗・習慣、自然、味覚、ことわざ、年中行
事、家庭、宗教、教育などのエピソードをとおして、
中世庶民文化にその基層を持つドイツの心を探る。さ
らに、日本との対比によって文化の類似性を発見し、
あるべき価値観を提唱していく。
ISBN978-4-384-01054-1 C0095
文化をそこに暮らす人々の生活の基盤の上に生まれ育まれ
るものと考え、日常的で牧歌的な生活に密着した事象に焦
点を当て日独比較を試みた。本書を通して、お互いの国の
価値は価値として認める国際的視野に立って考える方法論
を確立できるだろう。1992年度群馬県文学賞受賞
ISBN978-4-384-02185-1 C0095

専門書
小林 喬著

異文化の魅惑

未知なる知的対象を求めて
四六判

上製

224頁

本体2,200円

小林 喬著

異文化の調べ

ドイツ人の生の調べを求めて
四六判

上製

222頁

本体2,200円

小林 喬著

異文化の潜流

ドイツ人の心の響きを求めて
四六判

上製

224頁

本体2,200円

中埜芳之著

ドイツ人がみた日本

ドイツ人の日本観形成に関する史的研究
A5判 上製

276頁

本体5,200円

岩村偉史著

ドイツ人の価値観
ライフスタイルと考え方
四六判

並製

288頁

本体1,900円

宇田川晴義監修／小関一也，小島健太郎，尾崎 司，淺川和也，桜井高志著

地球市民への入門講座
グローバル教育の可能性
A5判 並製

160頁

本体2,000円

河井徳治，木村英二，中川 晶，藤永 壯編

文化環境学のススメ
A5判 並製

144頁

本体1,800円

八代京子監修／鈴木有香著

交渉とミディエーション

協調的問題解決のためのコミュニケーション
A5判 並製

240頁

本体2,850円
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常に日本への視線を逸らすことなく、異文化としての
ドイツを見つめ続けてきた著者が、絵画やメルヒェン
を通してドイツの森林を考察し、教会や看板を通して
聖俗の文化の底流を探る。とくにドイツの葬儀の描写
は他に類をみない。
ISBN978-4-384-04004-3 C0095
揺るぎないドイツの歴史的民族の調べに耳を傾ける
と、また新たなる民族的生の証が見えてくる。ドイツ
の歴史的民俗を長年探求してきた著者のシリーズ６作
目。
ISBN978-4-384-03232-1 C0095
町のたたずまい、彫刻、絵画、民芸品、また祭りや社会
奉仕、教育にとどまらず、縫い針や腕貫、塵埃に至る小
さなものにまでドイツ精神のありようを見出していく。
ドイツから学ぶべきものは学びながら、後世に伝えるべ
き日本的なるものをさぐる異色の異文化交流論。
ISBN978-4-384-04160-6 C0095
ドイツ人は日本をどう見ているのか？ 流布するイメ
ージと現実の乖離はいかにして生じるのか？ マル
コ・ポーロの時代から現在まで、新聞・雑誌はもとよ
り、見聞録、旅行記、教科書、日本論、世論調査、イ
ンターネット、高さ４メートルにも及ぶ資料を分析。
ISBN978-4-384-03616-9 C1020
現代が直面するさまざまな問題の解決に重要な示唆を
与えてくれる欧州型の政治・経済運営。ドイツ社会の
仕組みと、ドイツ人の考え方を歴史的・文化的背景か
ら読み解き、ヨーロッパの中核的存在である国ドイツ
やドイツ人を理解するように解説しています。
ISBN978-4-384-03512-4 C0095
環境、開発、人権、平和など地球規模の諸問題に対し、実践
するグローバル教育をまとめた。教育の新しい可能性を探
り、創造的に行動する地球市民をはぐくむことを目指す。
心理学的なアプローチとしての対人関係学からの自己・他
者理解などから、社会参加までも包括している。
ISBN978-4-384-01161-6 C0037
「『文化環境学』とはどのような学問なのか？」という
問いに対して、既存の研究分野を越えた、さまざまな
分野の研究者が答える。

ISBN978-4-384-04026-5 C0030
人間関係の悩み・もめ事を解消するコミュニケーショ
ンスキルを紹介。多様な価値観や行動様式が衝突する
ことによって引き起こされる問題を、効率よく協調的
に解決していく調整力を養い、
「問題解決のスキル」を
習得するための理論と実践的なノウハウを示した。
ISBN978-4-384-05235-0 C0095
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専門書

工藤美知尋著

生涯学習の実践者たち

六〇歳からの挑戦
四六判

上製

216頁

本体2,000円

山下聖美著

賢治文学「呪い」の構造
四六判

上製

228頁

本体1,800円

小室金之助著

歌舞伎と六法
四六判

上製

192頁

本体2,900円

NPO 法人企業年金・賃金研究センター編／孫田良平監修

賃金の本質と人事革新
A5判

上製

308頁

本体2,800円

栩木伸明著

第二版

卒論を書こう

テ一マ探しからスタイルまで
A5判

並製

240頁

本体2,200円

人間の素晴らしさは、困難な状況を打ち破ろうとして
努力するところにある。人間の幸せは、経済的諸価値
以上に精神的溌剌さにこそある。本書に登場する８名
は、それぞれの環境で精一杯努力した方々である。
ISBN978-4-384-03577-3 C0037
宮沢賢治の謎に満ちた「伝説」……旧家にまつわる伝
説、１か月に3,000枚の原稿を書いたという創作にまつ
わる伝説、童貞伝説、同性愛伝説、賢治霊能力者伝説、
さまざまな奇行による奇人変人伝説。これらの謎を１
つひとつ剥がしながら賢治の実像を抉る！
ISBN978-4-384-04125-5 C0095
赤穂浪士による主君の仇討ち、という復讐事件をテー
マとした『仮名手本忠臣蔵』を取り上げ、法律的に解
釈。刀剣に詳しい著者ならではの、歌舞伎における刀
剣の解説も見逃せない。今までとは違った『忠臣蔵』
が見えてくる１冊。
ISBN978-4-384-01192-0 C1098
賃金の哲学、歴史、基本概念を学び、我が国の歴史・
風土の上に即した人を活かす人事制度の構築方法をわ
かりやすく、実例を踏まえて紹介。企業・人の将来を
真剣に憂いる人事・労務の戦略家・実務担当・専門家
必携。
ISBN978-4-384-03234-5 C2034
本書は、文系学生のためのまったく新しい卒論マニュ
アル。テーマの探し方、情報の集め方、まとめ方など
をていねいに解説しました。ここ最近のテーマー覧も
掲載。巻末付録は、141％に拡大すると実物大の様式
サンプルになります。
ISBN978-4-384-03829-3 C1082

文芸
ヘルタ・ミュラー著／山本浩司訳

新装版

狙われたキツネ
四六判

上製

370頁

本体1,900円

ヘルタ・ミュラー著／山本浩司訳

ヘルタ・ミュラー短編集

澱み
四六判

上製

244頁

本体1,900円

ヘルタ・ミュラー著／山本浩司訳

息のブランコ
四六判

上製

388頁

本体2,200円

ヘルタ・ミュラー著／小黒康正訳

心獣
四六判

上製

312頁

本体2,400円

ペーター・ハントケ著／阿部卓也，宗宮朋子訳

ドン・フアン

（本人が語る）
四六判

上製

160頁

本体1,800円

ダニエル・ケールマン著／瀬川裕司訳

世界の測量

ガウスとフンボルトの物語
四六判

上製

336頁

本体1,900円

ダニエル・ケールマン著／瀬川裕司訳

僕とカミンスキー
盲目の老画家との奇妙な旅
四六判

上製

240頁

本体1,800円

ダニエル・ケールマン著／瀬川裕司訳

名声
四六判

上製

240頁

本体1,900円
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チャウシェスク独裁政権下のルーマニア。家宅侵入、
尾行、盗聴。恋愛感情さえスパイ活動に利用され、誰
かを好きになることが、親友を傷つける。若い女性教
師アディーナの見た独裁制の恐怖。秘密警察に追いつ
められ……。
ISBN978-4-384-04276-4 C0097
2009年ノーベル文学賞受賞者ヘルタ・ミュラーの処女
作。1982年にブカレストで発表された本書だが、チャ
ウシェスク独裁政権下の抑圧された人々の生活をユー
モアある筆致で表現している。
『弔辞』『シュワーベン
風呂』など、表題含む19編の短編集。
ISBN978-4-384-04349-5 C0097
2006年に逝去したジーベンビュルゲン地方出身の詩人
である友人へのオマージュ。主人公レオポルトが過ご
した収容所の索漠とした世界がミュラー独特の筆致で
繰り広げられる。
ISBN978-4-384-04350-1 C0097
1980年代のチャウシェスク政権下のルーマニアの大
学。女子学生の自殺をきっかけに「私」とクルト、ゲ
オルク、エトガルの受難が始まる。４人の学生たちの
独裁政権への抵抗そして当局からの圧力。亡命しても
なお当局の監視は続く。
ISBN978-4-384-05233-6 C0097
〜終わりのない旅。
「決定版にして真実」のドン・フア
ン物語〜ドイツ語文学界の重鎮ペーター・ハントケの
小説を邦訳。 ５月のパリ近郊のポール・ロワイヤル・
デ・シャンの庭。そこで宿屋を営む「私」によって語
られる７日間のドン・フアンと女たちとの物語。
ISBN978-4-384-05602-0 C0097
ドイツで2005年秋に発売された「Die Vermessung der
Welt」の翻訳。知の歴史に偉大な足跡を残した二人の天
才、ガウスとフンボルトを主人公とした、哲学的冒険小
説は、ドイツで100週間以上に亘ってベストセラー・リス
トに名を連ね100万部を超えた大ベストセラー。
ISBN978-4-384-04107-1 C0098
芸術家への道に挫折した美術ライターと、盲目の老画家
で〈マティスの弟子〉カミンスキー。人間関係の深層心理
に潜む微妙な主導権争いの滑稽味、そして現代の文化産
業に対する鋭い風刺までをも盛り込んだ、まさに現在を
生きる作家だからこそ表現し得る、いまここにある文学。
ISBN978-4-384-04195-8 C0098
ケータイをめぐる９つの物語。コミュニケーションの
テクノロジーによって生み出されるパラレルワールド
を舞台に繰り広げられる９つの物語が、
「ケータイ」を
通してひとつの小説になる。2012年イザベル・クレー
フェルト監督、ハイノー・フェルヒ主演で映画化。
ISBN978-4-384-05545-0 C0098
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文芸

ダニエル・グラッタウアー著／若松宣子訳／網中いづる装画

北風の吹く夜には
四六判

上製

304頁

本体1,800円

トーマス・ブルスィヒ著／粂川麻里生訳

サッカー審判員フェルティヒ氏の嘆き
四六判

仮フランス装

136頁

本体1,800円

ステファノ・フォン・ロー著／トルステン・クロケンブリンク絵 ＜ 2 色刷＞

小さい“つ”が消えた日
B6変型判

半上製

128頁

本体1,400円

ハンス・ツィッパート著／ミヒャエル・ゾーヴァ絵／諏訪 功，ヴォルフガング・シュレヒト訳 ＜一部カラー刷＞

お皿監視人

あるいはお天気を本当にきめているのはだれか
A5変型判

上製

120頁

本体1,600円

リンダ・キルト作／ミヒャエル・ゾーヴァ絵／二宮千寿子訳 ＜一部カラー刷＞

怖るべき天才児
四六判

上製

168頁

本体1,800円

キルステン･ボイエ著／長谷川弘子訳

メドレヴィング
地底からの小さな訪問者
A5判

上製

624頁

本体2,400円

ゲッツ・アリー著／鷲巣由美子訳

暗闇の中で

マーリオン・ザームエルの短い生涯1931-1943
四六判

並製

216頁

本体1,800円

アクセル・ハッケ著／高島 浩訳

ドイツのアルバム
四六判

並製

260頁

本体2,400円

それは一通の間違いメールから始まった。理想の夫と
暮らすエミと美しい婚約者を持つレオ。肌をさすよう
な北風が、交わるはずのない運命を、近付けていく
……。ドイツでベストセラー、世界37か国で翻訳され
た話題の恋愛小説。
ISBN978-4-384-05615-0 C0097
サッカー・ブンデスリーガの審判で、かつ保険の外交員
である主人公の独白形式の短編小説。選手たちに対し
て、サポーターたちに、マスコミに、世間に、医者に、
法 廷 に ……。ル ー ル を 守 る 審 判 の 立 場 か ら の 愚 痴 の
数々。メルケル首相にも愛された話題の小説の邦訳。
ISBN978-4-384-05660-0 C0097
小さい“つ”には音がありません。「音がないなんて、
文字じゃない」とからかわれた小さい“つ”は次の朝、
姿を消してしまいます。すると、小さい“つ”がいな
くなっただけで、日本語は大混乱に……。ドイツから
届いた、日本語の五十音をめぐるファンタジー。
ISBN978-4-384-05514-6 C0097
世界の天気を左右する力を持つ「お天気マフィア」と４
人のドイツの子どもたちとの探偵合戦を描いたファンタ
ジー風の読み物。物語のアイディアのもとになっている
のは、ドイツのことわざ『残さずに食べて、お皿を空に
しない。そうしないと明日、お天気が悪くなる』です。
ISBN978-4-384-05561-0 C0098
ちょっとふつうでない人生を送った子どもたちにまつわる辛
口のお話。荒唐無稽というか傍若無人というのか、理屈や筋
道におかまいなく、転がるように話は進んでいく。不気味さ
ととぼけた味わいが絶妙に共存するミヒャエル・ゾーヴァの
挿絵が、リンダ・キルトの世界をみごとにとらえている。
ISBN978-4-384-04083-8 C0098
父親の失踪、それは地底の国“メドレヴィング”に住むこびと
たちを脅かす、大きな事件の前触れだった。こびとの男の子
ニースは妖精モアと一緒に、父親を探す旅に出かける……。
ドイツのハンブルクを舞台に人間の男の子と、こびとの男の
子が一緒に謎を解いていく、冒険ファンタジー。
ISBN978-4-384-04077-7 C0098
ドイツの著名なホロコースト研究家ゲッツ・アリーが、
自身の受賞した「マーリオン・ザームエル賞」の名前の
由来となる、ユダヤ人少女が辿った運命の調査を開始し
た。ナチ体制についての豊富な知識と資料に基づき、彼
女とその家族のことを少しずつ明らかにしていく。
ISBN978-4-384-04073-9 C0022
『ちいさなちいさな王様』で知られるアクセル・ハッケの、
文章と写真によるアルバムです。ジャーナリストとしての
ハッケが、ドイツの市井の人々の生活のかけらを、丁寧に
スクラップしました。個々の事実の記録を通して、ドイツ
という国、ドイツ人像を浮かび上がらせています。
ISBN978-4-384-04068-5 C0098

文芸・歴史
キース・エマーソン著／川本聡胤訳

キース・エマーソン自伝
A5判 並製

440頁

本体2,800円

巻口勇次著

永遠のジョン・レノン
―愛と平和と音楽に賭けた男―
四六判

上製

272頁

本体2,300円

ジェリー・イエリン著／巻口勇次，巻口勇一郎訳

黒焦げの水筒
四六判

並製

440頁

本体2,400円

しんせい会編

〈POD版〉

柏原兵三の人と文学
A5判 並製

330頁

本体3,000円

星 亮一著

296頁

本体1,800円

彰義隊

われら義に生きる
上製

324頁

星 亮一著

本体1,800円

北の大地に独立国家建設を夢見た榎本武揚艦隊vs薩長
新政府の壮絶な最終決戦にスポットを当てた長編スペ
クタクル。北国の独立国家建設への夢と維新最終決戦
を辿り、激動の時代を生きたサムライたちの情熱や志、
葛藤を鮮やかに描ききる。
ISBN978-4-384-04101-9 C0021

本体1,800円

荒川類右衛門勝茂は会津藩の中級武士。京都時代から詳
細な日記を書き留め、会津城下の戦いについても詳細な
記述がある。苦難の暮らしのなかで、母を思い、妻子の
幸せを念ずる愛情あふれる記述が連綿と続いている。会
津藩士と奥羽越列藩の苦闘と近代国家誕生の軌跡。
ISBN978-4-384-03839-2 C0021

箱館戦争 北の大地に散ったサムライたち
四六判

上製

324頁

星 亮一著

再考・幕末維新史

戊辰の内乱
四六判

上製

336頁

戦後日本文学史に一閃の光を灯し早世した芥川賞作
家・柏原兵三（1933-1972）
。映画『少年時代』
（1990、
篠田正浩監督）の原作者としても知られる、その人と
なりと文学性を、生前の彼と親しかった人たちが愛情
深く語り明かした寄稿文集。
ISBN978-4-384-70114-2 C0095

「われわれは逆臣にあらず、主家に対して義をつくす
のみ」初めから勝利の方程式など無かった彰義隊。彼
らは何のために戦ったのか。維新に咲いた一輪の花、
彰義隊の結成から全滅まで大政奉還後の情勢を背景に
軌跡をたどる。
ISBN978-4-384-04132-3 C0021

星 亮一著

四六判

オノ・ヨーコ氏推薦。人道主義と平和主義に基づくノ
ンフィクション小説。静岡における例年の日米合同慰
霊祭で平和のシンボルとして使われ、表題ともなって
いる「黒焦げの水筒」は、戦争末期に静岡の上空で墜
落死した本書の登場人物の遺品である。
ISBN978-4-384-02832-4 C0097

本体2,000円

徳川幕府終焉の舞台裏
上製

傷だらけになって自らの人生を果敢に切り拓いていっ
た―筆者はそんなジョンに、強く惹かれる。ジョンが
直面した個人的な問題、当時の政治、社会状況、オノ・
ヨーコを筆頭に彼の人生と深く関わった人々の言動、
彼自身の魅力あふれる個性をリアルに描く。
ISBN978-4-384-01785-4 C0095

幕末争乱に躍動した男たちの野望と挫折を描き切る！
明治維新は慶喜の自滅によって転がり込んだものだっ
た。この波に乗り遅れた東北、越後は逆賊の汚名を着
せられ、痛恨の明治を迎えることになる。日本の運命
を変えた八年間、その幕切れが鳥羽伏見だった。
ISBN978-4-384-04242-9 C0021

鳥羽伏見の砲声
四六判
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EL&P、ナイス等のキーボーディスト、作曲家として、
あらゆる分野の音楽に計り知れない影響を与え続ける
キース・エマーソン。激動の時代の中で自らの音楽と
真摯に向き合って生きた男の記録は、未来永劫、若き
クリエイターたちに勇気を与え続けるであろう。
ISBN978-4-384-05725-6 C0073
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歴史

星

亮一著

新装版

仙台戊辰戦史

北方政権を目ざした勇者たち
四六判
星

並製

320頁

本体1,600円

亮一著

新装版

幕末史 激闘！薩摩・長州・会津
四六判
星

並製

288頁

本体1,600円

亮一著

〈POD版〉新装版

会津藩 斗南へ
誇り高き魂の軌跡
四六判
星

並製

312頁

本体1,800円

亮一著

〈POD版〉新装版

白虎隊と二本松少年隊
幕末維新を駆け抜けた若獅子たち
四六判
星

並製

336頁

本体1,900円

亮一著

野口英世
四六判

上製

波乱の生涯

252頁

本体1,800円

浅倉稔生著

〈POD版〉

フィラデルフィアの野口英世
四六判
鈴木

並製

238頁

本体2,400円

亨著

新装版

再現・新選組
四六判
高野

並製

256頁

本体1,600円

澄著

新装版

坂本龍馬
四六判

並製

33年の生涯

272頁

本体1,600円

仙台の戊辰戦争は、東北が日本国の中枢に出ようとす
る壮大な挑戦だった。これは東北史に新しい１ページ
を飾り、東北の時代の先駆的な行動となった。戊辰戦
争の意味とは？ 近代日本の魁となった奥州列藩同盟
の苦悩の選択を描き切る！
ISBN978-4-384-04199-6 C0021
近代日本は薩摩藩や長州藩といった勝者のみの国家で
はなかった。会津をはじめ、東北、越後の人々も粘り
強く明治国家に参画。明治国家誕生に隠された薩摩、
長州、会津の暗闘と葛藤を検証するなかから改革、革
新の意味と国家の在り方の根源に迫る。
ISBN978-4-384-04152-1 C0021
明治の初め、戊辰戦争に敗れた会津藩の人々は現在の青森県下
北、上北、三八地方に移り住み、会津の新生を目指した。それ
は飢えと病に冒され多くの犠牲を出した斗南藩の歴史。藩士た
ちの秘められた苦闘の歴史を描き切る。【hontoオンデマンドブ
ック、三省堂書店オンデマンドでの取り扱いとなります】
ISBN978-4-384-72102-7 C0021
白虎隊の人々は会津藩の選択を悔やまず誇りを持って生き続け
た。多くの人々が飯盛山を訪ね白虎隊の墓前に焼香するのも、
己を犠牲にした崇高な魂に感動を覚えるからである。少年隊士
の心意気と慟哭を迫真の筆致で描き切る。【hontoオンデマンド
ブック、三省堂書店オンデマンドでの取り扱いとなります】
ISBN978-4-384-72103-4 C0021
英世の生家の辺りは猛烈な吹雪が襲い、道路は一寸先も
見えなくなったという。英世の原点は、この猛烈な吹雪
にあったと歴史家星亮一は推察。また英世のプライドの
根源には会津の武士道があったとも説く。研究に明け暮
れたエピソードなども交えながら波乱の生涯を描く。
ISBN978-4-384-04159-0 C0095
貧困と左手の火傷にも負けず、世界的な医学者となっ
た野口の知られざる青春。蛇毒、梅毒、黄熱病の研究
など医学史上に名を残す夥しい研究の数々は、すべて
フィラデルフィアでスタートを切ったのだった。
ISBN978-4-384-70116-6 C0095
幕末維新史の中で一瞬ともいえる光芒を放って消滅し
た新選組。その誕生から最期までを、人物や事件はも
ちろん歴史的エピソードをも丹念に辿り、日本近代化
の過程における新選組の存在とはなんであったのかを
明らかにしていく。
ISBN978-4-384-04143-9 C0021
史実からエピソードまで『事典』形式で読む人間・龍
馬の軌跡。従来にない『事典スタイル』で龍馬の評価
の多様性を探ることができるように編まれており、そ
れらの項目を自由に組み立て自分だけの龍馬像を作り
上げることができます。
ISBN978-4-384-04309-9 C0021

歴史・その他一般書
林 洋海著

医傑凌雲
四六判

並製

308頁

本体1,900円

関 裕二著

古代史の闇と聖徳太子信仰の謎
聖者と鬼を結ぶ隠された糸
四六判

並製

237頁

本体1,600円

関 裕二著

新装版

古代史

謎解き事典

四六判

247頁

並製

本体1,600円

楠戸義昭著

改訂新装版

日本の歴史街道
四六判

並製

271頁

本体1,600円

坂東省次，戸門一衛，碇 順治編

改訂版

現代スペイン情報ハンドブック
A5判 並製

312頁

本体2,800円

柏木貴久子，松尾誠之，末永 豊著

南ドイツの川と町

イーザル、イン、ドナウ、ネッカー
四六判

並製

360頁

本体2,600円

巻口勇次著

イギリスの風景
たゆたう光と影
四六判

上製

234頁

本体2,200円

舩津邦比古著

ドレスデンの落日と復活
精神科医が見た東ドイツ終焉前夜
四六判

並製

192頁

本体1,900円
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病には身分の貴賎も敵味方もない。日本の赤十字活動の先駆
者、高松凌雲の生涯を描き切る！死の間際まで、貧民医療への
情熱は衰えなかった。いつも心には、パリで学んだオテル・デ
ューの思い出が輝いていた。凌雲が最期まで訴えたのは「病は
貧困がつくる、貧困は病がつくる」という信念からだった。
ISBN978-4-384-04340-2 C0095
数々の聖徳太子伝説の検証から明らかになった意外な
真実。古代史の闇と聖徳太子は知られざる接点を持っ
ている。その秘密を説き明かすことこそ、聖徳太子信
仰の本質、ひいては日本人の信仰の本質をつかむこと
になるだろう。
ISBN978-4-384-04093-7 C0021
古代史における事件は謎めいた、いわば迷宮入りの事
件が多い。本書はこれらをていねいに解きほぐすなか
から隠された意外な事実を探究してゆく。また、激動
の時代に現れた人物、特に女傑にスポットを当て、古
代史の謎を解くヒントを探る。
ISBN978-4-384-03820-0 C0021
道なくして歴史はありえない。街道は多面的な表情を持った
その時代を写す鏡である。道中奉行が支配した五街道の宿場
やその道筋で展開された、さまざまな人間ドラマや、戦争、道
を通過する文物等を通して街道はどんな役割を果たし、どの
ような日本史をつくり上げてきたかをみていく。
ISBN978-4-384-03838-5 C0021
最新の研究を行っている専門化を執筆陣に揃え、さら
に実務分野でスペインに係わっている人々を加え、
「よ
り実体・現実に近いスペイン像」を最優先して編集し
ました。また、在日スペイン大使館経済商務部にも全
面協力していただきました。
ISBN978-4-384-01957-5 C0036
ミュンヒェンを流れるイーザル川、スイスを源泉とし
てドナウ川に流れ込むイン川、ヨーロッパの大河ドナ
ウ川、氾濫を繰り返す暴れん坊のネッカー川。それぞ
れが愛着をもつ川をその流れに沿って歩いてみまし
た。川をめぐる旅を一緒に体感しませんか？
ISBN978-4-384-04187-3 C0039
イギリスに魅了された著者が、素顔のイギリスについ
て余すところ無く書きました。また光の部分だけでな
く、イギリスの階級社会、人種差別、ロンドン同時多
発テロの背景など、影の部分も紹介しています。
ISBN978-4-384-02447-0 C0095
聖母教会の再建や、王宮の再建、ツヴィンガー宮殿の修復
など、歴史的ドレスデンが再建されようとしている。第二
次世界大戦によって破壊された都市が、旧東ドイツ時代を
経て現在に至るまで、どのような歴史をたどってきたのか、
著者自身の目に映ったリアルなドレスデンを描く。
ISBN978-4-384-03784-5 C0095
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その他一般書
＜ 2 色刷＞

吹浦忠正，新藤昌子著

CD付 オリンピックでよく見るよく聴く国旗と国歌
A5判

並製

236頁

本体2,500円

カルロ・ペトリーニ著／石田雅芳訳

全世界で拡がる「スローフード」活動の創始者にして
スローフード協会会長であるカルロ・ペトリーニによ
る著書。
「スローフード」
とは何か、食品の質とは何か。
「おいしい、きれい、ただしい」をキーワードに世界の
食の現場から現状の問題と回答を日記形式で紹介。
ISBN978-4-384-02510-1 C0098

スローフードの奇跡
おいしい、きれい、ただしい
四六判

並製

320頁

本体2,400円

福田育弘著

いまやフランスで寿司レストランや寿司バーの存在はあ
たりまえ。日本は「食欲の秋」フランスでは「食欲の冬」。
ワインと日本酒。一つの食材の食べ方の相違、飲食の表
現の仕方、味覚……。フランスと日本の食卓から「飲食」
についての様々な比較文化としてのエッセイ。
ISBN978-4-384-00546-2 C0095

〈POD版〉

「飲食」というレッスン
四六判

並製

288頁

本体2,200円

石井理恵子著／松本里美版画

＜ 2 色刷＞

英国フード記 AtoZ
A5判

並製

150頁

本体1,600円

伊藤雅雄著

中国人ご一行様からクレームです！
四六判

並製

160頁

本体1,500円

巻口勇次著

笑いを楽しむイギリス人
ユーモアから見えてくる庶民の素顔
四六判

並製

250頁

本体1,900円

水戸芸術館編／イチハラヒロコ監修

こんどはことばの展覧会だ
A4変型判

並製

168頁

本体2,000円

イチハラヒロコ著

この人ゴミを押しわけて、
はやく来やがれ、王子さま。
A5変型判

上製

184頁

本体1,500円

世界42か国の国旗と国歌について解説。国旗の図案を
含めた変遷、エピソード、国歌の成り立ち、原詞と訳
を掲載。CD収録曲については歌唱ポイントと楽譜を
収録。新垣隆編曲・ピアノ伴奏、新藤昌子歌唱による
CD付き（21か国の国歌とオリンピック賛歌）。
ISBN978-4-384-05105-6 C2025

英国びいきの著者が様々な味を紹介します。美味しいも
の、不思議な味のもの、珍味･･･等々盛りだくさん。英国
のガイドブックを見て、無難なものばかり食べずにちょ
っとした冒険心を伴って英国の味を楽しみ、驚いてみ
る･･･そんな旅行気分で読んでみて下さい。
ISBN978-4-384-03765-4 C0026
中国人観光客の目に日本はどう映っているの？ 大型
バスで押し寄せ、大きな声でしゃべりながら、高額商
品を買っていく、中国セレブたちの本音を紹介。“う
るさい”彼らに文句と興味があるあなたへ！ 中国人
観光客とうまく付き合うためのヒント。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05534-4 C0095
40年間、イギリスの新聞・雑誌から収集したユーモア
265例を夫婦・老人・子供など7つの項目に分類し、笑
いのつぼを探り出し、筆者のコメントをつけたもので
す。笑いをとおして、英国庶民の素顔と英国文化を身
近に感じて下さい。
ISBN978-4-384-04062-3 C0095
ランゲージ・アーティスト、イチハラヒロコと水戸芸
術館のよびかけにこたえて、全国から集まった873本
の「ことばの作品」群。おおらかできどらず、さりげ
ない喜びと悲しみを表現することばたち。期せずして
時代を写しだしたちょっとヘンで不思議な１冊。
ISBN978-4-384-01025-1 C0095
ランゲージ・アーティストであるイチハラヒロコが「愛
と笑い」をテーマに作り上げた作品144本と、これまで
に行ってきた個展などの様子をまとめた１冊。ひとつ
ひとつのことばが身にしみます。大切な人への贈りも
のとしてもぴったり。
ISBN978-4-384-02479-1 C0390

その他一般書
イチハラヒロコ著

雨の夜にカサもささずにトレンチコートのえりを立て
てバラの花を抱えて青春の影を歌いながら「悪かった。
やっぱり俺・・・。」って言ってむかえに来てほしい。
A5変型判 上製

204頁

本体1,600円

イチハラヒロコ著

王子さまが来てくれたのに、留守にしていてすみません。
A5変型判 上製

188頁

本体1,800円

辻学園辻クッキング監修

＜カラー刷＞

おいしく食べて健康に

家族みんなのバランスごはん
B5判

並製

112頁

本体1,800円

＜カラー刷＞

具 日會著

具日會（クイルフェ）の 手軽にできる韓国家庭料理
B5判

並製

128頁

本体1,800円

夏谷隆治著／池谷裕二監修

もの忘れを防ぐ 記憶力を伸ばす
脳の力の鍛え方
四六判

並製

236頁

本体1,500円

イーメディア編

新・世界のおばあちゃんの知恵袋
A5判 並製

136頁

本体1,600円

イーメディア編

第2版

離れて暮らす親を介護する方法
遠くに住む親を心配するあなたへ
A5判 並製

176頁

本体1,700円

和田秀樹著

勝ち抜く力をつける勉強法
子どもを路頭に迷わせないために
四六判

並製

221頁

本体1,500円
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うれしい、たのしい、くやしい、幸せをことばで表現。
女子の恋ゴコロ、本音、自虐ネタ。乙女心はそのまま
に、面白さパワーアップ！ 念願叶って“王子さま”
吉川晃司との対談を収録。写真家ハービー・山口氏に
よる２人の写真も掲載。
ISBN978-4-384-02930-7 C0390
制作活動30周年を迎えますます活躍するイチハラヒロ
コによる「愛と笑い」の作品集第3弾。前作発表以来の
作品から厳選144点を収録。うち45点は英訳つき。シ
ニカルで愛おしくてちょっぴり悲しいフレーズの数々
が、きっとあなたのココロにぐさりと。
ISBN978-4-384-04772-1 C0390
辻学園・辻クッキングの管理栄養士とプロの調理士が
つくった家庭でも簡単に作れるバランスのよいレシピ
が満載。カロリーと栄養価の両方がきっちり計算され
た10日分の献立を提供。108のレシピから組み合わせ
自由で、メニューは無限大に。
ISBN978-4-384-03966-5 C2077
韓国家庭料理は、野菜、海産物、香辛料をふんだんに使
い、現代人に不足しがちなミネラル、カルシウムも豊富
にとれる、バランス栄養食です。野菜繊維の量が多いの
で、便秘にも効果があり、貧血も防止できる女性の強い
味方です。ご主人のスタミナ料理としてもおすすめ。
ISBN978-4-384-00238-6 C2077
「ものわすれ」はなぜ起きる？ どうすれば防げるの？
「記憶力」を伸ばしたい！ 脳や記憶のメカニズムは
一体どうなってるの？ 本書を読んで「ものわすれ」
に対する不安を吹き飛ばし、脳を鍛えてどんどん記憶
力を伸ばしてください。
ISBN978-4-384-03676-3 C0095
「梅干を額に貼ると熱が下がる」
「天ぷらとスイカは食
べ合せがよくない」このような言い伝え、身近にいる
おじいちゃんやおばあちゃんが教えてくれる生活上の
知恵、こういった伝承を世界にまで範囲を広げて生活
の教えを紹介。
ISBN978-4-384-03700-5 C2039
本書は、離れて暮らす親を、子供が遠隔地からどのよ
うにケアしたら良いのかを探ろうとするものです。多
発する高齢者を狙う詐欺や事件の対処法、税金の特典
を追記しました。全国社会福祉協議会、高齢者総合相
談センターのリスト付き。
ISBN978-4-384-04061-6 C0036
どうしたら学力を伸ばすことができるか、賢い学習法、
子どもへの接し方、実践的な方法を伝授。きちんとし
た学力を養えば、それ自体が生きる力となり、将来立
派に生きていけるでしょう。親であるあなたが今、何
をするべきか、受験術のカリスマが明かす勉強法。
ISBN978-4-384-03757-9 C0095
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その他一般書

和田秀樹，南 美希子著

マスコミに騙されない子育て法
確かな情報の見極め方
四六判

並製

224頁

本体1,600円

今井美紀取材・編

原辰徳

−その素顔−

四六判

256頁

橋本

上製

ユニフォーム姿の時は決して見せない意外な一面や、
父子鷹として活躍した学生時代、注目のスターとして
デビューした現役時代、その苦労など「人間・原辰徳」
のルーツが綿々と語られる。少年時代や学生時代の貴
重な写真満載。
ISBN978-4-384-08888-5 C0095

本体1,500円

＜一部カラー刷＞

清著

7［SEVEN］西岡剛オフィシャル・ブック
A5判
手束

並製

192頁

本体1,500円

プロのスカウトも注目する少年野球の世界を解剖・解
説！ 「子供を本格的な野球環境へ導くための参考に
してほしい」野球をこよなく愛するスポーツジャーナ
リスト手束仁の熱いメッセージが込められた本です。

少年野球と甲子園
中学野球の組織と現場
並製

224頁

本体1,600円

ISBN978-4-384-03698-5 C0095

佐山和夫著

レッドソックスはなぜ松坂投手をとったのか
ヤンキースとの終わりなき闘い
四六判

上製

216頁

本体1,600円

今井美紀著／松井 丈監修

＜カラー刷＞

ゴルフヨガ・メソッド

プレー中にシューズを履いたまま簡単にできる
並製

128頁

本体1,600円

三修社編集部編

第3版

スポーツ用語辞典
B6判

並製

280頁

岡崎由美，浦川

本体2,200円

留著

武侠映画の快楽

唐の時代からハリウッドまで剣士たちの凄技に迫る
A5判

並製

175頁

本体1,700円

レッドソックスはどうして松坂が欲しかったのか。そ
れを知るために、まずはレッドソックスの球団の歴史
と、ヤンキースとの因縁をたずね、さらにはベースボ
ールの国際化についても触れる。
ISBN978-4-384-02364-0 C0095

真っすぐ飛ぶ！飛距離が伸びる！

A5判

日本野球界をリードする千葉ロッテマリーンズ『西岡
剛』の初単行本。元読売巨人軍の橋本清が西岡剛の知
られざる過去を鋭く探る。ユニフォーム姿はもちろん
プライベート写真や少年時代の写真多数掲載!!
ISBN978-4-384-07777-3 C0075

仁著

四六判

“現代教育のご意見番”和田秀樹と南美希子が教育現
場の現状と親の取るべき教育法、子育て法を提案。「自
分の子どもの教育は、親が責任を持って行うべき」と
いう理念を基に、これからの時代を生き抜くための今
日からできる実践的な教育法を掲載。
ISBN978-4-384-03925-2 C0095

プレー中にシューズを履いたままでできる！待ち時間を
活かせ！毎ホール30秒でスコアアップ！誰でも簡単にで
きる“ゴルフヨガ”を写真で解説。上原彩子プロ推薦「ゆ
っくり呼吸をするだけで、気持ちも落ち着きます。リラ
ックスできればスコアもきっと安定すると思います」
ISBN978-4-384-05237-4 C0075
スポーツ観戦に必携！ 野球やサッカーなどメジャー
なスポーツだけではなく、アーチェリーや合気道、サ
ーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁
寧な解説約3700語。相撲の決まり手イラストと英文表
記付き。
ISBN978-4-384-04454-6 C0575
中国版アクション時代劇とも言える「武侠映画」。空
を飛ぶヒーロー、ヒロインたちの魅力に迫ります。そ
のドラマ性は勿論のこと、目を離せないアクションシ
ーンについても語っています。読めばあなたも武侠映
画マニアになれる!?
ISBN978-4-384-03852-1 C0074

その他一般書
松田静子，本間安子，小野田 健編著／鶴岡藤沢周平文学愛好会協力

藤沢周平こころの故郷

海坂藩遙かなり
A5判 並製

208頁

本体1,700円

戸部民夫著

日本人の生活や歴史は八百万の神々の影響を受けながら
歩んできた。これらの神々のもとの姿（原影）はどうで
あったかという疑問から神話の世界から飛び出して日本
人の生活のなかに深く浸透しながら付加された性格とい
った要素も紹介しながら神霊たちの姿に迫る。
ISBN978-4-384-04304-4 C0021

新装版

日本神話の神々
四六判

並製

304頁

本体1,600円

井上冬彦写真／塩野米松エッセイ

＜カラー刷＞

井上冬彦写真集

サバンナが輝く瞬間
B4変型判

上製

96頁

本体4,000円

山名敏文著

大不況に勝つ

山名式5Sの進めかた 実践活用版
A5判 並製

168頁

本体2,200円

進藤慈久著

高卒社長

挫折から成り上がった全力人生！
四六判

並製

200頁

本体1,300円

高瀬智亨著

小さな会社の決算塾
四六判

並製

165頁

本体1,400円
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藤沢作品を繙（ひもと）きながら海坂藩を巡る23紀行
を中心に、
作品に描かれる海坂藩の女性たち、
「寒梅忌」
での「小菅先生（藤沢周平）の思い出を語る」、
「記念
碑について」をはじめ「鶴岡藤沢周平文学愛好会」の
協力を得て刊行。
ISBN978-4-384-03892-7 C0095

東アフリカに広がる大草原サバンナと、そこに生息す
る動物たちに魅せられた医師井上冬彦氏の９年間・15
回にわたる取材から傑作91点を厳選。動物たちの自然
な表情を中心に構成した心暖まる写真集。第６回林忠
彦賞受賞
ISBN978-4-384-02329-9 C0072
5Sの目的は、｢生産性の向上」であり、結果としての
「会社収益の向上」
です。言葉をかえると、従業員の
「働
きやすい職場作り」を行うことにより「生産性が向上」
するということです。確実に利益をもたらす『5S』運
営の実際を、図解と100余点の写真で徹底解説。
ISBN978-4-384-04341-9 C0058
高卒で不良、バンド三昧、ひきこもり、自殺未遂……。
絵に描いたようなレール外れの人生とは？ 車生活か
ら起業して半年で月収1,000万円を達成した高卒社長
からの学生・フリーターへの熱きメッセージ！
ISBN978-4-384-04109-5 C0095
頭では誰もが「会計」の重要性を知ってますが、
「会計」を
理解し活用できる人は少ないのです。ほんの一握りの経
営者だけが、この「会計」を活かして、儲ける仕組みをつ
くり実践し、成功しています。新会社法完全対応。これ
を読めば、たった24日であなたもプロの経営者になれる！
ISBN978-4-384-03858-3 C2034
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中村一樹著

第6版

１週間で書ける!! 公務員合格作文
A5判

並製

176頁

本体1,300円

中村一樹著

第3版

中村流市役所合格必勝過去問
A5判

並製

456頁

本体2,500円

中村一樹著

第4版

公務員 福祉職・心理職の合格知識
A5判

並製

268頁

本体2,300円

第１、２編では、最低限知っておくべきルールをまと
め、さらに第３編では、実際に本試験で出題された問
題から抽出された24のテーマを素材に、文章の書き方
からテーマの捉え方まで、出題の意図に遡った、わか
りやすい解説と答案例を掲載しました。
ISBN978-4-384-04455-3 C2036
レべルを合格ラインに設定し必要以上に難解な問題を割
愛、必ず正答すべき問題を集めている。速く解く力をつ
けるために、一般知識の分野では一問一答形式で暗記が
できるように構成。解答に慣れとコツの必要な文章理
解・判断推理・資料解釈問題は解法のコツを掲載。
ISBN978-4-384-04338-9 C2036
各種公務員試験で繰り返し出題されている各科目の中か
ら、福祉職・心理職受験者にとって、最も重要かつ今後も
出題される可能性が極めて高いと予想される最重要問題を
選り分けて、分野ごとに一問一答形式で構成。レベルに合
った問題のみを厳選し、ムダを徹底的に省きました。
ISBN978-4-384-04422-5 C3032

就職・資格・検定
新日本通訳案内士協会著／ True Japan School 監修 ＜ 2 色刷＞

全国通訳案内士試験 「実務」 合格！対策
A5判 並製

336頁

本体2,600円

新日本通訳案内士協会著／ True Japan School 監修 ＜ 2 色刷＞

全国通訳案内士試験 「英語２次［口述］」合格！対策
A5判 並製

380頁

本体2,600円

日本貿易実務検定協会®
編

＜ 2 色刷＞

新版

貿易実務検定®オフィシャルテキスト

［貿易実務英語科目］
A5判 並製

280頁

本体2,400円

中村一樹著

四訂版

公立保育士採用試験の合格知識問題集
［専門編］
A5判 並製

248頁

本体1,700円

中村一樹著

三訂版

公立保育士採用試験の合格知識問題集
［知能編］
A5判 並製

224頁

本体1,700円

中村一樹著

三訂版

公立保育士採用試験の合格知識問題集
［知識編］
A5判 並製

228頁

本体1,700円

木精舎編輯所編

改訂版

消防官になるための徹底ガイド
A5判 並製

136頁

本体1,600円

岡田重暉著

最新 マンション管理士 管理業務主任者
合格のための厳選634問
A5判 並製

342頁

本体2,400円
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2018年の法改正で新たに追加された科目「実務」を徹底予
測。膨大な試験情報に重要度をつけているので、出るとこ
ろがひと目でわかる。特に重要な情報はチェックテストで
知識を定着。直前対策はこのテストだけでも万全。現役全
国通訳案内士の声や、役立つ情報コラムも掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05894-9 C2080
全国通訳案内士試験の２次試験（英語）対策を徹底的
にこなしたい人、必読！（１）逐次通訳問題30問（２）
プレゼンテーション問題30問、計60問の予想問題と、
関連する想定質疑応答例を掲載。豊富な練習問題を解
いて慣れておけば、２次試験は怖いものなし。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05898-7 C2080
貿易実務検定®は、貿易に関する知識、技能を客観的尺度か
ら判定する国内唯一の検定試験。貿易実務英語は、即、貿
易実務に使える実践的な英語能力をはかります。本書は受
験用テキストであると同時に、
「現場ですぐに役立つ、使え
る本」としての機能も兼ね備えています。
ISBN978-4-384-04465-2 C2034
公立保育士試験受験者にとって、最も重要かつ今後も
出題される可能性が極めて高いと予想される最重要問
題を選り分けて、分野ごとに一問一答形式で構成しま
した。レベルに合った問題のみを厳選し、ムダを徹底
的に省きました。新・保育所保育指針に対応。
ISBN978-4-384-04337-2 C2036
公立保育士試験で最も出題されやすいパターンの過去
問を選定していますので、本書の問題で解法の練習を
積めば、出題の傾向とその解法が把握でき、本番でも
慌てることなくスムーズに解答しやすくなるでしょ
う。新・保育所保育指針に対応。
ISBN978-4-384-04335-8 C2036
公立保育士試験受験者にとって、最も重要かつ今後も
出題される可能性が極めて高いと予想される最重要問
題を選り分けて、分野ごとに一問一答形式で構成しま
した。レベルに合った問題のみを厳選し、ムダを徹底
的に省きました。新・保育所保育指針に対応。
ISBN978-4-384-04336-5 C2036
消防の仕事は火を消すだけでなく、救急・救助・防災
等多岐にわたります。将来消防の仕事をしてみたい人
たちが「消防官」という職業を詳しく知り、
「消防の仕
事を通じて、これからの自分がどう成長していけるの
か」を考えるきっかけとなる１冊。
ISBN978-4-384-05830-7 C2030
過去10年間の出題傾向を徹底分析。本書は旧版「合格
のための厳選555問」から、委託契約書の改正に伴って
反故となった問題を削除し、新たな改正も見据え、予
想問題を追加し634問にバージョンアップしました。
新標準管理規約改正案も全条文掲載！
ISBN978-4-384-04413-3 C3032
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田宮寛之著

＜ 2 色刷＞

内定への近道は企業研究にあった！ 『会社四季報』や
『就職四季報』など、就職情報誌の定番である『四季報』
を使った企業研究の方法を紹介。カリスマ企業研究講師
で東洋経済編集長が、就活生のために企業研究の77ポイ
ントを伝授する。全ての就活生必読の１冊。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-05729-4 C2036

＜ 2 色刷＞

企業の選考における第一関門といえるエントリーシー
ト・履歴書選考の通過は、就職活動での成否を決める大
きな要因で第一志望企業内定への第一歩！ 内定塾で１
万通を超えるエントリーシートを添削した経験を活か
し、わかりやすい文章を書くノウハウを凝縮して掲載。
ISBN978-4-384-04520-8 C2036

東洋経済編集長が教える！

『四季報』で勝つ就活
A5判

並製

176頁

本体1,400円

高嶌悠人，宮川 洋著

人気No.1「内定塾」が教える！

今までなかったエントリーシート・履歴書の文章講座
A5判

並製

192頁

本体1,300円

＜ 2 色刷＞

柳本新二著

ゼロから始めるSPI問題集
A5判

並製

228頁

本体1,400円

＜ 2 色刷＞

柳本新二著

〈転職者用〉ゼロから始めるSPI問題集
A5判

並製

324頁

本体1,600円

田村博子著

第2版

秘書のお仕事

秘書検定2・3級レベル
A5判

並製

256頁

本体1,800円

山田敏世著

改訂版

秘書検定準１級・１級突破
A5判

並製

176頁

本体1,400円

山田敏世著

改訂版

秘書検定２級突破
A5判

並製

178頁

本体1,300円

山田敏世著

改訂版

秘書検定３級突破
A5判

並製

176頁

本体1,300円

計算が苦手なのでできればやりたくないと思っている
学生が自分１人だけでも取り組める問題集。ＳＰＩを
どこから始めるか悩んでいる人、問題が難しいと思う
人、計算問題が苦手な人、本書の基本計算・基礎の文
章題からじっくり始められる！
ISBN978-4-384-03467-7 C2034
再就職は筆記試験よりも即戦力という面から実績が重要
といわれます。しかし中途採用でも大手で３割以上、中
小企業でも４割は筆記試験が実施されています。本書は
多くの方が苦手とする計算分野を中心にSPIのカリスマ
講師がわかりやすく社会人向けに解説しています。
ISBN978-4-384-05766-9 C2034
秘書検定２級・３級を目指す人が、ひとりで勉強して
楽に合格できる教本です。イラスト・図表を豊富に載
せた丁寧で分かりやすい説明と問題演習とで、秘書の
仕事の本質を理解し、落ち着いて試験本番に臨めます。
ISBN978-4-384-00954-5 C3034
秘書検定「準１級・１級」は、上級秘書のイメージで
す。筆記試験では、主体的に考えて問題を解決してゆ
く姿勢や、全体を考えた対応ができるかという点が求
められます。面接試験では、ビジネスの場で必要な良
識、センス、人柄がポイントとなります。
ISBN978-4-384-04481-2 C3034
秘書検定「２級」は、中級の秘書のイメージです。２
級は準１級・１級への大事なステップで、秘書検定の
基本はここで完全にマスターすることが必要となりま
す。よく出題される重要なポイントを効率よく学べる
よう、プログラム方式をとって合格をめざします。
ISBN978-4-384-04482-9 C3034
秘書検定は、秘書の職務について知識・技能を発揮す
ることが出来るかどうかを問う試験です。よく出題さ
れる重要なポイントを効率よく学べるよう、各章とも
＜例題→解答とポイント→確認問題→模擬テスト＞の
プログラム方式をとって合格をめざします。
ISBN978-4-384-04483-6 C3034

就職・資格・検定
山田敏世著

サービス接遇検定2級・準1級突破
A5判 並製

216頁

本体1,800円

野尻義明著

国家資格・検定／公務員試験突破！

実戦

小論文の書き方

＆時事的問題出題例による答案例＋ポイント解説
A5判 並製

208頁

本体1,500円

小池澄男著

試験に合格する 論文・作文の技法
A5判 並製

219頁

本体1,800円

松村武久編著

必携

漢字検定ハンドブック
A5判 並製

320頁

本体2,600円
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サービス産業における「サービス」について理解し、サービス
業務に関して知識や技能を発揮することができるかどうかを
問う試験です。ホテルやレストラン業をはじめとする、さま
ざまな業種で必要となる接客・サービスに必要な専門知識や
コミュニケーション能力をはかる検定試験の対策参考書。
ISBN978-4-384-04246-7 C1034
「文章アレルギー」治療法から「合格する小論文」プロ
セスまでを徹底指導。各種国家試験、資格・検定試験、
公務員試験、就職試験などに向けた受験準備・直前試
験対策にはもちろん、文章作成に対する「苦手意識解
消」にも有効有益な書。
ISBN978-4-384-02685-6 C0036
資格試験をはじめ、大学入試など各種試験の「論文・作
文」に合格するためには筆者の「考え」と「その理由」
を正確に書く必要があります。そこで、まとまった文章
を書くのが苦手な人でも本番でスムーズに書けるよう
に、豊富な例文で具体的、実践的に解説しています。
ISBN978-4-384-03662-6 C0037
２級試験合格を最終目標に置き、広く10級から２級まで
の試験に役立つ参考書として編まれています。「筆順の
原則」
「送り仮名の付け方」のような、覚えたほうがよい
基本的なきまりや、同訓異字・同音異義語・対義語・類
義語・四字熟語など、役に立つ資料が充実。
ISBN978-4-384-01236-1 C1081
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法律

吉原達也，西山敏夫，松嶋隆弘編著

古今の法の名言・格言を実定法の領域別かつ体系に従
い配置し、実定法的解説・基礎法的解説を付した。実
定法の淵源についての理解を深めることができるとと
もに、古今の法の名言・格言が現代社会にしっかりと
根を下ろしていることを確認することができる。
ISBN978-4-384-04532-1 C0032

リーガル・マキシム
現代に生きる法の名言・格言
B6判

並製

520頁

本体3,800円

三修社編集部編

はじめて学ぶ法律［憲法］［行政法］
A5判

並製

280頁

本体2,200円

三修社編集部編

はじめて学ぶ法律
［民法］［会社法］［商法］［民事訴訟法］
A5判

並製

440頁

本体2,500円

三修社編集部編

はじめて学ぶ法律
［刑法］［刑事訴訟法］
A5判

並製

280頁

本体2,200円

はじめて法律を学ぶ人たちのために編集された基本法
の入門書。学部試験はもとより、各種資格試験の受験
準備の方、他の入門書では不安を持っている方、とに
かく法律を学びたい方たちのための1冊。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04507-9 C0032

はじめて法律を学ぶ人たちのために編集された基本法
の入門書。学部試験はもとより、各種資格試験の受験
準備の方、他の入門書では不安を持っている方、とに
かく法律を学びたい方たちのための1冊。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04508-6 C0032

はじめて法律を学ぶ人たちのために編集された基本法
の入門書。学部試験はもとより、各種資格試験の受験
準備の方、他の入門書では不安を持っている方、とに
かく法律を学びたい方たちのための1冊。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04509-3 C0032

法律
武田 守監修

すぐに役立つ

必ず必要になる！

不動産税金【売買・賃貸・相続】の知識
A5判 並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

すぐに役立つ

最新

借地借家の法律と実務書式87
A5判 並製

256頁

本体1,800円

北川ワタル，服部真和監修

すぐに役立つ

これだけは知っておきたい

空き家対策の法律・税金と活用法
A5判 並製

256頁

本体1,800円

服部真和監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

住宅宿泊事業法のしくみと民泊の法律問題
解決マニュアル
A5判 並製

256頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

すぐに役立つ 民法改正対応！ 図解とQ&Aでわかる

賃貸経営のための不動産賃貸・管理の法律と
トラブル実践的解決法150
A5判 並製

256頁

本体1,800円

北川ワタル，服部真和監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

アパート・マンション・民泊経営をめぐる
法律と税務
A5判 並製

256頁

本体1,800円

服部真和監修

すぐに役立つ 売却、賃貸、民泊、税金対策まで 入門図解

実家の空き家をめぐる法律問題と対策
実践マニュアル
A5判 並製

240頁

本体1,800円

河原大輔監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

不動産をめぐる税金の知識と
疑問解決マニュアル111
A5判 並製

248頁

本体1,800円
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土地や建物などの不動産について、
「取得・保有」「売
却」
「賃貸」
「相続」などの場面で必要になる税金の基
本事項や税務上の優遇措置、特例などを１冊に集約。
2019年の税制改正や空き家対策など、最新の問題にも
対応！
ISBN978-4-384-04816-2 C2032
契約締結の際の基本条項、特約から更新、変更、解約まで。ト
ラブルを防ぐ、上手な契約書の作り方をアドバイス。賃貸借契
約上、重要度やニーズの高い契約書、通知書をセレクト。2020
年４月施行の民法改正や最新の「賃貸住宅標準契約書」にも対
応。調停や少額訴訟、借地非訟などの法的手続きもわかる。
ISBN978-4-384-04808-7 C2032
近年急増し、深刻な社会問題となっている実家の空き
家対策と法律・税金の知識を平易に解説。売却から賃
貸、民泊などの利活用まで。さまざまな手段やノウハ
ウを解説。相続法改正、平成30年度税制改正にも対応。
空き家問題で損をしたくない人必携の書。
ISBN978-4-384-04801-8 C2032
2018年６月施行の住宅宿泊事業法に完全対応。民泊の
法律問題は本書で解決！法律や条例の規制から手続
き、書類作成のポイントまで。申請者や届出者の目線
で民泊の法律をわかりやすく解説した民泊事業者、開
業志望者、行政書士、建築士など、必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04789-9 C2032
2020年４月施行予定の民法改正に対応！ 契約締結、
修繕、賃料不払い、原状回復、敷金トラブルまで、賃
貸オーナーの立場から、さまざまな法律問題を解決す
るためのノウハウを解説。サブリース、民泊ビジネス、
空き家活用、税金対策なども解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04781-3 C2032
知らないではすまされない！賃貸経営、民泊ビジネス
に不可欠の１冊！契約締結から物件の運営・管理、ト
ラブル解決法まで。実務経験豊富な専門家が重要ポイ
ントを解説。平成29年税制改正、民法債権法改正、民
泊新法にも対応した最新版。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04762-2 C2032
空き家を売却や賃貸する前に知っておきたい法律知識
や、実家を民泊施設にする場合の手続きと運営方法が
わかる。また、固定資産税や相続税、贈与税などの税
金知識を徹底解説。さらに、自治体などの支援体制や
補助金活用の方法もわかる。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04749-3 C2032
知らないと損をする不動産に関する税金の基本常識や
節税対策を満載！不動産取得から売却、賃貸、相続・
贈与まで平易に解説。平成27年度税制改正にも対応。
契約書・遺言書の作成から相続税申告手続き、トラブ
ル解決法までアドバイス。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04642-7 C2032
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法律

千葉

博監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

賃貸トラブル解決マニュアル
A5判

並製

藤田

裕監修

256頁

すぐに役立つ

本体1,800円

図解とQ&A

マンション管理の法律と
トラブル解決マニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

すぐに役立つ

最新

マンションを「売るとき」「買うとき」の
法律マニュアル
A5判

並製

248頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

すぐに役立つ

トラブル解決から修繕まで

マンション管理組合のための法律と
実務運営マニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,800円

安部高樹監修

すぐに役立つ

入門図解

不動産登記の法律と申請手続きマニュアル
A5判

並製

240頁

本体1,800円

降旗順一朗監修

すぐに役立つ

改訂新版

不動産競売のしくみと物件入手マニュアル
A5判

並製

240頁

本体1,800円

安部高樹監修

すぐに役立つ

三訂版

不動産登記の法律と申請手続き
実践マニュアル
A5判
森

並製

264頁

本体1,800円

公任，森元みのり監修

すぐに役立つ

最新

建築基準法と私道・境界・日照権の法律と
トラブル解決法
A5判

並製

256頁

本体1,800円

契約締結の基本から、更新、解約、原状回復、賃料不
払い、敷金トラブルまで。起こりがちなトラブルとそ
の解決法を平易にアドバイス。借地・借家の法律問題
は本書１冊でＯＫ！
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04737-0 C2032

平成28年３月公表の「マンション標準管理規約」改正
に対応！総会の準備、進行、管理組合の運営から修繕・
建替え管理費の徴収まで。マンション管理の法律常識
がこの１冊でわかる！
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04687-8 C2032

マンション購入・売却で失敗したくない人必読の書！
物件選びから広告の読み方、交渉、契約手続き、入居
後の問題まで、購入・売却の際に知っておきたい重要
ポイント満載！建物の構造、高さ規制、耐震性基準な
ど建築基準法上の問題もわかりやすく解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04669-4 C2032
近年の標準管理規約や建築基準法をふまえた上でマン
ション管理の法律知識、管理組合の運営の方法、管理
会社の選び方・付き合い方、さらに様々なトラブルを
予防するためのノウハウなど、マンション管理に欠か
せない知識を解説。
ISBN978-4-384-04522-2 C2032
登記事項証明書の請求の仕方・読み方・調べ方がよく
分かる。また、死因贈与・定期借地権・分筆・滅失の
登記について掲載書式を増補。登記申請手続きの流れ
や書き方、必要な添付書類もわかる。
「登記・供託オン
ライン申請」の利用手続きや注意点もフォロー。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04738-7 C2032
物件調査法、探し方から入札、購入後の手続きまで、不
動産競売をめぐる法律と手続きがよくわかる。格安に不
動産を入手できる方法として、一般にも知られるように
なった競売不動産及び任意売却で、物件を購入したい人
のための手続きマニュアルです。図解も豊富に掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04505-5 C2032
申請手続きの流れから申請書の書き方まで、実務で使
われている書式をふんだんに掲載して解説しています
ので、主な登記申請手続きを自分１人で進める事がで
きます。三訂版では法改正や様式の変更などを反映さ
せ、書式のサンプルを追加しています。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04495-9 C2032
建築や増改築に不可欠な道路、境界、日照権などの法
律問題と、建築基準法の基本事項を網羅的に解説。
2019年６月25日施行の建築基準法改正に対応。建築工
事、通行権、隣地使用、塀、相隣関係まで、さまざま
な相談事例も多数掲載。
ISBN978-4-384-04826-1 C2032

法律
梅原ゆかり監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

道路・境界・建築・住環境の法律と
トラブル解決マニュアル140
A5判 並製
佐久間

256頁

本体1,800円

〈電子書籍版あり〉

悠監修

すぐに役立つ

知っておきたい

最新

図解

建築基準法と消防法のしくみ
A5判 並製
佐久間

264頁

本体1,800円

悠監修

すぐに役立つ

入門図解

はじめての建築基準法
A5判 並製

208頁

本体1,800円

河原大輔監修

すぐに役立つ 図解とQ&Aでわかる 不動産から相続・贈与、資産運用まで 最新

税金のしくみと疑問解決マニュアル138
A5判 並製

256頁

本体1,800円

元榮太一郎監修

すぐに役立つ

1人で出来る

裁判・訴訟の手続きと書式サンプル64
A5判 並製

264頁

本体1,800円

木島康雄監修

すぐに役立つ

入門図解

民法【債権法】大改正
A5判 並製

256頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

すぐに役立つ

最新

家事事件手続法と調停・審判申立書サンプル48
A5判 並製

264頁

本体1,800円

木島康雄監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

告訴・告発・刑事トラブル解決マニュアル
A5判 並製

256頁

本体1,800円

133

悩んでいてもはじまらない！法律を知り、権利を守ろ
う。建築確認から通行権、道路位置指定、境界確定、
日照権まで。問題解決のための法律常識をQ&Aで解
説。
ISBN978-4-384-04689-2 C2032

「複雑」で「わかりにくい」建築基準法の基本と消防法
の全体像が短時間でつかめる！専門用語をできるだけ
使わずに平易に解説。建築、改修工事、施設やオフィ
スの設備から構造基準と室内環境保護まで、活用自在
の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04693-9 C2032
建築基準法の基本や全体像がよくわかる！初心者が最低
限知っておきたい事項にポイントを絞り、難解な建築基
準法のしくみや制度をわかりやすく解説。建築協定や防
災対策など「街づくり」のこともフォロー。「マイホーム
建築」に「ビジネス」に活用自在の便利な入門書。
ISBN978-4-384-04611-3 C2032
しくみを理解し、賢く節税しよう！「所得税」
「住宅ロ
ーン」
「相続・贈与」
「資産運用」など、暮らしや資産
にかかわる税金をわかりやすく解説。確定申告や青色
申告、相続・贈与などの申告手続きや税理士への頼み
方もわかる。平成26年度税制改正にも対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04610-6 C2032
訴訟、支払督促、労働審判、調停などのしくみや手続
きがわかる。商取引・金銭をめぐるトラブル、職場を
めぐるトラブル、家庭内で生じるトラブルなどさまざ
まな種類のトラブルを取り上げ、申立人がとることが
できる法的手段をアドバイスしています。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04512-3 C2032
短期消滅時効を廃止、法定利率の年３％への引き下げ
と「変動制」の採用、個人保証の場合の保証人の保護、
敷金の返還義務などの規定等、120年ぶりの大改正を
図解や事例を盛り込み平易に解説。『相続に関する民
法改正（中間試案）
』についても要点解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04754-7 C2032
訴訟までには至らないで話し合いによって解決を望む
ことを前提に結婚、離婚、親子、相続の法律問題と手
続を解説しています。新しく施行された家事事件手続
法を踏まえた上で、家事調停や家事審判の審理の流れ
などについて記載しています。
ISBN978-4-384-04549-9 C2032
2018年６月、日本版「司法取引制度」スタート！新し
くなった刑事訴訟のしくみを平易に解説。被害届・告
訴・告発から捜査や刑事手続、民事上の賠償請求まで
を1冊に集約。刑事事件の当事者になった場合の相談
事例と対処法も多数掲載。最新の民法改正にも対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04787-5 C2032
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法律

奈良恒則監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aで納得

損害賠償・慰謝料をめぐる法律とトラブル解決法165
Ａ5判

並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

交通事故の法律とトラブル解決マニュアル
A5判

並製

240頁

本体1,800円

木島康雄監修

すぐに役立つ

入門図解

交通事故の過失割合 ケース別288
A5判

並製

256頁

本体1,800円

奈良恒則監修

すぐに役立つ

示談交渉からトラブル解決まで

交通事故をめぐる法律と解決マニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,800円

尾込平一郎監修

すぐに役立つ

本人でも出来る

示談・和解・民事調停の手続きと
実務書式サンプル46
A5判

並製

264頁

本体1,800円

森本幸人監修

すぐに役立つ

損害保険のしくみと病気・災害・
事故のトラブル解決手続きマニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,800円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

内容証明郵便・公正証書・支払督促の手続きと
書式サンプル50
A5判

並製

256頁

本体1,800円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

金銭貸借・クレジット・ローン・保証の法律と
トラブル解決法128
A5判

並製

256頁

本体1,800円

交通事故、医療事故、夫婦親子、職場、近隣、契約関
係まで、暮らしやビジネスをめぐるトラブルを幅広く
網羅。問題解決や賠償請求に不可欠な知識をQ&Aで
わかりやすく解説。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04634-2 C2032

ルールを知り、冷静に問題解決！損害賠償、保険、示
談交渉、過失割合、自転車事故、交通犯罪と刑事手続
き、行政上の責任まで網羅的に解説。改正民法など、
最新の法改正にも対応。交渉に不可欠な法律の基本が
わかる、交通事故トラブルの当事者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04790-5 C2032
知っておきたい過失割合をケース別にオール図解。特
に請求できる損害賠償の内容をわかりやすくアドバイ
ス。歩行者vs車・自転車の事故（64例）／車同士の事
故（62例）／バイクvs車の事故（74例）／自転車vs車
の事故（66例）を網羅する。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04694-6 C2032
事故による損害賠償の算出や示談の仕方、保険、過失
割合の知識まで。最近増加傾向にある自転車をめぐる
交通事故にも対応。高齢者の起こした事故や法改正な
ども盛り込んだ最新版。
ISBN978-4-384-04525-3 C2032
示談や和解（即決和解、訴訟上の和解）、調停について
の仕組みや手続きをわかりやすく解説し、トラブルご
とに書式を46例掲載しているのが特徴です。商取引、
職場トラブルなど様々なケースをとりあげ、調停申立
書を中心に、示談書、労働審判などの申立書を掲載。
ISBN978-4-384-04548-2 C2032
地震、火災から交通事故、病気、ケガまで、まさかの時に
役立つ「保険」と「法律知識」や「手続き」を１冊にまと
めました。損害保険から医療保険、健康保険、労災まで解
説しています。東日本大震災の影響を受けて定められた
特例や指針、損害賠償についての動向も可能な限り収録。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04425-6 C2032
「金銭消費貸借」
「連帯保証人への請求」「売掛金回収」
「離婚・養育費支払請求」
「マンション管理費の滞納分
の請求」から「家賃滞納」
「未払い残業代」まで。身近
な法律問題の予防・解決の切り札！トラブル別に書式
例を掲載し、作成ポイントを解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04784-4 C2032
クレジットカードや住宅ローンの返済から保証債務、
違法取立て対策まで、さまざまな借金問題と法的解決
法を解説！「短期消滅時効廃止」
「個人保証の制限」な
どを定めた平成28年民法改正に対応。債務整理の手続
きや後悔しない専門家の選び方まで解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04780-6 C2032

法律
藤田 裕監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでスッキリ！

クレジット・サラ金の法律と実践的解決法
ケース別90
A5判 並製

240頁

本体1,800円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

財産管理【信託・成年後見・遺言】の
法律知識と活用法
A5判 並製

256頁

本体1,800円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

相続法改正対応！

入門図解

相続・遺言・遺産分割の法律と手続き
実践文例82
A5判 並製

256頁

本体1,800円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

最新

入門図解

相続のしくみと手続き
A5判 並製

240頁

本体1,800円

久野 実監修

すぐに役立つ

相続・贈与の法律・登記・税務
手続きと書式マニュアル
A5判 並製

264頁

本体1,800円

森 公任，森元みのり監修

すぐに役立つ 図解とQ&Aでわかる 遺産分割、紛争解決、財産評価、税金対策まで 最新

相続・遺言をめぐる法律と税金
トラブル解決法129
A5判 並製

256頁

本体1,800円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

入門図解

記載例つき

遺言書の書き方と生前贈与 しくみと対策
A5判 並製

256頁

本体1,800円

千賀修一監修

すぐに役立つ

最新

信託・遺言・財産管理のしくみと手続き
A5判 並製

264頁

本体1,800円
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借金問題やクレジットをめぐるトラブルの解決法をアド
バイス。ローンやクレジットをめぐるさまざまな問題を
ピックアップし、返済をめぐるトラブルや任意整理、特
定調停、個人再生、自己破産といった借金の整理法をわ
かりやすく解説。最新の法律・制度にも対応。
ISBN978-4-384-04360-0 C2032
認知症などの病気や障害、死亡などの不測の事態に不
可欠なのが「財産管理」
。わかりにくい個人信託、成年
後見、遺言という３つの法律や制度のしくみと活用法
を平易に解説。2018年成立（2019年一部施行）の相続
法改正に対応。
ISBN978-4-384-04814-8 C2032
相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて図
解を豊富に盛り込み、わかりやすく解説。配偶者居住
権をはじめ相続人以外の一定の親族に認められる特別
寄与料の請求、遺留分侵害額請求など、2018年度の相
続法改正で新設された制度や改正点に対応。
ISBN978-4-384-04797-4 C2032
2018年７月成立（2019年１月施行）の改正相続法に対応！
相続に関する基本ルールから各種登記申請手続き、家庭
裁判所への申立手続きについてわかりやすく解説。相続
財産の評価と相続税の知識もコンパクトに解説。新しな
った相続の法律と手続きが本書１冊でわかる。
ISBN978-4-384-04794-3 C2032
相続問題解決に必要なノウハウ満載。相続分から遺贈、遺産
分割、相続登記、申告まで。相続・贈与の際に必要な法律、登
記、税務を１冊に集約！平成27年からの制度改正に伴う最新
の相続税・贈与税申告書も掲載。さらに、遺言書がある場合
の法律関係や遺産分割協議の手続きをわかりやすく解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04679-3 C2032
非嫡出子の相続分改正や平成27年１月施行の相続税制改
正など、最新の内容をわかりやすく解説！相続の基本ル
ールから遺言、財産評価、遺産分割、相続税・贈与税対
策まで、法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅。
豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04622-9 C2032
無用なトラブルを防ぐために遺言書の正しい書き方や
財産分けのルールがわかる遺言書記載例を71例掲載。
また、相続対策や事業承継のための相続税・贈与税の
知識も解説。さらに、贈与・死因贈与、遺贈の登記申
請手続き、遺産分割など相続開始後の手続きも解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04753-0 C2032
信託とは何かという基本的なところを導入部分とした上
で、どんな制度があるのか、どういう使い方ができるのか、
メリットは何かといったことを平易なことばで、具体的
な例を挙げながらわかりやすく解説。成年後見や遺言と
いった制度についても、図解を交えながら詳しく紹介。
ISBN978-4-384-04561-1 C2032
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若林美佳監修

すぐに役立つ これならわかる

障害者総合支援法と支援サービスの
しくみと手続き
A5判
林

並製

256頁

本体1,800円

智之監修

すぐに役立つ

入門図解

障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き
ケース別32書式
A5判

並製

240頁

本体1,800円

入門図解

最新

よくわかる障害者総合支援法
A5判

並製

224頁

本体1,800円

若林美佳監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでスッキリ！

障害者総合支援法のしくみ
A5判

並製

264頁

本体1,800円

若林美佳監修

すぐに役立つ

入門図解

介護施設・高齢者向け住宅のしくみと
疑問解決マニュアル
A5判

並製

232頁

本体1,800円

若林美佳監修

すぐに役立つ

困ったときに読む

入門図解

親の病気・入院・介護手続きサポートマニュアル
A5判

並製

232頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる！

夫婦・親子・家族をめぐる
法律トラブル解決マニュアル
A5判

並製

264頁

本体1,800円

安部高樹監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

成年後見のしくみと申請手続き
A5判

並製

248頁

本体1,800円

もらえるはずの年金、あきらめていませんか？複雑な
制度や提出書類、手続きをわかりやすく解説。申請書
式と作成ポイントを解説した決定版！

〈電子書籍版あり〉

若林美佳監修

すぐに役立つ

障害者総合支援法の基本事項と福祉サービスの内容、
利用手続き、サービスを提供する事業者の基準まで必
要事項を網羅。障害者手帳や障害児支援制度、成年後
見、信託、障害年金など、生活や財産を管理する制度
についても平易に解説。
ISBN978-4-384-04810-0 C2032

ISBN978-4-384-04745-5 C2032

平成28年の障害者総合支援法改正に対応！「自立生活
援助」
「就労定着支援」など、新たに追加されたサービ
スまで、しくみをわかりやすく解説。本人、親族はも
ちろん、事業者、施設職員など障害福祉サービスに関
わる人、必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04743-1 C2032
障害者総合支援法の全体像、障害者優先調達法や障害
者雇用促進法などもよくわかる！ 事業者が知ってお
くべきサービスの基準や運営上の注意点もフォロー。
法定後見と任意後見の違いや後見制度支援信託につい
ても解説。
ISBN978-4-384-04556-7 C2032
在宅介護と施設介護のどちらを選択するか、施設入所
決断のタイミング、入所するための費用など利用者目
線で施設の特徴や問題点を解説し、高齢者の「住まい
選び」をサポート。図解やトラブル相談の事例も豊富
に掲載。ベストの選択をするための必携書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04744-8 C2032
医療保険から介護保険、施設選び、費用の問題まで。
親が重い病気にかかり入院した場合、介護が必要な状
態になった場合に、知っておくべきポイントをわかり
やすく解説！
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04735-6 C2032

夫婦・親子、成年後見、相続、戸籍など家族をめぐる
様々な法律問題を幅広く取り上げ、困った時の相談先
や家庭裁判所の利用法について分かりやすく説明して
います。人に聞けない「家庭内の法律問題」の解決に
すぐに役立つ１冊です。
ISBN978-4-384-04498-0 C2032
しくみや手続きを知り、Q&Aで疑問を解決！各制度
の違い、申立手続き、登記、財産管理業務など、この
１冊で成年後見制度のことがわかる。図解や書式も豊
富に掲載した決定版。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04734-9 C2032
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梅原ゆかり監修

財産分与、慰謝料、養育費から親子の問題、年金分割、
すぐに役立つ 図解とQ&Aでわかる 浮気調査から財産分与、養育費、親権まで 興信所を利用した浮気調査まで。問題解決に不可欠な
法律知識をコンパクトに解説。「離婚するか悩んでい
る人」
「金銭面や親権など条件面で後悔したくない人」
、
必読の書。
A5判 並製 256頁 本体1,800円
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04619-9 C2032

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
奈良恒則監修

すぐに役立つ

図解とケースでわかる

離婚をめぐる「お金」と法律手続き
疑問解決マニュアル32
A5判 並製

256頁

本体1,800円

若林美佳監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

介護保険【サービス・費用】と介護施設の
しくみと手続き
A5判 並製

256頁

本体1,800円

若林美佳監修

すぐに役立つ 図解とQ&Aでわかる 法改正対応！

介護保険・障害者総合支援法のしくみと
疑問解決マニュアル129
A5判 並製

248頁

本体1,800円

林 智之監修

すぐに役立つ

退職者のための

医療保険・生活保護・年金・
介護保険のしくみと手続き
A5判 並製

256頁

本体1,800円

加藤知美監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

最新版

医療保険・介護保険・年金の知識と
疑問解決マニュアル157
A5判 並製

256頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

すぐに役立つ

最新

これだけは知っておきたい

実践契約書式フォーマット71
A5判 並製

272頁

本体1,800円

大門則亮監修

すぐに役立つ

老後を安心して暮らすための暮らしの法律知識と
トラブル相談マニュアル
A5判 並製

240頁

本体1,700円

離婚に伴う財産分与、慰謝料、養育費の問題にスポッ
トをあてて、離婚のしくみや手続の流れ、戸籍の知識
など、離婚を決断しようとしている人にとって有益な
情報をわかりやすく解説しています。離婚を
「実践的」
「前向き」に考えるための入門書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04391-4 C2032
高齢化社会において必要になる介護保険のしくみを平
易に解説！各種サービスの内容から利用者の負担する
費用、保険外サービスとの関係、事業者の指定、介護
施設まで網羅。2018年の介護保険法改正や、2019年10
月以降の介護報酬改正にも対応。
ISBN978-4-384-04823-0 C2032
平成26年介護保険法改正に完全対応！障害者総合支援
法改正など、最新の内容をわかりやすく解説！介護保
険、障害者支援制度の重要事項、手続きを幅広く網羅。
豊富な図解とQ&Aで介護保険・障害者総合支援法を
平易に解説！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04626-7 C2032
「医療保険」から「年金」
「税金」まで。暮らしに不可
欠な制度のしくみと「生活保護」
「介護」「成年後見」
など、
「困ったとき」のサポート制度の利用法を解説！
生活保護法、介護保険法、生活困窮者自立支援法など、
最新の法改正や制度に沿って解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04670-0 C2032
「病気」や「介護」「年金生活」で不安を感じたときに役
立つ１冊！医療保険と医療保障、ガン保険、保険外併用
療養費の自己負担額、高額療養費、傷病手当金、訪問看
護療養費、介護保険の保険料、介護サービスの利用料等、
複雑な制度のしくみと疑問点を平易に解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04666-3 C2032
継続的取引契約、雇用契約、土地売買契約、ソフトウェア
利用許諾契約、事業譲渡契約など71の契約書式を１冊に
集約。近年は高齢者の介護が社会的な問題になっている
ことをふまえ、任意後見契約公正証書や信託契約書、介護
や後見にかかわるさまざまな契約書を盛り込んでいます。
ISBN978-4-384-04515-4 C2032
悪質商法への対処法、高齢者が受給できる雇用保険の
手当、医療保険のしくみ、年金のもらい方、困った時
の生活保護の受け方など、高齢者の「暮らし」を守る
ための法律知識を最新の法律や制度をふまえた上で解
説。
ISBN978-4-384-04275-7 C2032
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大門則亮監修

すぐに役立つ 他人に言えない・聞けない ケース別

文書の書き方と問題解決の法律知識
A5判

並製

256頁

本体1,700円

安部高樹監修

すぐに役立つ

住宅ローン返済と債務整理法
実践マニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,700円

安部高樹監修

すぐに役立つ

改訂新版

個人民事再生手続きのしくみ
実践マニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

すぐに役立つ

入門図解

強制執行のしくみと手続き
ケース別実践書式33
A5判

並製

256頁

本体1,800円

これならわかる

入門図解

任意売却と債務整理のしくみと手続き
A5判

並製

224頁

本体1,800円

降旗順一朗監修

すぐに役立つ

不動産競売・任意売却のしくみと手続き
A5判

並製

256頁

本体1,800円

降旗順一朗監修

すぐに役立つ

改訂新版

仮差押・仮処分のしくみと手続き
A5判

並製

224頁

本体1,800円

安部高樹監修

すぐに役立つ

低コストで問題解決！

公正証書と支払督促のしくみと
サンプル集34
A5判

並製

256頁

本体1,800円

急増する住宅ローン多重債務者のための債務整理マニ
ュアル。マイホームを失いたくない人のための個人民
事再生の利用法やマイホームを売却して借金を返済す
るための自己破産の手続きを解説。申請書式も充実。
任意売却や競売ついてもフォロー。
ISBN978-4-384-04263-4 C2032
複雑な民事再生手続き（破産することなく経済状況を
立て直す手続き）を法律の知識のない人でも理解でき
るよう、わかりやすく説明しています。小規模個人再
生、給与所得者等再生、住宅ローンの特則についての
しくみや手続き、書式についても解説しています。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04389-1 C2032
不動産から給与債権、預金債権、貴金属や有価証券な
どの動産まで。様々な財産の差押えに対応！強制執行
の申立手続きに不可欠な書式を多数掲載。売掛金回収
や養育費不払い対策など、活用自在。
〈電子書籍版あり〉

松岡慶子監修

すぐに役立つ

クレーム処理から男女問題、相続遺言、告訴まで。困
った時に役立つ159文例収録。プライベートな文書か
らビジネス文書まで、他人には聞けないような文書を
掲載。男女問題に関する文書、クレームや示談書、謝
罪文、お断り状、依頼文など。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04288-7 C2032

ISBN978-4-384-04742-4 C2032

多重債務脱出の突破口！ 競売や任意売却のための交
渉や手続きの流れ、利用方法、強制執行や担保権の実
行手続き、任意売却後の上手な債権整理の仕方等を詳
しく解説。住宅ローンや不動産を所有する多重債務者
必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04740-0 C2032
複雑でわかりにくい不動産競売や任意売却のしくみと
手続きの基本をわかりやすく解説しています。法律に
詳しくない人でも理解できるように、必要な法律知識
をわかりやすく解説し、手続きで実際に使用する書式
や資料も豊富に掲載しています。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04406-5 C2032
本書では、仮差押・仮処分の基本的な流れと手続きはもちろんのこと、その
後に行われる訴訟および強制執行のしくみまで、図や書式サンプルを盛り込
み、わかりやすく解説した実務入門書となっています。改訂にあたり債権の
仮差押を中心に新たに書式を増補し、内容をさらに充実させました。豊富な
書式サンプルは、実務においても十分に役に立てる内容になっています。
ISBN978-4-384-04578-9 C2032
債権を迅速に回収するための手段である「公正証書」と「支
払督促」のしくみや書式例を豊富に掲載して1冊に集約。
金銭貸借、債務弁済、借地借家契約、示談書から未払賃金、
滞納家賃、売掛金請求まで「契約書」を強化したい、
「お金
をかけずに回収したい」人のための「実践的」書式集。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04371-6 C2032

法律
小島 彰監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

パート・契約社員・派遣社員の
法律問題とトラブル解決法
A5判 並製

256頁

本体1,800円

小島 彰監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

最新

労働安全衛生をめぐる法律と疑問解決マニュアル108
A5判 並製

256頁

本体1,800円

戸塚美砂監修

すぐに役立つ

労働審判・個別労働あっせん
ケース別実践書式40
A5判 並製

256頁

本体1,800円

林 智之監修

すぐに役立つ

改訂新版

雇用保険・職業訓練・生活保護・給付金
徹底活用マニュアル
A5判 並製

256頁

職場の法律トラブルと法的解決法158
本体1,800円

加藤知美監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

セクハラ・パワハラ・マタハラを
めぐる法律とトラブル解決法130
A5判 並製

256頁

本体1,800円

入門図解

最新

メンタルヘルスの法律問題と手続きマニュアル
A5判 並製

256頁

本体1,800円

図解とQ&Aでわかる

最新

ネットトラブルの法律知識と
プロバイダへの削除依頼・開示請求の仕方
A5判 並製

256頁

本体1,800円

労働時間や賃金、人事異動など、職場で起こりやすいトラブル
をはじめ、最近社会的に問題視されているブラック企業や追い
出し部屋といったトラブルなど、できるだけ多くの事例を取り
上げています。それぞれの事例ごとに関連の法律について解説
すると共に、具体的な解決法をＱ＆Ａ方式で示しています。
ISBN978-4-384-04579-6 C2032
職場のSOSを見逃さない！ストレスチェック制度や育
児・介護休業法などの最新の法改正に対応。実務上お
こりがちなさまざまなケース130例収録。会社のメン
タルヘルス対策に不可欠な１冊。
ISBN978-4-384-04686-1 C2032

職場のメンタルヘルス予防と対策がわかる！業務中に
生じた病気や障害などの法律問題を平易に解説。事業
主の義務、責任、支援、被災労働者がとるべき手段ま
で,知っておきたい法律知識と手続きを幅広く解説。
ISBN978-4-384-04793-6 C2032

服部真和監修

すぐに役立つ

知らないと損をする！雇用保険、職業訓練、生活保護
のしくみや各種給付金手続きをわかりやすく解説。生
活困窮者自立支援法、生活保護法改正など新法や法改
正に対応した決定版。

〈電子書籍版あり〉

林 智之監修

すぐに役立つ

労働審判の全体像やメリット・デメリット、労働者側
が書く労働審判手続申立書の書き方がわかる。また、
使用者側が書く答弁書のサンプル例、個別労働紛争解
決制度のしくみと申立書類、雇用均等室の紛争解決援
助制度のしくみと申立書類も掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04692-2 C2032

ISBN978-4-384-04600-7 C2032

すぐに役立つ 図解とQ&Aでわかる 困ったときに読む

256頁

安全な職場環境づくりに不可欠な１冊！ 建設業にお
ける危険防止のための措置と対策を具体的に解説。ま
た、労災保険の給付内容や手続きがわかる。さらに、
労災保険の給付内容や手続きがわかる。実務上必要に
なる安全衛生についての書式も多数掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04782-0 C2032

本体1,800円

林 智之監修

A5判 並製
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平成28年10月から社会保険の加入対象が拡大！「採用」
「更
新」
「雇止め」から「賃金」
「パワハラ」
「労災」まで、労使
それぞれの立場から起こりがちな法律問題を解説。問題点
を知り、円満に改善・解決するためのノウハウ満載！同一
労働・同一賃金をめぐる最新の判例も掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04695-3 C2032

無断掲載や無断投稿は許さない！ネット取引からネッ
トオークション、著作権侵害、個人情報保護まで、ネ
ットをめぐる法律問題を幅広く網羅。プロバイダへの
削除請求や申請書の書き方を解説。IT契約書式・規約
の作成方法やトラブルへの対応策もアドバイス。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04641-0 C2032
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法律

千葉

博監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

最新

個人情報保護法と秘密保持契約を
めぐる法律問題とセキュリティ対策
A5判

並製

256頁

本体1,800円

戸塚美砂監修

すぐに役立つ

入門図解

改正対応！

個人情報保護法とマイナンバー法のしくみ
A5判

並製

256頁

本体1,800円

戸塚美砂監修

すぐに役立つ

入門図解

マイナンバー法のしくみと手続き
A5判
森

並製

232頁

本体1,800円

公任監修

すぐに役立つ

解除・解約・クーリングオフ・解雇の
法律と解決文例60
A5判

並製

千葉

博監修

256頁

本体1,800円

すぐに役立つ

株主総会と株式事務 しくみと手続き
A5判

並製

264頁

本体1,800円

三好和紗監修

すぐに役立つ

林

並製

256頁

本体1,800円

智之監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでスッキリ！

最新

社会保険の実務マニュアル
A5判

並製

264頁

本体1,800円

三好和紗監修

すぐに役立つ

仕訳と勘定科目の基本と実践トレーニング151
A5判

並製

256頁

本体1,800円

ビッグデータ活用のために不可欠な「個人情報」をめ
ぐる最新の法律を平易に解説。マイナンバー制度と取
扱事務手続きがわかる。マイナンバーの取扱いに関す
る社内規程や外部委託書類も掲載。平成27年９月成立
の個人情報保護法改正に完全対応！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04681-6 C2032
2016年１月スタート！すべての企業で必要になるマイ
ナンバー制度の全体像と導入手続きを解説。「何を」
「どこまですればよいのか」がよくわかる！税務、社会
保険事務の手続きとサンプル様式例も掲載。人事・労
務・経理・法務担当者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04653-3 C2032
解除、解約、クーリングオフ、解雇など契約関係を消滅させる手段に
スポットをあてた実務入門書。法律知識の解説だけではなく、売買契
約、借地借家、労働契約など、ケースごとに分類し、実際解除などを
行うときの文例を豊富に掲載。契約トラブルに遭ったとき迅速に対
応して、「タイミングを外さない」「損をしない」ために必読の１冊。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04378-5 C2032
株主総会は、会社法で規定する事項や会社の組織・運
営に関する一切の事項について決議する、株式会社に
必ず設置される機関です。おもに未公開企業を対象に
した上で、株主総会にかかわる株式事務を1冊で解説。
株主、中小企業経営者、総会担当者必携の書です。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04402-7 C2032
「収益」「費用」などの基本事項から、申告手続きまでの
複雑な法人税を理解するためのルールをわかりやすく解
説。決算書、消費税、税務調査など関連知識についても
フォローし、減価償却・交際費・寄附金などの取扱いに
ついてもアドバイス。平成27年度税制改正対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04652-6 C2032

入門図解

法人税のしくみと手続き
A5判

ビジネスの基本はセキュリティ対策から！最新の法改
正、ガイドラインに対応。情報管理、利用、情報漏えい
対策、トラブル解決まで。個人情報や機密情報を守るた
めの重要ポイントがQ&A形式でよくわかる！条文やガ
イドラインを読むのが苦手な人に必携の入門書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04767-7 C2032

本書は最新の制度や保険料率をふまえた上で、社会保
険と労働保険のしくみについて解説しています。詳細
な知識を持たない人でも理解しやすいように、図や書
式を盛り込みました。また、問題となる事項について
はイメージしやすいように、Ｑ＆Ａ形式で解説。
ISBN978-4-384-04519-2 C2032
簿記の知識ゼロから読める！帳簿や伝票の扱いから仕
訳のルール、勘定科目まで。日常の経理業務に不可欠
な知識をわかりやすく解説。勘定科目ごとの仕訳問題
と解答チェックの反復トレーニングで仕訳の基本が身
につく。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04657-1 C2032

法律
三好和紗監修

すぐに役立つ

投資家のための

図解

はじめての決算書・税金・法律入門
A5判 並製

240頁

本体1,800円

〈電子書籍版あり〉

千葉 博監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aで納得

改正対応！

会社役員をめぐる法律とトラブル解決法158
A5判 並製

256頁

本体1,800円

村田克也監修

すぐに役立つ

NPO法人の設立・運営手続きと
会計税務入門
A5判 並製

256頁

本体1,800円

正村邦之監修

すぐに役立つ

改訂新版

NPO・一般社団法人・一般財団法人
設立実践マニュアル
A5判 並製

272頁

本体1,900円

大門則亮監修

すぐに役立つ

初めての人のための

社会起業のしくみとNPO運営ガイド
A5判 並製

256頁

本体1,800円

森 公任，森元みのり監修

すぐに役立つ

改正対応

著作権・コンテンツビジネスの法律と
トラブル解決マニュアル
A5判 並製

248頁

本体1,800円

渡辺弘司監修

すぐに役立つ

入門図解

特許・商標のしくみと手続き
A5判 並製

240頁

本体1,800円

元榮太一郎監修

図解

知らないではすまされない

ビジネス基本法律用語辞典
A5判 並製

272頁

本体1,800円
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投資の際の重要な要素となる「決算書」
「税金」
「法律」
の３つの観点から、投資家が知っておきたい知識をわ
かりやすく解説した入門書。投資で損をしないための
ノウハウ満載！平成27年度税制改正にも対応。
ISBN978-4-384-04648-9 C2032

平成26年の会社法改正に完全対応！監査等委員会設
置、会社の新設、社外取締役・社外監査役の要件変更
など最新の内容をわかりやすく解説！選任・解任・義
務・責任、議事録、登記、役員の違法行為の是正、罰
則まで不可欠な実務知識を幅広く網羅。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04637-3 C2032
ＮＰＯの設立手続きと申請書式の書き方や、設立後の
運営手続きや届出のことや、認定ＮＰＯや仮認定を受
けるための手続きを解説。また、会計処理のルールと
書類作成上の注意点、法人税、消費税のしくみや納付
など税金のことも詳しく掲載。
ISBN978-4-384-04574-1 C2032
「社会の役に立ちたい」「公益目的で活動がしたい」 そ
んなあなたの「想い」が実現できます！ NPO法人と新
公益法人といわれる一般社団法人、一般財団法人のしく
みと設立手続き、設立後の課題である認定NPOや公益認
定を受けるための要件や手続きについても解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04513-0 C2032
これから「社会起業を立ち上げたい」と考えている人
へ向けて、実際に起業家として活動し、事業を軌道に
乗せていくために必要なノウハウを解説した指南書で
す。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04447-8 C2032

暮らしやビジネスの上で生じる著作権をめぐる問題に
ついて、図解やQ&Aを用いてわかりやすく解説した
入門書。著作権の帰属や管理、契約書の作成、著作権
侵害などの法律知識のほか、著作権保護団体やCCラ
イセンスなどについても網羅的にまとめている。
ISBN978-4-384-04798-1 C2032
特許権、実用新案権、商標権の基本がよくわかる。「特
許異議の申立て制度の創設」
「職務発明制度の見直し」
「地域団体商標の登録主体の拡充」
「色彩・音などの商
標登録」など、特許法、商標法の法改正に対応。出願
方法や申請に必要な書式も豊富に掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04741-7 C2032
売掛金の回収や管理、訴訟などの紛争処理、合併や事
業譲渡などの事業再編、労働条件や解雇などの労働問
題、契約書の作成や契約の解除・解約など、これらの
業務を担当する場合や、業務上何かのトラブルが発生
したときのために知っておきたい法律用語を厳選。
ISBN978-4-384-04530-7 C2032
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法律

服部真和監修

図解

最新

A5判

並製

ネットビジネスの法律と
トラブル解決法がわかる事典
256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

最新

働き方改革法と労働法のしくみ
A5判

並製

小島

彰監修

256頁

図解で早わかり

本体1,800円

改訂新版

労働安全衛生法のしくみ
A5判

並製

小島

彰監修

図解

最新

A5判

並製

248頁

本体1,800円

労働基準法と労働条件の基本がわかる事典
林

256頁

本体1,800円

智之監修

図解

最新

A5判

並製

総務・人事労務・経理部門の仕事の
基本がわかる事典
256頁

本体1,800円

加藤知美監修

図解で早わかり

最新

総務・人事・労務の法律と手続き
A5判

並製

大沢

豪監修

図解

最新

A5判

並製

256頁

本体1,800円

経理と税金のしくみがわかる事典
256頁

本体1,800円

河原大輔監修

図解で早わかり

マイナンバー対応

経理のしくみ
A5判

並製

256頁

本体1,800円

平成29年５月全面施行の個人情報保護法に対応。ネッ
ト取引のルールから情報セキュリティ対策、誹謗中傷
などの削除請求まで。さまざまな法律問題と法務対策
を１冊に集約！ネットショップ利用規程、個人情報取
扱規程などの書式も掲載。
ISBN978-4-384-04752-3 C2032
採用、賃金、労働時間、休日・休暇・休業、解雇・退
職など、労使双方が知っておくべき労働法の基本事項
を平易に解説。メンタルヘルス対策、パワハラ問題、
労基署調査などもフォロー。働き方改革法をはじめ、
最新の法改正に対応。
ISBN978-4-384-04805-6 C2032
会社で働く従業員の安全を守る「労働安全衛生法」の
全体像を平易に解説。改訂版では、2018年に成立した
働き方改革法をはじめ、法令・ガイドラインなどの改
正や、実務動向もフォローしている。巻末には書式の
記載例も掲載。
ISBN978-4-384-04806-3 C2032
会社の「働き方改革」待ったなし！ 無期労働契約への
転換、残業代不払い、パワハラなどの問題と対策も解
説。また、高度プロフェッショナル制度など労基法の
改正案についても解説。さらに、トラブルを防ぎ、上
手に労務管理をするためのコツがつかめる。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04777-6 C2032
深刻な人手不足が問題となっている今こそ、
「適切な人材の確
保」や円滑に業務をこなすための仕事の「基本」の習得がとて
も大切な課題となっている。本書では、総務、人事労務、経理
の該当業務に携わる人が理解しておくべき重要な知識を厳
選。働き方改革法に伴う最新の法改正にも対応。
ISBN978-4-384-04803-2 C2032
経営上不可欠な総務・人事・労務の基本事項を平易に
解説。業務に求められる考え方や問題解決のスキルが
身に付く。マイナンバー法、労働者派遣法など新法や
最新の法改正に対応。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04659-5 C2032

日常の経理事務から簿記と仕訳の基本、法人税や消費
税の知識まで、コンパクトに整理。給与計算・社会保
険・税務調査などもあわせて解説。本書を活用して経
理・簿記・税金のキモを理解しよう！経理担当スタッ
フや中小企業経営者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04621-2 C2032
伝票、出納業務など、経理の仕事の基本を平易に解説。
決算書、給与計算などの基幹業務を徹底解説。マイナ
ンバー取扱事務や管理のポイントもわかる。

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04664-9 C2032

法律
小島 彰監修

図解で早わかり 働き方改革法に対応！

最新

給与計算事務のしくみと手続き
A5判 並製

240頁

本体1,800円

加藤知美監修

重要事項＆用語

図解

最新

会社で使う

社会保険・給与計算・労務
法律用語辞典
A5判 並製

264頁

本体1,800円

森 公任，森元みのり監修

重要事項＆用語

図解

民法改正で変わる！最新

契約実務 基本法律用語辞典
A5判 並製

256頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

図解で早わかり

民法改正で変わる！最新

契約のしくみとルール
A5判 並製

256頁

本体1,800円

藤田 裕監修

図解で早わかり

改訂新版

消費者契約法・特定商取引法・
割賦販売法のしくみ
A5判 並製

256頁

本体1,800円

松岡慶子監修

図解で早わかり

民法改正対応！

最新

土地・建物の法律と手続き
A5判 並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

最新

賃貸借のしくみとルール
A5判 並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解

最新

不動産の法律と手続きがわかる事典
A5判 並製

256頁

本体1,800円
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「給与計算」は毎月の経理業務の中でも大切な業務の
ひとつである。昨今では、働き方改革が問題となり、
最新の情報に基づく適切な「労働時間の管理」は不可
欠である。本書では、給与計算の基本と法改正により
知っておくべき事項を網羅し、平易に解説している。
ISBN978-4-384-04804-9 C2032
「難しい」
「複雑」
「わかりにくい」社会保険・労働保険
から給与計算、労働法まで。会社で扱う各種事務で必
要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が
短時間でわかる！平成28年３月の雇用保険法、育児・
介護休業法などの法改正にも対応！
ISBN978-4-384-04685-4 C2032
重要解説＋用語辞典の２つの機能を１冊に集約！「債務
不履行」「解除」などの基本事項から「売買」「賃貸借」
まで。ビジネスや日常生活などで関わる各種契約と関連
法律を網羅。取引の全体像と実務上重要な法律用語が短
時間でわかる。実務上重要な570用語を厳選収録。
ISBN978-4-384-04779-0 C2032
契約実務の基本、契約書の記載事項、公正証書の作成
などを解説。ビジネスから日常生活まで商取引、外国
企業との取引、電子契約などのしくみもわかる。さら
に、定型約款、個人保証の制限、契約不適合責任など、
改正民法に完全対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04766-0 C2032
消費者、事業者が共に知っておきたい基本事項や実務上のポ
イントをもれなく解説。通常の契約に関する原則からネット
や電話、通信販売をめぐる問題まで幅広くフォロー。消費者
契約法の「過量契約の取消権」や、特定商取引法の「指定権利
の制度の廃止」など、新しい法改正事項に対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04770-7 C2032
売買、建築・賃貸・管理・相続まで不動産実務の基本
事項を解説。危険負担、契約不適合責任、敷金、修繕
義務などに加え、2020年４月１日施行予定の民法改正
に完全対応。法定相続情報証明制度、空き家対策や民
泊ビジネスなどの最新問題も解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04783-7 C2032
契約締結から、更新、終了まで。賃料・敷金・立退料な
ど、お金の問題がわかる。「敷金規定の新設」など平成29
年民法改正に完全対応。トラブル解決に不可欠な借地借
家法のしくみがわかる。賃貸人の説明義務、情報提供義
務も解説。法定利率、消滅時効などもフォロー。
ISBN978-4-384-04774-5 C2032
多岐にわたる土地・建物をめぐる重要な法律知識を集
約。売買、競売、任意売却、建築請負、マンション管
理、借地・借家、道路、境界、近隣・住環境問題、契
約、登記、トラブル解決法、裁判、執行まで、最新の
法改正情報も盛り込みわかりやすく解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04746-2 C2032
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森

法律
公任，森元みのり監修

重要事項＆用語

図解

最新

不動産契約基本法律用語辞典
A5判

並製

264頁

本体1,800円

安部高樹監修

図解

最新

A5判

並製

不動産登記の法律と手続きがわかる事典
256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解

民法改正対応！

A5判

並製

最新

債権回収のしくみがわかる事典
256頁

本体1,800円

奈良恒則監修

図解で早わかり

債権回収の法律と実務
A5判

並製

256頁

本体1,800円

北川ワタル監修

図解

最新

A5判

並製

税金のしくみと手続きがわかる事典
256頁

本体1,800円

村田克也監修

図解で早わかり

最新

税金のしくみ
A5判

並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

最新

刑法のしくみ
A5判

並製

224頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

最新

刑事訴訟法のしくみ
A5判

並製

224頁

本体1,800円

売買から賃貸、相続・登記、税金まで「難しい」
「複雑」
「なじみにくい」取引の全体像と実務上重要な法律用
語が短時間でわかる！見開き構成で不動産をめぐる法
律の基本事項46項目を平易に解説。これだけは知って
おきたい実務上重要な800用語を厳選収録。
ISBN978-4-384-04668-7 C2032
「売買」「賃貸」などの不動産取引から相続、贈与、抵当
権抹消登記、変更登記までしくみ、手続き、関連知識が
よくわかる。ビジネスや暮らしのさまざまな場面で活用
自在！わかりにくい法律用語や登記申請書の書き方もわ
かる。登記申請や添付書類の書式も豊富に掲載。
ISBN978-4-384-04565-9 C2032
「法定金利」
「短期消滅時効」
「個人保証」
「相殺」など、
民法改正で変わった実務ポイントを平易に解説。貸
金・売掛金・手形・賠償金請求、担保、保証、弁済ま
で網羅。債権回収に不可欠な知識とテクニック、リス
ク予防策が本書１冊でわかる！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04768-4 C2032
内容証明送付だけでは回収できない場合もある→訴訟か
ら執行、保全までを丁寧に解説。債権管理の基本を怠ら
ない→危険な兆候のつかみ方と債権を強くする方法を解
説。取引先の倒産にうろたえない→経費処理、貸倒引当
金など、回収・管理のための経理事務も解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04665-6 C2032
「不動産」
「投資」「相続・贈与」「会社の税金」まで、
暮らしやビジネスをとりまくさまざまな税金の基本構
造と活用法が本書１冊でわかる！平成29年税制改正対
応。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04763-9 C2032

税金の基本から、所得税、相続税、法人税、消費税、地方税など
様々な税金を網羅的に説明しています。また平成27年度税制改正
のおもな改正事項についても個別の項目を通読しながら理解でき
るようになっています。豊富な図解と欄外用語解説が理解をサポ
ート、税金についての全体像を理解するのに最適な１冊です。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04645-8 C2032
犯罪全般に共通する成立要件犯罪類型の基本がわか
る。性犯罪の厳罰化など110年ぶりの刑法改正に対応。
刑事訴訟法や裁判員制度、少年事件、平成29年成立の
テロ等準備罪まで。さらにコンピュータウイルスに関
する罪など新しい犯罪についてもフォロー。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04769-1 C2032
はじめての人にはイメージしにくい「刑事訴訟」の全
体像、基本事項をやさしく解説。刑事訴訟法の基本原
則から捜査、逮捕・勾留、取調べ、公訴提起、公判、
判決まで網羅。
「取調べの可視化」「通信傍受」など平
成28年５月成立の刑事訴訟法改正に完全対応！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04747-9 C2032

法律
藤田 裕監修

図解で早わかり

最新版

訴訟のしくみ
A5判 並製

256頁

本体1,800円

森 公任，森元みのり監修

重要事項＆用語 図解 トラブル解決に役立つ 最新

民事訴訟・執行・保全
基本法律用語辞典
A5判 並製

256頁

本体1,800円

千葉 博監修

図解で早わかり

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
A5判 並製

248頁

本体1,800円

松岡慶子監修

図解で早わかり

最新

商業登記のしくみ
A5判 並製

256頁

本体1,800円

千葉 博監修

図解

改正法対応

会社法の基本がわかる事典
A5判 並製

256頁

本体1,800円

戸塚美砂監修

図解で早わかり

最新版

会社法のしくみ
A5判 並製

256頁

本体1,800円

戸塚美砂監修

図解で早わかり

最新

株主総会のしくみ
A5判 並製

256頁

本体1,800円

森 公任，森元みのり監修

図解で早わかり

倒産法のしくみ
A5判 並製

256頁

本体1,800円

145

訴えから口頭弁論、訴訟の終了まで民事訴訟の基本や
手続きを平易に解説。また、捜査・起訴・公判、裁判
員制度まで刑事訴訟の流れや、さらに、取消訴訟、仮
の救済、国家補償法など行政訴訟のしくみをわかりや
すくアドバイス。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04643-4 C2032
「難しい」
「なじみにくい」
「わかりにくい」訴訟に勝ち、
権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知
っておきたい法律用語が短時間でわかる！紛争解決に
必携の書！
ISBN978-4-384-04736-3 C2032
通常訴訟から少額訴訟、手形訴訟・小切手訴訟や複雑
な民事訴訟、また、不動産・動産・債権のそれぞれの
強制執行のしくみや手続きがよくわかる。仮差押・仮
処分をするための要件や手続きなど、全体像がつかめ
て、実務にも役立つ。豊富な図解で理解をサポート。
ISBN978-4-384-04567-3 C2032
平成26年の会社法、平成27年の商業登記規則改正に対応。設立
から機関、株式、新株発行まで、株式会社の全体像がわかる。
商号変更、定款の目的変更、本店移転、組織再編などについて
も解説。株式会社への組織変更や、合同会社の設立登記につい
ても解説。豊富な図解と欄外用語が理解をサポート。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04656-4 C2032
設立から役員、株式事務、計算、事業再編まで、会社法
の常識をわかりやすくアドバイス。また、監査等委員会
設置会社や多重代表訴訟など、改正会社法のポイントも
よくわかる。日常学習にもビジネスにも活用できる必携
の１冊。平成27年５月施行の新会社法に対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04644-1 C2032
監査等委員会設置会社や多重代表訴訟など、平成26年
会社法改正のポイントをわかりやすく解説。設立か
ら、株式、機関、新株発行、組織再編、解散・清算ま
での会社法の基本事項や社外取締役、社外監査役の要
件見直しなどの重要事項がよくわかる。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04630-4 C2032
総会運営や総会準備手続きなど、基本事項が短時間で
理解できる。また、総会開催に不可欠な株式事務のポ
イントを１冊に集約。さらに、議決権行使書面や委任
状、招集通知、運営規則、議事録など実務書式も豊富
に掲載。豊富な図解と欄外用語が理解をサポート。
ISBN978-4-384-04589-5 C2032
法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみ
や実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、Ｍ
＆Ａの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人
破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォロ
ーした１冊！
ISBN978-4-384-04582-6 C2032
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法律

渡辺弘司監修

図解で早わかり

最新版

知的財産権のしくみ
A5判

並製

256頁

本体1,800円

渡辺弘司監修

図解

最新

A5判

並製

知的財産権の法律と手続きがわかる事典
264頁

本体1,800円

小林正樹監修

図解 最新

知的財産権［特許・実用新案・意匠・
商標・著作権］のしくみがわかる事典
B6判

並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

債権法改正に対応！

民法【財産法】のしくみ
A5判

並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

行政法のしくみ
A5判

並製

232頁

本体1,800円

若林美佳監修

重要事項＆用語

図解

最新

社会保障・介護福祉法律用語辞典
A5判

並製

256頁

本体1,800円

若林美佳監修

四訂版

図解

福祉の法律と手続きがわかる事典
A5判
森

並製

264頁

本体1,800円

公任，森元みのり監修

図解で早わかり

改正対応！

相続・贈与のしくみと手続き
A5判

並製

256頁

本体1,800円

特許・実用新案・商標・意匠・著作権などの知的財産権
の全体像がよくわかる。また、不正競争防止法、ドメイ
ンをめぐる問題についても解説。さらに、権利侵害への
対処法や内容証明郵便の書き方や特許電子図書館と特許
情報プラットフォームのしくみなど資料も充実。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04640-3 C2032
企業活動において重要になる産業財産権を保護するための特
許、実用新案、商標、意匠などの仕組みや出願方法などの手続
きを中心にご紹介すると共に、ネーミングやドメイン、デジ
タルコンテンツといった比較的新しい知的財産権についても
フォロー、最新の内容についても対応しました。
ISBN978-4-384-04577-2 C2032
◎出願手続きから書類の書き方、登録まで実践解説◎
特許・実用新案など発明のことがよくわかる◎ブラン
ド戦略（商標）やデザイン保護（意匠）のための知識
が身につく◎著作権・著作隣接権・著作権登録制度な
ど、基本が概観できる
ISBN978-4-384-04113-2 C2032
120年ぶりに変わった！債権法改正に完全対応。総則、
物権、債権、事務管理、不当利得、不法行為まで解説。
膨大な民法（財産法）の基本と新しい契約ルールが本
書１冊で学べる。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04761-5 C2032

膨大な分量があり全体像がつかみにくい「行政法」の基本
事項をやさしく解説。「これから勉強をはじめよう」と思っ
ている人、学部生、トラブルをかかえていて行政法につい
て知りたいという方に。平成26年に改正された行政手続法
や行政不服審査法など、最新の法改正にも対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04650-2 C2032
第１部では見開き構成で社会保障・福祉制度の基本46項
目を平易に解説。第２部では、これだけは知っておきた
い、実務上重要な約560用語を厳選収録。「難しい」
「複雑」
「なじみにくい」社会保障・介護福祉の法律や制度の全体
像と基本法律用語が短時間でわかる！
ISBN978-4-384-04663-2 C2032
育児、生活保護、医療保険、年金、介護保険、障害者
福祉、成年後見、生活保護など。最新の福祉サービス
のしくみや手続きがわかる！生活保護法から障害者総
合支援法、医療保険制度、介護保険法まで福祉の法律
と手続を１冊に集約！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04785-1 C2032
2018年７月成立の改正相続法の大改正に対応！ 相続
分から遺産分割、登記、相続財産の評価、相続税まで。
相続をめぐる法律と税金の全体像が手っとり早くつか
める。遺言、贈与、事業承継などの相続対策や家庭裁
判所での調停などのトラブル解決手段もわかる。
ISBN978-4-384-04802-5 C2032

法律
森 公任，森元みのり監修

図解

最新

相続・贈与・財産管理の法律と
税金がわかる事典
A5判 並製

256頁

本体1,800円

梅原ゆかり，溝口仁美監修

図解

夫婦・親子・家族の法律がわかる事典
A5判 並製

256頁

本体1,800円

森本幸人監修

図解

最新版

「保険」のしくみと手続きがわかる事典
A5判 並製

256頁

本体1,800円

若林美佳監修

事業者必携

介護事業者のための介護福祉サービス
申請手続きと書式
A5判 並製

256頁

本体1,900円

若林美佳監修

事業者必携

障害福祉事業者のための

A5判 並製

256頁

障害福祉サービスと申請手続きマニュアル
本体1,900円

若林美佳監修

事業者必携 入門図解 これだけは知っておきたい

介護施設の法律問題・
施設管理マニュアル
A5判 並製

224頁

本体1,900円

小島 彰監修

事業者必携

入門図解

A5判 並製

256頁

働き方改革法に対応！

会社で使う 労働時間・休日・
休暇・休職・休業の法律と書式
本体1,900円

小島 彰監修

事業者必携

働き方改革法に対応！

A5判 並製

256頁

就業規則の作成・見直し実践マニュアル
本体1,900円
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相続・遺言から生前契約、成年後見、信託まで。問題
解決に不可欠な法律知識が満載。平成27年度の税制改
正にも対応した安心の１冊。相続登記申請書、
遺言書、
契約書、家事調停手続きなど、書式サンプルも豊富に
掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04646-5 C2032
弁護士の著者により、相続、遺言から離婚、成年後見、
子供の問題など、家庭内で起こりうる法律問題を網羅
的、実践的にやさしく解説！ いざというときのため
に、家庭に１冊、必携です！
ISBN978-4-384-04190-3 C2032
民間の生命保険や損害保険から、公的保険制度である
年金、健康保険、労災、雇用保険まで、保険のしくみ
や基本事項を１冊に集約しています。東日本大震災関
係の特例も可能な限りフォローしています。
ISBN978-4-384-04427-0 C2032
指定事業者になるための要件から各種サービスの認定基
準、申請手続きと書式例まで掲載。近年ニーズの高い介
護タクシーの許可申請手続きと書式も解説。サービスの
内容や事業者が受ける報酬などの基本事項についても平
易に解説。介護ビジネスに携わる人必携の書。
ISBN978-4-384-04815-5 C2032
在宅・通所、施設入所サービスなどの給付内容や、介
護保険との関係、障害児支援まで。事業者がサポート
のために知っておきたい基本事項がわかる。障害福祉
サービス事業の指定を受けるために必要な手続きや申
請書類（36書式掲載）についても解説。
ISBN978-4-384-04813-1 C2032
入所者との契約問題から施設の運営、人材確保や、労働
条件をめぐるトラブルまで、起こり得るリスクに柔軟に
対応するための基本がわかる。さらに、介護保険と介護
報酬のしくみ、感染症対策、個人情報の取扱いや金銭管
理などもフォロー。介護施設管理者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04691-5 C2032
残業時間の上限規制、有給休暇取得義務化、勤務間インターバ
ル制度、高度プロフェッショナル制度など、日常業務に大きな
影響を与える2019年４月施行の働き方改革法に対応。労働時間
や休日における賃金の取扱い、休暇の取得方法、育児休業、介
護休業を取得した場合まで解説。書式も豊富に掲載。
ISBN978-4-384-04812-4 C2032
就業規則の作成・見直し（変更）のため、必要になる
基本事項や規程例を平易に解説。フレックスタイム制
の清算期間の上限や過重労働を判断する基準、パート
タイム労働者への不合理な待遇の禁止など、2018年成
立の働き方改革法にも対応。
ISBN978-4-384-04809-4 C2032
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法律

小島

彰監修

事業者必携

働き方改革法に対応！最新

A5判

256頁

パート・高齢者雇用・派遣・
請負契約の法律と手続き
並製

本体1,900円

木島康雄監修

事業者必携 平成27年労働者派遣法改正対応！ 最新

パート・派遣・請負をめぐる法律知識
A5判
林

並製

248頁

本体1,900円

智之監修

これだけは必ず知っておきたい

A5判

264頁

雇用・再雇用のルールと手続き
林

本体1,800円

智之監修

事業者必携

改正対応！

A5判

並製

248頁

小島

彰監修

「65歳雇用延長制度」のしくみと手続き
本体1,800円

事業者必携

改正対応

A5判

並製

256頁

小島

彰監修

入門図解

労働時間と給与計算の法律と手続き
本体1,900円

事業者必携

入門図解

A5版

並製

256頁

小島

彰監修

最新

管理者のための労働法の基本と実務
本体1,900円

事業者必携 問題社員対策から雇止め、休業休職対策まで 図解

解雇・退職勧奨の上手な進め方と
法律問題解決マニュアル
A5判

並製

248頁

本体1,900円

マイナンバー制度に対応！

A5判

256頁

最新

就業規則と社内規程 実務マニュアル
並製

本体1,900円

ISBN978-4-384-04660-1 C2032

本書は採用活動を行う時のポイント、雇用・再雇用に
かかわる法律知識、非正規社員を雇用するときの注意
点などを１冊にまとめました。労働条件通知書や再雇
用制度実施規定、社会保険・労働保険の届出書類など、
採用にかかわる書式も掲載しています。
ISBN978-4-384-04550-5 C2032
高齢者雇用安定法について継続雇用制度を中心とした
改正法のしくみと実務書式などを掲載。企業が65歳ま
での雇用確保をする上で必要になる手続きなどをわか
りやすく解説。巻末には、改正法に伴い交付された新
指針、通達（抜粋）を掲載。
ISBN978-4-384-04537-6 C2032
使用者が知っておくべき労働時間や給与計算の基本事
項をやさしく解説した入門実務書。労働基準法に定め
られた労働条件などのルールのほか、2018年に成立し
た「働き方改革法」に伴う改正事項を丁寧に解説。賃
金の計算方法や各種届出の記載例も掲載。
ISBN978-4-384-04796-7 C2032
2018年７月に成立した「働き方改革法」に完全対応。
労働契約から労働条件（労働時間、賃金など）
、解雇、
安全衛生まで。知っておきたい基本事項を網羅的に解
説。長時間労働是正（2019年４月施行）や公正な待遇
の確保（2020年４月施行）などの改正事項に対応。
ISBN978-4-384-04795-0 C2032
正しいリストラの方法を知り、会社を守る！法律上や
ってはいけないことやトラブルを防ぐための解決法が
わかる。経営者・労務担当者必携の書。

〈電子書籍版あり〉

加藤知美監修

事業者必携

平成27年労働者派遣法改正に対応！パートタイマー、
高齢者雇用、派遣、請負・業務委託まで、労務管理に
不可欠な法律知識をわかりやすく解説。豊富な図解と
Q&Aで重要ポイントがわかる。担当者必携の書。
〈電子書籍版あり〉

事業者必携

並製

パートタイマー、嘱託、派遣、請負など正社員以外（非正規社員）
の働き方と労務管理上の実務ポイントをわかりやすく解説。2020
年４月施行のパートタイム労働法の改正に伴う「パートタイム労
働指針」の改訂など、法改正にともなう最新情報もフォロー。60
の相談事例で実務ポイントがわかる。書式も豊富に掲載。
ISBN978-4-384-04807-0 C2032

ISBN978-4-384-04696-0 C2032

トラブルを防ぎ、働きやすい職場づくりを実現するた
めの必携書。マイナンバー制度、ストレスチェックな
ど、多様化する最新の法改正に対応！作成手順から各
条項まで。サンプル例と作成アドバイスを掲載。就業
規則の見直しのための改善点もわかる。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04671-7 C2032

法律
林 智之監修

事業者必携

図解と書式でわかる

A5判 並製

256頁

給与・賞与・退職金をめぐる法律と税務
本体1,900円

戸塚美砂監修

事業者必携

管理者のための

A5判 並製

256頁

セクハラ・パワハラ・
メンタルヘルスの法律と対策
本体1,800円

林 智之監修

事業者必携

最新

A5判 並製

256頁

育児・出産・介護の法律と
実践書式サンプル43
本体1,900円

林 智之監修

事業者必携

困ったときに使える！

A5判 並製

264頁

休業・休職をめぐる法律と書式
活用マニュアル
本体1,800円

武田 守監修

事業者必携 消費税率10％引き上げに対応！ 入門図解

会社の税金【法人税・消費税】しくみと手続き
A5判 並製

256頁

本体1,900円

北川ワタル監修

事業者必携

入門図解

A5判 並製

256頁

中小企業経営者のための

法人税と決算書のしくみと手続き
本体1,900円

河原大輔，河原宏海監修

事業者必携

イザというときに困らない！

A5判 並製

240頁

税務調査・労基署調査・
社会保険調査のしくみと対策
本体1,900円

河原大輔監修

事業者必携

入門図解

A5判 並製

256頁

経理の仕事としくみ
本体1,900円
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給与計算、賞与支払、年度更新、算定基礎届、月額変更届、年末
調整、源泉徴収事務まで、賃金の計算方法や届出などの記載例
を豊富に掲載し、基本事項を一からわかりやすく解説。また、
採用、退職の際に必要となる各種届出や離職票の書き方、役員
報酬の増額・減額の仕方についても記載例を掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04649-6 C2032
メンタルヘルスをめぐる法律・指針から、休職、復職
支援、社会保険・労働保険まで、メンタルヘルス対策
を立てる上で事業者が知っておくべき事項を幅広く解
説。また、会社で問題となることが多い、セクハラや
パワハラをめぐる問題についても取り上げています。
ISBN978-4-384-04518-5 C2032
働きやすい職場環境作りのノウハウがわかる！出産・育
児・介護にともなう社会保険の手続きやパート、アルバ
イトの雇用管理など勤務体制の整備からセクハラ、パワ
ハラ、マタハラ対策まで労務管理に携わる内容を図解と
Q&Aで解説。申請書、規程など書式を豊富に掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04638-0 C2032
社員の管理から賃金、有給取得まで。中小企業経営者
や労務担当者、必携の１冊。労働基準法や労働安全衛
生法など関連法についても解説。メンタルへルス対策
と復職支援のポイントをアドバイス。辞令、復職合意
書、規程など手続きで使用する書式を多数収録。
ISBN978-4-384-04558-1 C2032
会社の税務に不可欠な法人税と消費税の基本事項につ
いて、図解を豊富に取り入れ、仕訳を極力使わずにや
さしく解説。2019年度税制改正や、消費税率引き上げ
にも対応。軽減税率、インボイス制度など、消費税の
新しいしくみもわかる。
ISBN978-4-384-04811-7 C2032
テクニカルな技法である決算と法人税申告の体系を１
冊で概観できる。図解などを豊富にもりこみ、基本事
項から法人税申告書、決算書作成のしかたまで丁寧に
解説しているのではじめての人でもよくわかる。平成
30年度税制改正など最新の改正にも対応。
ISBN978-4-384-04799-8 C2032
「調査」は突然やってくる！狙われやすい税務・労務管
理の落とし穴・チェックポイントを網羅。特に「軽い
申告漏れ」
「社会保険未加入の場合」「三六協定を届け
出ていない場合」など、相談しにくい問題と対処法も
解説。経理・労務担当者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04739-4 C2032
日常業務、簿記、仕訳、決算書、給与計算、税金まで、
会社経営に不可欠な経理業務をわかりやすく解説。実
務で必要な知識を幅広く網羅。会社の経理担当スタッ
フ、新規担当者が読んでおくべき１冊。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04616-8 C2032
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法律

森

公任，森元みのり監修

事業者必携

入門図解

A5判

256頁

最新

中小企業のための会社法務の
法律常識と実務ポイント
並製

本体1,900円

梅原ゆかり監修

事業者必携

いざというときに役立つ

A5判

256頁

リスクマネジメントの法律知識と対策
並製

本体1,900円

河原大輔，河原宏海，西尾 努監修

事業者必携 採用退職から税務申告・移転・変更登記まで

小さな会社の「事務」と「書式」
サンプル集129
A5判

並製

256頁

本体1,900円

奈良恒則監修

事業者必携

ビジネスで活かせる

A5判

並製

256頁

久野

実監修

内容証明郵便最新109文例
本体1,800円

事業者必携

中小企業のための
解散・倒産・事業承継の法律と税務
A5判

並製

256頁

本体1,900円

戸塚美砂監修

事業者必携

入門図解

A5判

並製

264頁

大沢

豪監修

必ず知っておきたい！

中小企業のためのビジネス法務
実践マニュアル
本体1,900円

事業者必携

入門図解

A5判

256頁

知識ゼロからはじめる

決算書のしくみと活用法
並製

本体1,900円

梅原ゆかり監修

事業者必携

IT法務の法律と実践ビジネス書式
A5判

並製

256頁

本体1,900円

最新の実務動向をふまえ重要事項を網羅。2018年７月
成立の「働き方改革関連法」から民法債権法、個人情
報保護法まで。最新の法改正に対応。企業法務が会社
を守る。
「高度プロフェッショナル制度」など最新の
法改正に対応！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04791-2 C2032
残業代不払いからパワハラ、解雇、個人情報流出、ク
レーム対応、社内不正まで。法律を「知らない」
「守ら
ない」
「対応を間違える」ことで被るさまざまなリスク
と対策を平易に解説！どんな企業でも起こりうる重要
な問題をピックアップ！管理者必読の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04636-6 C2032
採用・退職時の社保・労保・税金関係や就業規則の届
出、議事録の作成、役員や社員の変更、事業所移転ま
で「書けそうで書けない」書式の作成や手続きを詳し
く解説。税務・社会保険・登記の重要書式を豊富に掲
載した、事業者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04631-1 C2032
ビジネスで生じるトラブルのうち、会社経営、人事・
労務、一般的なビジネス契約、債権回収、知的財産権
侵害、不動産売買・賃貸の各分野において、内容証明
郵便を使って解決したほうがよいと思われるケースを
選び、解決のための法律知識と文例を掲載。
ISBN978-4-384-04516-1 C2032
破産手続き、M&A、民事再生の法律などの手続きか
ら相続税・贈与税など事業承継のための相続対策を掲
載。さらに、登記・社会保険・税務の申請書類の書き
方まで解説。小規模事業者から中小企業まで解散・清
算手続きがわかる！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04635-9 C2032
契約書作成から知的財産権、独占禁止法、執行関係ま
で法務マンの仕事の仕方を網羅。企業法務が会社を守
るために必要な事故や不正への対応などの紛争処理、
またトラブル予防、事業戦略など最新の実務動向をふ
まえ、重要ポイントをわかりやすく解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04615-1 C2032
決算書を理解するのための用語や基本事項、簿記の基本、
勘定科目、会計と税金の違いなど関連知識がわかる。ま
た、貸借対照表と損益計算書のキモをわかりやすくアド
バイス。さらに株主資本等変動計算書やキャッシュ・フ
ロー計算書についてもフォロー。これ一冊で万全！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04612-0 C2032
消費者契約法や特定商取引法など、電子商取引に必要
な知識を解説。2020年４月施行予定の債権法（民法）
改正に対応。個人情報保護法などセキュリティ対策の
ための法律知識を解説。名誉毀損などへの削除請求
（送信防止措置依頼）の仕方も解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04792-9 C2032

法律
梅原ゆかり監修

事業者必携 個人情報保護法、特許法の改正に対応！ 入門図解 最新

IT企業の法務対策
A5判 並製

256頁

本体1,900円

梅原ゆかり監修

事業者必携

IT企業の法務と労務 実務マニュアル
A5判 並製

264頁

本体1,900円

服部真和監修

事業者必携

最新

A5判 並製

256頁

ネットビジネス・
通販サイト運営のための法律知識
本体1,900円

服部真和監修

事業者必携

ネットビジネス・通販サイト運営のための
法律と書式サンプル集
A5判 並製

264頁

本体1,900円

奈良恒則監修

事業者必携

入門図解

A5判 並製

240頁

改正対応！

特定商取引法・景品表示法のしくみと対策
本体1,900円

奈良恒則監修

事業者必携

入門図解

A5判 並製

256頁

最新

独占禁止法・景表法・下請法のしくみ
本体1,900円

奈良恒則監修

事業者必携

入門図解

A5判 並製

256頁

最新

はじめての金融商品取引法
本体1,900円

木島康雄監修

事業者必携

民法改正対応！入門図解

A5判 並製

240頁

契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識
本体1,900円

151

法律を知り、リスクに備える！平成27年個人情報保護
法、特許法、不正競争防止法の改正に対応。契約やシ
ステム開発、保守、運用をめぐるトラブル予防や解決
に役立つ1冊。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04682-3 C2032

「システム開発やソフトウェアをめぐる契約トラブル」
から「残業代未払い問題」
「メンタルヘルス対策」まで。
ＩＴ業界独特の様々なリスクに対応。コンプライアン
ス体制構築のための法務・労務部門担当者必携の書。
ISBN978-4-384-04583-3 C2032
ネットショップ開設から、電子商取引、サイト運営、
知的財産権侵害までのトラブル防止、顧客獲得に不可
欠な法律知識をわかりやすく解説。マイナンバー制度
や個人情報保護法改正についてもフォロー。さらに業
務妨害・ネットトラブルへの対抗手段を解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04673-1 C2032
個人情報保護規程、ドメイン新規取得、契約代行契約書、
ドメイン譲渡契約書、ＳＮＳ利用規約、情報利用に関す
る規約等々、電子商取引から許認可手続き、利用規約、
委託契約書、ホームページの作成まで。ネットを使った
さまざまな業務運営に不可欠な法律知識を満載！
ISBN978-4-384-04601-4 C2032
「知らなかった」ではすまされない！難解な法律用語
の意味や法規制を知り、トラブルを上手に防ぐための
ノウハウ満載。悪質事業者への規制強化、課徴金制度
導入など最新の法改正に対応。営業・販売部門の担当
者必携の書！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04733-2 C2032
不当な取引制限、カルテル、不公正な取引方法、合併
や株式譲渡など、企業結合など「不公正」
「不当」な取
引や違法行為などへの法規制がわかる。さらに、法律
に違反した場合の措置や課徴金制度を詳しく解説。問
題解決やコンプライアンス対策に必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04765-3 C2032
近年ニーズの高まっている金融商品取引法について初
心者でも基本が理解できるように ポイントを整理。
上場会社や公開を考えている会社経営者、 投資家、金
融法務マンなど必読の書。 平成29年の法改正（平成
30年４月１日施行）にも対応。
ISBN978-4-384-04800-1 C2032
契約書条項の作成から公正証書、電子契約まで。日常
業務に不可欠な取引の基本がよくわかる。取引現場で
役立つ契約書サンプル例も収録。法務から総務、経理、
営業部門まで。契約書関連業務に関わる人必携の書。
平成29年民法改正に対応！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04778-3 C2032
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法律

服部真和監修

事業者必携 建設業から風俗営業、産廃、入管手続きまで 改訂新版

許認可手続きと申請書類の書き方
A5判

並製

256頁

本体1,900円

松岡慶子監修

事業者必携

抵当・保証の法律と担保をめぐる
トラブル解決法
A5判

並製

小島

彰監修

256頁

本体1,900円

事業者必携 働き方改革法に対応！ 建設業者のための 最新

労務管理・安全衛生・
社会保険の法律と手続き
A5判

並製

256頁

本体1,900円

服部真和，小島 彰監修

事業者必携

最新

A5判

240頁

入管法・外国人雇用の法律
しくみと手続き
林

並製

本体1,900円

智之監修

事業者必携

改訂新版

A5判

264頁

建設業の法務と労務 実践マニュアル
並製

本体1,900円

服部真和監修

事業者必携

中小事業者のための

A5判

256頁

建設業許可申請と経営事項審査
手続きマニュアル
並製

本体1,900円

木島康雄監修

事業者必携

個人情報保護法改正に対応！最新

A5判

256頁

請負・業務委託・下請契約の
法律と書式40
並製

本体1,900円

服部真和監修

事業者必携 記載例つき 民泊ビジネス運営のための

住宅宿泊事業法と旅館業法の
しくみと手続き
A5判

並製

256頁

本体1,900円

数千種類ある許認可業務の中からニーズの高い手続きを
セレクト。申請に必要な重要書式例を多数収録。作成上
のポイントもわかる。第一線で活躍する行政書士が申請
業務の基本とノウハウをわかりやすく解説。独立開業
者、企業の許認可担当者、若手行政書士必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04775-2 C2032
不動産、機械、商品在庫の担保の取り方から連帯保証、
物上保証までを解説。リスクを回避し、迅速、確実に
回収する方法満載。時効、保証、債権譲渡、弁済、相
殺など、平成29年の民法改正に完全対応。債権管理、
回収問題で頭を悩ませている担当者必携の書！
ISBN978-4-384-04776-9 C2032
労務管理から安全衛生、労災や社会保険の加入、請負、
派遣、外国人雇用の問題まで。建築業者の労務管理、
安全衛生などについてポイントを絞り、平易に解説。
入管法や働き方改革法にともなう労基法や労安法な
ど、最新の改正に対応。
ISBN978-4-384-04822-3 C2032
2019年４月施行の入管法改正に対応。在留資格から申
請手続き、技能実習制度、高度外国人材の雇用まで、
複雑な入管や外国人雇用の法律を解説。 出入国管理
をめぐる申請手続きと書式サンプルも掲載。外国人雇
用を検討している企業経営者や労務担当者必携。
ISBN978-4-384-04825-4 C2032
建設業法や労働安全衛生法など、最新の法改正に対
応！「人材不足解消のための雇用環境整備」など、現
場の安全管理や法令遵守体制構築のための必要な知識
を解説。外国人や日雇労働者を雇用するときの注意事
項もフォロー。法務・労務担当者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04788-2 C2032
提出書類や手続き、許可取得後の変更手続き、経営事
項審査の手続きや提出書類もわかる。請負、下請のし
くみなど建設業法やガイドラインも解説。申請書の書
き方や手続きの流れがイメージできる、書式と作成ポ
イントも網羅した決定版！
ISBN978-4-384-04748-6 C2032
労働者派遣法、個人情報保護法、マイナンバー法改正
に対応！「各種事務」
「建設工事」
「製造」
「IT契約」な
ど、実務上ニーズの高い書式例と作成アドバイスを収
録。日常業務の「アウトソーシング活用」を考えてい
る経営者・担当者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04667-0 C2032
2018年６月施行の住宅宿泊事業法に完全対応。住宅宿泊
事業の届出から住宅宿泊管理業のオンライン登録まで手
続きの全体像と必要書類の書き方がわかる！民泊サービ
スに不可欠な旅館業法の改正、許可申請にも完全対応。
民泊許可申請実務担当者、行政書士必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04786-8 C2032

法律
服部真和監修

事業者必携

宅建業申請から民泊、農地まで

A5判 並製

256頁

不動産ビジネスのための許認可の
しくみと手続き
本体1,900円

松岡慶子監修

事業者必携

これならわかる

A5判 並製

256頁

「売買」
「賃貸」などの不動産取引の基本常識から「建
築規制」
「空き家対策」
「民泊規制」
「民法（債権法）改
正」まで、知っておきたい最新の法律常識満載。法務
担当者必携の書。取引の基本から活用法まで。不動産
ビジネスの法律常識が本書１冊でわかる！
ISBN978-4-384-04755-4 C2032

最新

不動産業界の法務対策
本体1,900円

松岡慶子監修

事業者必携

不動産契約基本フォーマット 実践書式80
A5判 並製

256頁

本体1,900円

千葉 博監修

事業者必携

最新

A5判 並製

256頁

不動産売買をめぐる法律と実践書式53
本体1,900円

河原大輔，齋藤和紀監修

事業者必携

最新

A5判 並製

256頁

アパート・マンション経営の法律と税務
本体1,900円

服部真和監修

事業者必携

フードビジネスのための

Ａ5判

240頁

最新

飲食業の法律問題と実務マニュアル
並装

本体1,900円

服部真和監修

事業者必携

風営法改正に対応！

A5判 並製

240頁

飲食業開業・許認可申請手続きマニュアル
本体1,900円

増野佐智子監修

事業者必携

入門図解

A5判 並製

224頁

最新

はじめての消防法
本体1,900円
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民泊ビジネスに必要な旅館業許可申請や駐車場、トラ
ンクルーム経営、農地の転用をめぐる法律と申請手続
きなど、実務ニーズの高い許認可手続きと申請書式例
を豊富に掲載！多様化する不動産活用ビジネス必携の
書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04764-6 C2032

土地売買契約書、借地権付建物売買契約書、建物売買契
約書などの書き方、読み方の基本がわかる。また、各書
式の欄外に重要条項の作成ポイントを解説。さらに、重
要事項説明書（売買、賃貸）、通知書、合意書、登記原因
証明情報、登記申請書などの関連書式も掲載。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04750-9 C2032
不動産売買、担保設定、農地法の許可、国土法上の届出、
登記申請など、基本事項と実務書式を１冊に集約。解除、
手付など知っておきたい重要条項のポイントがわかる。
さらに執行・保全、任意売却契約書も掲載。巻末には購
入・売却をめぐる税金・印紙税一覧を収録。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04623-6 C2032
経営成功の秘訣は法律と税金にあり！契約締結からト
ラブル解決、所得税まで、アパートやワンルーム経営
に不可欠な法律・税務知識を幅広く網羅。運営会社ま
かせにしない「安心」
「堅実」な経営をするための基本
をわかりやすく解説！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04618-2 C2032
日常起こりがちな問題の解決方法を１冊に集約！店舗
経営者、管理者必携の書。許認可から食品衛生、店舗
管理、労働問題、表示、クレーム対策まで幅広くフォ
ロー。平成28年６月施行の風俗営業法などの法改正に
も対応！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04688-5 C2032
クラブなどの営業規制が緩和された！平成28年６月施行の
風俗営業法改正に完全対応。飲食店事業者・開業予定者必
携の書。一般的な飲食店から「移動販売」「興行場営業」、
新設の「特定遊興飲食店営業」まで。飲食業開業に必要な
法律上の規制と許認可手続きをわかりやすく解説。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04683-0 C2032
防火管理のしくみと規制等、消防法の基本から消防用
設備、設置基準まで複雑でわかりにくい消防法の全体
像がよくわかる！さらに、消防用水、排煙設備、連結
送水管などについてもフォロー。オフィス、店舗、ビ
ル、福祉施設など、防災担当者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04655-7 C2032
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法律

松岡慶子監修

事業者必携

福祉起業家のための

A5判

256頁

NPO・一般社団法人・社会福祉法人のしくみと
設立登記・運営マニュアル
並製

本体1,900円

NPO、一般社団法人の設立から、認定、仮認定、公益
認定、社会福祉法人設立まで。福祉サービスで起業、
ステップアップするための組織づくりがわかる！

〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04680-9 C2032

三好和紗監修

「開業や移転・廃業までの届出」
「青色申告のメリット」
「決算書類の作り方」
「必要経費
事業者必携 帳簿のつけ方から届出・申告・経費処理まで 入門図解 「帳簿の記載ポイント」
になるかどうかの判断基準」など個人事業者のための
経理業務のノウハウ満載。日常業務に役立つ「おもな
取引内容と勘定科目の対応表」も掲載。
A5判 並製 256頁 本体1,900円
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04662-5 C2032

個人開業・青色申告のしくみと手続き
大沢

豪監修

事業者必携 各種申請書記載例つき！資金調達から登記、税務、社保手続きまで 最新

起業のための設立＆運営手続き
サポートマニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,900円

安部高樹監修

事業者必携 株式会社・合同会社・NPO・一般社団法人

自分で出来る！
法人設立 実践マニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,900円

元榮太一郎監修

事業者必携

権利侵害を許さない

A5判

256頁

商標・商号・意匠・
ドメインの法律と手続き
並製

本体1,800円

元榮太一郎監修

事業者必携

株式公開［IPO］をめぐる法律と
対策マニュアル
A5判

並製

264頁

本体1,800円

降旗順一朗監修

事業者必携 法的手段から与信管理、経理処理までわかる 入門図解

売掛金回収と債権管理の
法律マニュアル
A5判

並製

264頁

本体1,900円

降旗順一朗監修

事業者必携 破産・民事再生から清算・売却・事業譲渡まで 図解 最新版

倒産をめぐる法律と手続き
A5判

並製

264頁

本体1,800円

設立登記、資金調達、融資の基本や手続きから、設立後
の経理事務や労務まで１冊でわかる。融資については、
公庫融資と制度融資に分けて創業計画書の書き方を丁寧
に解説。登記申請など最新の法改正にも対応。これから
「起業」を考えている人におすすめの便利な１冊
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04651-9 C2032
ビジネスのスタートは法人設立から！株式会社・合同会
社・NPO・一般社団法人の違いや特徴、設立手続きを平
易に解説した決定版。申請書類も豊富に掲載。設立後の
税金・社会保険関係の届出についてもフォロー。さまざ
まな選択肢や活用法を検討したい人に不可欠な１冊。
ISBN978-4-384-04617-5 C2032
自社の大切な財産・権利を守ろう！ 製品・サービス
のネーミング、企業の商号を保護する商標・商号制度
について解説。意匠やドメイン、不正競争防止法など
ネーミングの保護と深くかかわる法律知識についても
あわせてとりあげています。
ISBN978-4-384-04521-5 C2032
IPO（株式公開）のメリット、デメリット、上場するため
に必要な手き、整備しておかなければならない組織体制
から、事業再編、議事録の作成、就業規則や定款の変更、
労務管理までをわかりやすく解説。中小企業から上場企
業へ移行するための経営者、担当者必携の書。
ISBN978-4-384-04526-0 C2032
債権回収・管理のキホンは制度の理解から！請求方法、
担保の活用、訴訟、保全執行、売掛金や手形管理など
回収実務に不可欠な法律知識と経理処理の基本を解
説！「今、何をすべきなのか」がわかる１冊。法務、
経理部門必携の書。
ISBN978-4-384-04564-2 C2032
破産、民事再生、会社更生、特別清算、任意整理とい
った各種倒産処理制度のしくみから、会社の売却、事
業譲渡、合併、会社分割などの手続きまで、事業を終
わらせるという判断をするにあたって知っておくべき
ポイントを解説。図解も豊富に掲載。
ISBN978-4-384-04528-4 C2032

法律
安部高樹監修

事業者必携

株式会社の議事録と登記 作成法と記載例93
A5判 並製

248頁

本体1,900円

円山雄一朗監修

事業者必携

最新

A5判 並製

264頁

株式会社の議事録と
登記申請書フォーマット135
本体1,900円

林 智之監修

事業者必携

会社で使う

A5判 並製

264頁

最新パターン別

社会保険の申請書式の書き方と
フォーマット101
本体1,800円

元榮太一郎監修

事業者必携

図解とQ&Aでわかる

A5判 並製

264頁

会社役員［取締役・監査役］の
法律常識と実務
本体1,800円

梅原ゆかり監修

事業者必携

企業担当者のための失敗しない

クレーム・リコール対応の基本と
対策マニュアル
A5判 並製

232頁

本体1,800円

元榮太一郎監修

すぐに使える【最新】基本法律用語辞典
B6判

並製

1008頁

本体2,500円

藤田 裕監修

よくわかる

裁判員制度と刑事訴訟のしくみ
A5判 並製

240頁

本体1,600円

千葉 肇，三木祥史，二島豊太，遠藤常二郎，吉田秀康著

すぐに使える！

事例でわかる裁判員裁判Q＆A
A5判 並製

224頁

本体1,800円
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株主総会・取締役会・監査役会のしくみ、議事録の書
き方のルールが基本、商業登記簿の見方、登記申請書
の書き方や手続き等、会社の運営に不可欠な書式例を
豊富に掲載、様々なビジネスシーンで活用自在。最新
の会社法、商業登記規則改正に対応。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04654-0 C2032
株式会社が事業を継続していく間に生じ得る、株主総会
の招集、役員変更、役員の報酬や役員の責任、株式に関
する変更、募集株式の発行による資金調達、本店移転、
組織再編といった事案について、株主総会や取締役会の
議案例や登記申請書例を中心に収録した書式集。
ISBN978-4-384-04559-8 C2032
「算定基礎届」
「月額変更届」
「離職証明書」など書けそ
うで書けない書類の書き方がよくわかる！ 採用・退
職から会社の定例・変更事務まで、各種申請書式も豊
富に収録。典型例はもちろんさまざまな場合の算定基
礎届の書き方もわかる！
ISBN978-4-384-04557-4 C2032
取締役を中心に、すでに役員の地位にある人やこれか
ら役員になる人を対象として、役員が知っておくべき
基本的な法的知識を解説。実務に沿って説明していま
す。法律を知ってコンプライアンスを実践するための
必読書です。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04462-1 C2032
言葉遣いから謝罪のしかたなど、クレームの対応の基本
から原因調査、知っておくべき法律知識までを１冊に集
約。実践的に解説しています。また損害賠償の知識や消
費者契約法、製造物責任法などの法律知識についても要
点をまとめています。経営者、企業担当者必携の書。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04380-8 C2032
学習・暮らし・ビジネスの各ジャンルにおいて必要と思
われる法律用語を4500語以上収録！ 法律に詳しくない
人や勉強をはじめたばかりの人にも使っていただけるよ
う、基本法令用語から重要な法律用語まで、勉強や仕事
で使用すると思われる用語を厳選、やさしく解説。
ISBN978-4-384-04497-3 C0032
裁判員制度の全体像と刑事裁判のしくみについて法律
を知らない人にも理解していただけるように、わかり
やすく説明。手続きを図解し難解な法律用語について
もミニ解説を盛り込んでいます。手続きだけでなく、
裁判員制度の対象となる犯罪の内容についても記載。
ISBN978-4-384-04197-2 C2032
わかりやすく裁判員裁判を説明するとともに、どのような
場合に事実を認めてよいのか、具体的な判決としてどのよ
うな刑が相当と考えるべきか等について、Ｑ＆Ａ形式で書
かれています。具体的なイメージをもっていただくため
に、様々な立場からのストーリーも盛り込んでいます。
ISBN978-4-384-03004-4 C2032
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法律

企業法務実務研究会編著

すぐに使える！

事例でわかる中小企業のための労務管理Q&A
A5判

並製

216頁

本体2,200円

企業法務実務研究会編著

すぐに使える！

事例でわかる中小企業のための会社法 Q＆A
A5判
戸田

並製

241頁

本体2,200円

泉著

対話でわかる債務整理

自己破産・個人再生・任意整理・特定調停
A5判

並製

136頁

本体1,400円

大門則亮監修

起業の法律と手続き

改訂新版

運転代行・個人タクシー・介護タクシー 開業手続き・
許認可申請実践マニュアル
A5判

並製

264頁

本体2,000円

木島康雄監修

起業の法律と手続き

複合カフェ・カラオケボックス・レンタル店開業手続き・
許認可申請実践マニュアル
A5判

並製

256頁

本体1,800円

労働各法の成立・改正によって新しい展開を迎えてい
る労使関係とどうかかわるか。中小規模企業に起こり
がちな労務管理問題を事例スタイルで幅広くとりあ
げ、Ｑ＆Ａ形式で労働法をわかりやすく解説する、人
事・労務スタッフ必携の１冊。
ISBN978-4-384-01244-6 C2032
「ルーチェ株式会社」という架空の菓子製造の中小規
模の企業を設定し、この会社の社長、役員らが抱える
具体的な法律上の問題をわかりやすく解説。すぐにで
も新会社法に対応できるように、各論点につき書式、
文例を多く取り入れています。
ISBN978-4-384-03247-5 C2032
本書の特徴は私（著者）と事務所の女性職員の対話形
式で進行していることです。対話形式なのでで、堅い
法律の話を少しでも親しみやすく読んでいただけま
す。あなたを借金から解放する方法がココに！
ISBN978-4-384-03851-4 C3032
運転代行、個人タクシー、介護タクシーの開業にかか
わる法律から申請手続き、書式の書き方までを解説し
ています。最新の法令や審査基準にも対応していま
す。小資本・車１台からでき、自分の技術を活かせる
仕事の開業手続きを解説した決定版！
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04473-7 C2032
事業別に、開業計画の立て方、開業にあたり必要とな
ってくる申請書の書き方等を指南しています。ささい
なトラブルを回避するために、著作権の知識、税務の
知識、社会保険や各種届出の知識も盛り込んでいます。
ISBN978-4-384-04134-7 C2032

ミリタリー
＜口絵カラー刷＞

河津幸英著

図説

戦う巨人

アメリカ陸軍

覚醒する冷戦時代の超長寿兵器
A5判 並製

472頁

本体2,700円

＜口絵カラー刷＞

河津幸英著

図説

徹底検証

アメリカ海軍の全貌
対中国作戦と新型軍艦
A5判 並製

464頁

本体2,700円

河津幸英著

超大国アメリカと中国が尖閣諸島や沖縄、台湾海峡で
本格的な軍事衝突に至った場合どのような状況に陥る
のか？ ステルス戦闘機部隊の台湾沖航空戦シミュレ
ーション図やグアム・沖縄ミサイル防衛最前線、中国
本土空爆作戦等ビジュアル図解で徹底的に検証する。
ISBN978-4-384-04625-0 C0031

＜口絵カラー刷＞

アメリカ海兵隊は、革新的なMAGTF組織や独特な空・陸
兵器の開発・配備、そして海軍揚陸艦隊との共同チーム化
などの自己革新（進化）によって、米４軍のなかで特異な独
自性を確立し発展を継続してきた。地球規模の作戦を展開
している現代アメリカ海兵隊の実像のすべてを描き切る。
ISBN978-4-384-04553-6 C0031

米中軍事対決
408頁

本体2,700円

河津幸英著

図説

アメリカ海兵隊のすべて
A5判 並製

432頁

本体2,800円

＜口絵カラー刷＞

河津幸英著

図説

自衛隊有事作戦と新兵器
A5判 並製

416頁

本体2,700円

＜口絵カラー刷＞

河津幸英著

図説

アメリカ空軍の次世代航空宇宙兵器
A5判 並製

356頁

本体2,600円

河津幸英著

図説

アメリカ海軍の超戦闘艦＆有事作戦
A5判 並製

244頁

本体2,000円

竹内 修編

戦闘機テクノロジー
〜大空の覇者の歴史と未来〜
A5判 並製

216頁

本体2,400円

中国による尖閣占領や南沙諸島の軍事基地化を阻止する決め
手は、世界最強の米海軍の抑止力にかかっている。本書は、
中国艦隊の脅威や北朝鮮の弾道ミサイルに対抗する米海軍シ
ーパワーの全貌を、多彩な図版による最新軍艦の解剖や巨大
な300隻艦隊の編成分析により精細に分かりやすく解説する。
ISBN978-4-384-04677-9 C0031

＜口絵カラー刷＞

図説

A5判 並製
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核実験を繰り返す北朝鮮の暴走、欧州や太平洋における
ロシアと中国の覇権拡大、テロリストの蛮行などを阻止
するため派遣されるアメリカ陸軍。その巨大な軍事組
織・部隊編成を解説。超長寿陸戦兵器、ミサイル防衛部隊、
機甲・ストライカー・歩兵旅団、特殊作戦部隊等を図解。
ISBN978-4-384-04771-4 C0031

有事に際して自衛隊が行う防衛作戦の概要を取り上げ
るとともに、開発中の次世代装備や新たに提案したい
将来兵器を織り交ぜて解説しています。400余点の写
真・図版で軍事脅威と防衛技術のパーフェクト解説。
自衛隊・国防の全体像が明らかになる！
ISBN978-4-384-04472-0 C0031
航空機5800機、兵力50万人の空軍力のトランスフォー
メーションとは!? グローバル・フォースを目指す米
空軍の改革事業を、ロードマップに示された６つの中
核能力と14種類の機能別実動戦力の解説を通して、具
体的に描き出している。
ISBN978-4-384-03975-7 C0031
アジア有事に即応！ アメリカ海軍・海兵隊遠征軍の
功勢作戦「シー・パワー21」に見る次世代兵器とシミ
ュレーション。作戦の主力はステルス駆逐艦・次期巡
洋艦CGX・攻撃原潜・海兵隊高速強襲整備、改革で実
現する超兵器と遠征の全貌を徹底解説。
ISBN978-4-384-04165-1 C0031
本書では約100年間の戦闘機の歴史を振り返りながら、戦
闘機を構成する重要な要素であるエンジンや搭載兵器な
どがどのように進化し、その進化が戦闘機の戦い方をど
う変えてきたかをわかりやすく解説すると共に、未来の
戦闘機がどのようなものになっていくかをも予測します。
ISBN978-4-384-04554-3 C0031
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ミリタリー

多田智彦著

世界の戦闘艦カタログ
A5判

並製

232頁

本体2,200円

ISBN978-4-384-04527-7 C0031

清谷信一編

世界の最新装輪装甲車カタログ
A5判

並製

256頁

本体2,400円

＜口絵カラー刷＞

清谷信一編

新・世界の主力戦車カタログ
A5判

並製

256頁

本体2,200円

清谷信一編

新・現代戦車のテクノロジー
A5判

並製

240頁

本体2,200円

＜口絵カラー刷＞

清谷信一編

新・世界の戦闘機・攻撃機カタログ
A5判

並製

240頁

本体2,200円

アリアドネ企画編集部編

軍事小説50冊
このミリタリーノベルスがおもしろい！
四六判

並製

208頁

本体1,400円

菊池雅之，柿谷哲也著

最新

日本の対テロ特殊部隊
四六判

並製

240頁

本体2,200円

加藤健二郎，斎木伸生，田村尚也，柿谷哲也，菊池雅之，砧 大蔵著

軍事ジャーナリストが追跡する

自衛隊最前線
四六判

上製

208頁

本体2,200円

海自護衛艦から中国新鋭空母“遼寧”まで世界の主要
戦闘艦140余隻を１冊に収録！ 世界各国の主要な戦
闘艦の写真と要目はもちろんのこと、現代の海軍事情
に精通した多田智彦氏による詳細な解説も収録。

各国軍隊の役割は近年、非対称戦に対応を求められ、緊急展
開、コスト減少が課題となっている。その目的に装輪装甲車
は合致し、各国軍隊はその開発に力を注ぎ、機能は格段に進
歩し、様々な状況で使用されようとしている。軽装甲車から
戦車駆逐車までを詳細なデータと写真で徹底解説。
ISBN978-4-384-04539-0 C0031
2000年刊行の『世界の主力戦車カタログ』待望の増補
版。日本の新型戦車「10式」や海外での新しい機種、
未掲載の車種を追加しました。スペックなども詳細化
し最新の情報・動向を写真と資料で解説したファン待
望の１冊です。〈本文１色／口絵８頁カラー〉
ISBN978-4-384-04410-2 C0031
より強力な兵装、防御力、そして、より優れた機動力
が求められてきた陸戦の雄といわれる戦車は、産業の
最先端技術の粋を結集して進化してきた。そのスペッ
クどおりに性能を引き出し、高い稼働率で運用するた
めの機能と多伎にわたる技術について徹底的に解説。
ISBN978-4-384-04439-3 C0031
最新機体はもちろん、開発中のもの、旧式ながら近代化を
施され一線で活躍している機体や派生型まで、世界各国
の戦闘機をデータと共に幅広く網羅。米国、ロシア、欧州
をはじめ、日本の次期戦闘機FX35、アジアも含む世界の
主力戦闘機・攻撃機80機種を詳細スペックとともに解説。
ISBN978-4-384-04479-9 C0031
古今東西の必読軍事小説を50冊厳選！ 戦争を背景に
した小説というジャンルから絶対に読んで欲しい作品
を選び出し、その概略と醍醐味をまとめました。各作
品のテーマや時代設定などは異なるものの、どの作品
にも強いメッセージが込められています。
ISBN978-4-384-03949-8 C0095
まさに今、アメリカと共に歩んでいこうと決めた国は
すべてテロの標的となっています。日本でも警察庁の
SATや海上保安庁のSSTなどいくつかの特殊部隊を
創設し、テロと戦う準備を進めています。“日本のテ
ロ対策の今”を知ることができる１冊です。
ISBN978-4-384-04225-2 C0031
アジアのミリタリーバランスの変化や近隣諸国の思惑が
交錯する尖閣列島問題、内外のテロリスト・強盗集団等
に対して自衛隊はいかに対応してゆくのか。大規模災害
や極東有事に際して我が国のライフライン等の破壊にど
う対応するか。21世紀の有事をシュミレーションする。
ISBN978-4-384-02594-1 C0031

ミリタリー
軍事同盟研究会編

自衛隊の裏わざ
四六判

並製

224頁

本体2,200円

自衛隊特別取材班編

自衛隊の秘密作戦
四六判

並製

232頁

本体2,200円

斎木伸生著／上田 信，樋口隆晴イラスト

徹底解説

最強戦車対決
四六判

並製

200頁

本体2,200円

斎木伸生著／上田 信イラスト

徹底解説

世界最強7大戦車
四六判

並製

216頁

本体2,200円

原 勝洋著

日米全調査

決戦戦艦大和の全貌
A5判 上製

248頁

本体2,600円
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気象隊、救援隊、偽装、築城、RMA、格闘術、あるいは食
料事情といった従来の戦力根幹にありながら、その特殊
性ゆえにあまり注目されてこなかった部隊、装備、任務等
に注目し、その『職人わざ』を明らかにするなかから、も
うひとつの自衛隊像に肉迫した渾身ルポルタージュ。
ISBN978-4-384-02738-9 C0031
イラク戦争、北朝鮮ミサイル、有事法制問題等、続発
する危機状況のなかで自衛隊は今、何をしようとして
いるのか。本書は新聞やテレビでは伝えることのな
い、生きた情報と各著者の的確な分析を紹介、展開す
るなかから「自衛隊のあるべき姿」を追及する。
ISBN978-4-384-02986-4 C0031
第２次世界大戦時の各国の有名戦車をピックアップ
し、本来は起こらなかった戦車対決を正確な軍事的考
察をもとにシュミレート。戦車ファン待望の紙上対決
が炸裂。
ISBN978-4-384-03065-5 C0031
レオパルト２、Ｍ１エイブラムス、チャレンジャー、
ルクレール、アリエテ、メルカバ、T-64/-72/-80/-90の
世界最強戦車を開発過程から構造、アップグレードの
現状と生産・輸出の実態、今後の動向を上田信の詳細
なイラストと多数の写真を駆使して徹底検証。
ISBN978-4-384-03092-1 C0031
「大和」が大東亜戦争３年８か月の期間中１回だけ自慢
の主砲を米護衛空母群に対し発砲の場を与えられたのが
フィリピン中部・サマール島東方沖海の遭遇戦である。
その戦いを検証するなかから「大和」の優れた性能を明
らかにしてゆく。『兵器學教科書』の復刻を掲載。
ISBN978-4-384-03389-2 C0031
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留学
陽子著

留学・アメリカ高校への道
A5判
栄

並製

200頁

本体2,000円

陽子著

留学・アメリカ名門大学への道
A5判
栄

並製

216頁

本体2,500円

陽子著

留学・アメリカ大学編入への道
A5判
栄

並製

218頁

本体2,200円

陽子著

改訂版

留学生必携！

アメリカ留学まるごとガイド
四六判

並製

216頁

本体2,200円

留学ジャーナル編

新版

アメリカ留学マニュアル
A5変型判

並製

200頁

本体2,200円

ICC 国際交流委員会編

Challenge Now!

高校生のためのアメリカ大学留学ガイド
A5判

並製

292頁

本体2,800円

曽根靖雄著／ ICC 国際交流委員会監修

Challenge Now!

わが子の目が輝く高校留学
オーストラリア・ニュージーランド
A5判

並製

232頁

本体2,300円

留学ジャーナル編

新版

オーストラリア・ニュージーランド留学
A5変型判

並製

272頁

本体2,000円

本書ではアメリカの全寮制の高校、
「Boarding School」
の問題点と魅力を紹介。アメリカ教育の基礎知識から
留学準備、留学生活のイロハまで、留学を考える際の
ヒントがちりばめられています。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-03634-3 C0037

入学がやさしく卒業が難しいと言われ、約4,000校もあ
るアメリカの大学のシステムを理解できるように解
説。その上で著者・栄陽子が選ぶ超難関エリート校の
紹介と「社会のリーダーとしてのエリートを目指す留
学」に焦点をあてました。
〈電子書籍版あり〉
ISBN978-4-384-04456-0 C0037
アメリカ大学編入留学の意義と問題点、またアメリカ
の大学のシステムや単位の互換性について解説。アメ
リカの大学に編入し卒業するまでの道筋とノウハウを
詳説し、さまざまな専攻分野を紹介。
〈電子書籍版あり〉

ISBN978-4-384-04632-8 C0037

アメリカの大学を卒業するためのメソッドを教えま
す。日本の大学との違いを分析し、理解し、卒業する
ための攻略方法です。入学、科目登録、授業、宿題、
教科書、テスト、ペーパーの書き方などを説明します。
巻末に「留学用語集」「学生生活用語集」付き。
ISBN978-4-384-06472-8 C0026
「授業のしくみ」や「専攻カリキュラム」、生活に必要
な「健康管理」や「治安」、留学当初現場で行われる「オ
リエンテーション」にいたるまで、突っ込んだ内容に
なっています。学校選択のデータも豊富。
「留学に役
立つ情報」
「大学留学用語集」もそろえています。
ISBN978-4-384-06527-5 C0026
アメリカの大学へ留学をしたいと考えている現役高校
生、その親御さん、高校の先生に向けて、アメリカ大
学留学についての正しい知識、手順、対策などをわか
りやすく紹介。留学体験談、アメリカの大学リスト、
専攻分野ガイドも収録。
ISBN978-4-384-06480-3 C0037
高校留学としておすすめしたいのが、オーストラリア・
ニュージーランド。その理由は、教育が世界最高水準、
治安・生活環境の良さ、比較的安価な物価、留学生を支
援する法制度の充実など。本書は、両国のお国柄から、
教育制度、体験談、高校案内まで幅広くご紹介。
ISBN978-4-384-03680-0 C0037
留学の仕方を目的別に４つに分類。英語留学･進学留
学･専門学校留学･高校留学に対して、授業の内容、準
備の進め方、入学条件など丁寧に紹介。休学留学のメ
リットや有効な利用方法、ワーキングホリデー制度に
ついても触れています。
ISBN978-4-384-06529-9 C0026

留学
REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著

ハワイわくわく留学
A5判 並製

280頁

本体2,200円

REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著

カリフォルニアわくわく留学
A5判 並製

300頁

本体2,600円

REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著

アメリカわくわくスペシャリスト留学
A5判 並製

312頁

本体2,600円

REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著

シニアわくわく留学
A5判 並製

208頁

本体2,600円

REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著

オーストラリア・ニュージーランド
わくわく語学留学
A5判 並製

328頁

本体2,300円
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気候がよく、安全で、日本から距離的にも有利なハワ
イ。大学４校に短大１校、英語学校・ビジネス・専門
学校が30校。本書は留学情報に加えて、
「現地を知る」
観点で、風土から歴史までをわかりやすく紹介します。
快適な留学生活のためのアドバイスは実に有益です。
ISBN978-4-384-06493-3 C0026
留学生に人気No.1のカリフォルニア留学の総合ガイド
ブックです。留学事情・気候等の情報・学校紹介・手
続き・必要なビザ・出発準備から出入国・学校生活・
交通機関・わくわくポイント紹介等で構成されていま
す。 留学の疑問に必ず答えるでしょう。
ISBN978-4-384-06494-0 C0026
ビジネス、コンピュータ、メディア、ファッション、デザ
イン、アート、美容、エステ、ダンス、ミュージック、料
理、マスコミ、航空、スポーツ、医療、福祉等の分野のス
ペシャリストを目指す方に、専門学校・各種学校を中心に、
２年制の短大、大学、大学のExtension、語学学校を紹介。
ISBN978-4-384-06496-4 C0026
「シニアわくわく」留学のキーワードは「体験」
「交流」
「エコロジー」
「本物」です。通常の留学で学べる学校
内での学問や専門知識だけではなく、文化体験・自然
体験・ボランティア体験・アウトドア（スポーツ交流）
など、留学生が「わくわく」できる留学を提案。
ISBN978-4-384-01587-4 C0026
好評の「わくわく留学シリーズ」に人気の高いオセア
ニアが加わりました。比較的近距離で、治安もよく、
大自然に恵まれたオーストラリアとニュージーランド
で、英語を学びたい人のための総合留学案内書です。
ISBN978-4-384-06495-7 C0026
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ワーキングホリデー

オセアニア交流センター編

ワーキングホリデー in ドイツ
A5変型判

並製

176頁

本体1,800円

オセアニア交流センター編

ワーキングホリデー in フランス
A5変型判

並製

176頁

本体1,800円

オセアニア交流センター編

ワーキングホリデー in イギリス
A5変型判

並製

176頁

本体1,800円

オセアニア交流センター編

ワーキングホリデー in オーストラリア
A5変型判

並製

192頁

本体1,800円

オセアニア交流センター編

ワーキングホリデー in ニュージーランド
A5変型判

並製

192頁

本体1,800円

オセアニア交流センター編

ワーキングホリデー in カナダ
A5変型判

並製

168頁

本体1,800円

オセアニア交流センター編

ワーキングホリデー in 韓国
A5変型判

並製

144頁

本体1,800円

1980年のオーストラリアとの制度発足以来、ヨーロッ
パでもドイツが登場！ アルバイトしながら異文化交
流ができるワーキングホリデーも世界的規模に発展し
てきました。実情や手続きの他、ドイツの魅力、ドイ
ツの「伝統」にふれる旅、ヨーロッパ紹介付。
ISBN978-4-384-06487-2 C0026
アルバイトしながら海外体験ができるワーキングホリデ
ー。この制度を利用して、フランスに行けるようになり
ました。制度の概要、これまで実施されてきた各国のワ
ーキングホリデーの実情、現地情報、出発準備等から、
簡単なフランス、ヨーロッパ紹介などを収録しました。
ISBN978-4-384-06486-5 C0026
1980年のオーストラリアとの制度発足以来、ヨーロッ
パではフランスに続きイギリスとドイツが登場！ 本
書に書かれているイギリスは、おおらかでゆったりと
した国といった表面的なイメージにプラス何かがあり
ます。
ISBN978-4-384-06485-8 C0026
自分の力で海外体験ができるワーキングホリデー。本
書はオーストラリアのワーキングホリデーの実情を紹
介し、実現のためにどうしたらよいかを詳しく解説し
ます。日本人に好感を持っているオーストラリアで、
新しい自分を発見してください。
ISBN978-4-384-06482-7 C0026
治安がよく、自然が美しく、人々がフレンドリーであ
り、アウトドアスポーツに恵まれているという4つの
点でニュージーランドはおすすめです。準備から現地
での手続き、トラブルまで網羅。体験記つき。
ISBN978-4-384-06483-4 C0026
アルバイトしながら海外体験ができるワーキングホリ
デー。この制度は、現在、カナダ・オーストラリア・
ニュージーランド・イギリス・韓国・フランス・ドイ
ツが実施しています。カナダは英語も上達するし、観
光もできるので人気急上昇です。
ISBN978-4-384-06484-1 C0026
アルバイトしながら海外体験ができるワーキングホリ
デー・ビザ。１年間、韓国で国際交流を！ 本書は表
面的なイメージではとらえられない韓国の魅力を紹介
します。出発前の準備から現地での手続き、トラブル
対策まで網羅。先輩からのメッセージ付き。
ISBN978-4-384-06488-9 C0026
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【辞典】
プリーマ独和辞典
インターネット Email 英語用例辞典

信岡資生編著
A6 変型判 並製（函入） 1344 頁 本体 2,500 円
ISBN978-4-384-00041-2 C0584
塩澤正，S. シェフェルバイン，G. キング編著
A5 判 上製 592 頁 本体 3,800 円
ISBN978-4-384-00240-9 C2582

【ドイツ語】
新版ドイツ語基本単語と公式

有田潤著
四六判 並製

辞書なしでどこからでも読める

大岩信太郎著
A5 判 並製 186 頁

やさしいドイツ文法
英語対照 はじめてのドイツ単語
新正書法対応

2200

役に立つドイツ語会話
ドイツ文法大百科

240 頁

大岩信太郎著
B6 変型判 並製

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-00793-0 C1084
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05283-1 C1084

152 頁

本体 1,400 円
ISBN978-4-384-00132-7 C1084

関口一郎，フォルカー・ヘッチュ著
四六判 並製 280 頁 本体 2,300 円
ISBN978-4-384-05172-8 C2084
三室次雄著
A5 判 並製 256 頁

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-05210-7 C1084

やってみよう！ドイツ語

三室次雄著
A5 判 並製 184 頁

ドイツ語「新正書法」ガイドブック

在間進編／畔上泰治，中村哲夫，能登恵一，橋本兼一，山田善久著
四六判 並製 168 頁 本体 2,500 円
ISBN978-4-384-00560-8 C1084

60 歳からのドイツ語入門

信岡資生著
A5 判 並製 160 頁

本体 2,000 円
ISBN978-4-384-00750-3 C1084

本体 2,700 円
ISBN978-4-384-00982-8 C0084

超入門 ドイツ文法

本郷建治，佐藤彰著
A5 判 並製 168 頁

ドイツ語の小説を読む【１】

佐藤清昭編著
A5 判 並製 144 頁

ドイツ語の小説を読む【２】

佐藤清昭編著
A5 判 並製 158 頁

ドイツ語実力養成講座

渡部重美著
A5 判 並製 216 頁

ドイツ生活単語ノート

渡部重美監修／シルヴィア・ヴィーク著
四六判 並製 232 頁 本体 2,600 円
ISBN978-4-384-05173-5 C1084

第２版

新倉真矢子，Angela Lipsky 著
A5 判 並製 144 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03860-6 C1084

探偵グラマティックの事件ファイル

ドイツ語発音聞き取りトレーニングブック

本体 2,400 円
ISBN978-4-384-03817-0 C1084
本体 2,600 円
ISBN978-4-384-05281-7 C1084
本体 2,600 円
ISBN978-4-384-05282-4 C1084
本体 2,700 円
ISBN978-4-384-05220-6 C1084
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新版

ドイツ語聴き取りトレーニング

久保川尚子著
A5 判 並製 176 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-00794-7 C1084

ドイツ語リスニング

久保川尚子著
A5 判 並製 158 頁

おいしく食べて楽しいドイツ語

祐子タム著／ハミル・アキ画
B6 変型判 並製 160 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02974-1 C2084

起きてから眠るまでの
楽しいドイツ語フレーズ

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-05012-7 C1084

祐子タム著／ハミル・アキ画
B6 変型判 並製 160 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02734-1 C2084

ドイツ語で綴る楽しいお手紙

杉本モニカ , 吉満たか子著
B6 変型判 並製 144 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02830-0 C2084

ドイツ語で手紙を書こう

大塚綾，H.-G. クラウト著
B5 判 並製 296 頁 本体 4,700 円
ISBN978-4-384-00568-4 C2084

ダンケ教授のドイツ語レッスン

飯嶋一泰，スタジオ・ネコマンマ著
A5 判 並製 168 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00763-3 C1084

ドイツ旅行会話

吉満たか子著
四六判 並製

104 頁

ジョークで学ぶドイツ語

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05255-8 C1084

押野洋著
四六判 並製

192 頁

使えるドイツ語ひとことフレーズ

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-05238-1 C1084

三修社編集部編
B6 変型判 並製

外国人と日本人医師の臨床会話集２

大西守，増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁

独検４級突破

室井禎之， 人見明宏著
A5 判 並製 168 頁 本体 2,600 円
ISBN978-4-384-05260-2 C1084

ドイツを楽しむ 22 のテーマ

ドイツ語編

独検３級突破
独検３・４級突破単語集
独検４級突破単語集
新 独検４級合格講座

119 頁

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-03668-8 C2026

本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01523-2 C2081

室井禎之， 人見明宏著
A5 判 並製 184 頁 本体 2,600 円
ISBN978-4-384-05261-9 C1084
ヴォルフガング・シュレヒト， 恭子シュレヒト著
A5 判 並製 254 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-00480-9 C1084
ヴォルフガング・シュレヒト， 恭子シュレヒト著
四六判 並製 152 頁 本体 2,500 円
ISBN978-4-384-01969-8 C1084
獨協大学独検対策講座編／K.バイスヴェンガー,金井満, 矢羽々崇 ,
山路朝彦 , 山本淳 , 渡部重美 , 工藤達也著

A5判 並製 192頁 本体 2,600円 ISBN978-4-384-05214-5 C1084

【英語】
間違いやすい英語表現

奥津文夫著
B6 判 並製

224 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00367-3 C2082

在庫僅少

ことわざで英語を学ぶ

奥津文夫著
四六判 並製

オフィスのセクレタリー英会話

宮川幸久著
B6 変型判 上製

ビジネスの現場から

宮川幸久，三宅章子著
B6 変型判 上製 216 頁

文法・表現・文化

英語コミュニケーションのヒント

206 頁
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本体 2,200 円
ISBN978-4-384-01789-2 C2082

194 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05119-3 C2082
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05122-3 C2082

新版

宮川幸久著
四六判 並製

192 頁

心を動かす英語

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-02969-7 C2082

鈴木克義編著
四六判 並製

184 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05011-0 C0082

実践英語応対マニュアル〈電話＆受付〉

CD 付

英文名作聴訳 1

宮下忠雄聴訳編
A5 判 並製 232 頁

CD 付

英文名作聴訳 2

宮下忠雄聴訳編
A5 判 並製 232 頁

CD 付

英文名作聴訳 3

宮下忠雄聴訳編
A5 判 並製 232 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05251-0 C0082
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05252-7 C0082
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05253-4 C0082

Hi!-Hello! で始めよう！ビジネス英語ゼミ

鶴岡公幸著
四六判 並製

200 頁

ハートにひびく英語をプリーズ

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05348-7 C2082

出竹生久編著
四六判 上製

144 頁

スクリーンから聞こえるしゃれた英語

本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02040-3 C0082

仙福健治著
四六判 並製

262 頁

英語スラング練習帳

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-04103-3 C0082

長尾和夫， アンディ・バーガー著
四六判 並製 176 頁 本体 1,500 円
ISBN978-4-384-05474-3 C2082

〜わたしが教える英語上達法〜

英語で解く算数

イーメディア編著
四六判 並製 160 頁

できる英会話の表現ポイント

阿部一著
A5 判 並製 184 頁

クイズを楽しみながら
英語が身につく本

三浦俊明著
四六判 並製

スパイスの効いた会話はここが違う！

新版

英文レター E メールの書き方

微妙なニュアンス

伝える英語

カタカナ英語を使える英語に！

208 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03468-4 C2082
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00668-1 C2082
本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04015-9 C2082

福島スーザン著／本川純子訳
A5 判 並製 152 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05314-2 C2082
渡辺鉄太著
B6 変型判 上製

176 頁

トーマス N. ハセベ著
B6 変型判 上製 176 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05123-0 C2082
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05124-7 C2082
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英語で気持ちを伝える 75 フレーズ

ジュミック今井著
A5 判 並製 160 頁

使える英会話ひとことフレーズ

三修社編集部編
B6 変型判 並製

英語で紹介

中山幸男著
四六判 並製

ニッポンおもしろ再発見

本体 1,500 円
ISBN978-4-384-05178-0 C2082

119 頁

168 頁

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-03667-1 C2026

本体 1,700 円
ISBN978-4-384-05231-2 C2082

英語で 10 分間 会話をもたせるコツ

白野伊津夫著
B6 変型判 上製

176 頁

電話応対 かんたん英語フレーズ集

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05125-4 C2082

三修社編集部編
B6 変型判 上製

128 頁

英語のデパート。

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05121-6 C2082

デイビッド・セイン，佐藤淳子著／ A to Z 編
四六判 並製 176 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02800-3 C2082

百貨店的英会話百科集

国際人として英語を使ってみませんか
アクティブ・ライフの英会話
野球の英語 A to Z

佐山和夫が語るアメリカの野球用語

どんどん話せる！五感活用英会話

目・耳・舌・鼻・肌で感じるフレーズ 400
オールガイダンス

スチュワーデス・イングリッシュ
アメリカ人に気持ちを伝える
英会話トレーニング
いかにもアメリカ的な
こんなイディオム、決まり文句
はじめよう留学生活！基本知識と英会話

「いぬ式」英会話
リアル・ブリティッシュ・
イングリッシュ
英文法を確実にマスター
自己診断テスト付

はじめての英語

小学生の英語塾

中野美知子著
四六判 並製

152 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-01864-6 C1082

ナナ河野，エリザベス品川著
A5 判 並製 160 頁 本体 1,900 円
ISBN978-4-384-05211-4 C0082
佐山和夫著
四六判 並製

212 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05177-3 C0082

リサ・ヴォート，多田裕吾著
A5 判 並製 154 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03831-6 C0082
東京スチュワーデス専門学院編
A5 変型判 並製 184 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-06325-7 C0026
八巻ルリ子，マイケル・ヒル，ダニエル・バーンスタイン著
A5 判 並製 188 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05367-8 C2082
宮本倫好著
四六判 並製

192 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03093-8 C2082

留学ジャーナル編集部監修／竹下裕子著
B6 変型判 上製 240 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05127-8 C2082
にむらじゅんこ著／ハミル・アキ画
B6 変型判 並製 196 頁 本体 1,300 円
ISBN978-4-384-03091-4 C2082
ティム・レザレン著／鈴木克義訳
A5 判 並製 164 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05248-0 C0082
阿川敏恵著
A5 判 並製

172 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-05346-3 C2082

菊地康著／大川紀枝 絵
B5 判 並製 96 頁 本体 1,900 円
ISBN978-4-384-03385-4 C8082
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新・４歳からはじめる…
ママとまいにち英会話
新・わくわく英語幼稚園
新・レッツ・プレイ English!!

小学校中学年向け

新・入学前の…中１英語マスターブック１
小学校高学年向け

新・入学前の…中１英語マスターブック２
小学校高学年向け
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永野順一， ジェームズ A. ミラー著
B5 判 並製 104 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00691-9 C8082
永野順一， ジェームズ A. ミラー著
B5 判 並製 64 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00692-6 C8082
永野順一著
B5 判 並製 128 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00693-3 C8082

永野順一， ジェームズ A. ミラー著
B5 判 並製 128 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00694-0 C8082
永野順一， ジェームズ A. ミラー著
B5 判 並製 104 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00695-7 C8082

辞典ではわからない

ケリー伊藤著
四六判 並製

改訂版

MEMO ランダム編
A5 判 並製 192 頁

改訂版

MEMO ランダム編
A5 判 並製 192 頁

改訂版

MEMO ランダム編
A5 判 並製 192 頁

英会話をなんとかしたい人の

井上大輔著
四六判 並製

あなたも２年でバイリンガルになれる！

福島範昌著
A5 判 並製 192 頁

外国からの客を迎える英会話

ランデル洋子著
A5 判 並製 152 頁

国際電話の英会話

ランデル洋子著
四六判 並製 138 頁

オフィスの英語、アテンドの英語

山本聖美著
B6 変型判 上製

英語で書く社内文書

多田裕悟，エリック・ガーワー著／アルファ・プラス・カフェ企画編集

ハイレベル英単語 1000

野崎成文著
A5 判 並製 240 頁

基本頻出英単語の使い分け 100

丹下博文，チャールズ・アダムソン著
A5 判 並製 224 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05284-8 C2082

英熟語の使い方事典
ゼロから始める英文法 中学レベル
ゼロから始める英文法 高校レベル
ゼロから話せる英会話
捨てる英語勉強法〈スピーキング編〉
福島式英語トレーニングメソッド

Puntasy World へようこそ

グローバル時代の通訳

基礎知識からトレーニング法まで

A5 判

252 頁

258 頁

本体 1,900 円
ISBN978-4-384-01862-2 C2082
本体 1,400 円
ISBN978-4-384-03509-4 C2082
本体 1,400 円
ISBN978-4-384-03510-0 C2082
本体 1,500 円
ISBN978-4-384-03511-7 C2082
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05614-3 C0082
本体 1,900 円
ISBN978-4-384-01228-6 C2082
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05337-1 C0082
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03682-4 C2082

176 頁

並製 336 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05113-1 C2082

本 2,200 円
ISBN978-4-384-03840-8 C2082
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05361-6 C0082

水野真木子，中林眞佐男，鍵村和子，長尾ひろみ著
A5 判 並製 176 頁 本体 2,300 円
ISBN978-4-384-01971-1 C0037
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3 週間で完全マスター！

白石よしえ著
A5 判 並製 240 頁

語源を知れば自然に出てくる

牧野高吉著
四六判 並製

新・観光英検３級の過去問題

全国語学ビジネス観光教育協会観光英検センター編
A5 判 並製 148 頁 本体 2,000 円
ISBN978-4-384-05341-8 C2082

驚異の英文法

英語イディオム表現集

国連英検特 A 級過去問題 2001-2004

440 頁

日本国際連合協会編
A5 判 並製 272 頁

本体 1,400 円
ISBN978-4-384-05505-4 C7082
本体 2,700 円
ISBN978-4-384-05504-4 C2082

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-05431-6 C2082

国連英検 A 級過去問題 2001-2004

日本国際連合協会編
A5 判 並製 240 頁

国連英検 B 級過去問題 2001-2004

日本国際連合協会編
A5 判 並製 184 頁

国連英検 C 級過去問題 2001-2004

日本国際連合協会編
A5 判 並製 196 頁

新 TOEIC® テスト徹底トレーニング

入江泉，ビル・ウォーカー，ニーシャム・サボリン著
A5 判 並製 400 頁 本体 2,600 円
ISBN978-4-384-00470-0 C2082

TOEIC® TEST 単語・イディオム 1000
TOEIC® TEST 英文法完全バイブル
問題集 600 問

本体 2,400 円
ISBN978-4-384-05432-3 C2082
本体 2,000 円
ISBN978-4-384-05433-0 C2082
本体 2,000 円
ISBN978-4-384-05434-7 C2082

石井隆之著
A5 判 並製

370 頁

本体 2,500 円
ISBN978-4-384-05312-8 C2082

瀧本将弘著
A5 判 並製

256 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05605-1 C2082

【諸外国語】
60 歳からのフランス語入門
60 歳からのイタリア語入門
60 歳からのスペイン語入門

滝沢隆幸著，大岩昌子著
A5 判 並製 144 頁 本体 2,700 円
ISBN978-4-384-00983-5 C0085
白崎容子，入江たまよ著
A5 判 並製 176 頁 本体 2,700 円
ISBN978-4-384-00985-9 C0087
寿里順平著
A5 判 並製

176 頁

60 歳からの中国語入門

本体 2,700 円
ISBN978-4-384-00986-6 C0087

武信彰著
A5 判 並製

128 頁

気持ちを伝えるフランス語

本体 2,700 円
ISBN978-4-384-00984-2 C0087

立花英裕，Ch. ロバン=佐藤著
B6 変型判 並製 214 頁 本体 1,200 円
ISBN978-4-384-05298-5 C2026

気持ちを伝えるイタリア語
気持ちを伝えるスペイン語

ナンニーニ・アルダ，藤谷道夫著
B6 変型判 並製 216 頁 本体 1,200 円
ISBN978-4-384-05299-2 C2026
立花ソニア著
B6 変型判 並製

204 頁

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-05300-5 C2026
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NEW ハンディ

浦一章著
B6 変型判

並製

166 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00959-0 C1287

NEW ハンディ

岡田辰雄著
B6 変型判 並製

156 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00960-6 C1287

NEW ハンディ

輿水優著
B6 変型判

158 頁

NEW ハンディ

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00958-3 C1287

田所清克，伊藤奈希砂著
B6 変型判 並製 168 頁

ハンディ 辞書なしで学べる

野島進，王宣著
B6 変型判 並製

228 頁

ハンディ 辞書なしで学べる

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00732-9 C1287

高井京一著
B6 変型判 並製

216 頁

フランス語のスタートライン

本体 2,300 円
ISBN978-4-384-00734-3 C1287

猪狩廣志著／浅岡夢二執筆協力
A5 判 並製 176 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05369-2 C1085

メモ式イタリア語早わかり
メモ式スペイン語早わかり
メモ式中国語早わかり
メモ式ブラジル・ポルトガル語早わかり
中国語の最初歩

インドネシア語の最初歩

イタリア語のスタートライン

並製

浦一章著
A5 判 並製 178 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-00963-7 C1287

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05372-2 C1087

スペイン語のスタートライン

岡田辰雄著
A5 判 並製 164 頁

中国語のスタートライン

輿水優著
A5 判 並製 196 頁

韓国語のスタートライン

早川嘉春著
A5 判 並製 176 頁

5 泊 6 日のフランス語会話

鈴木友美著
四六判 並製

128 頁

2 泊 3 日の中国語会話

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05170-4 C2085

宇澄美香著
四六判 並製

128 頁

2 泊 3 日の韓国語会話

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05171-1 C2087

朴洪実著
四六判 並製

144 頁

お花に添えるフランス語

本体 1,700 円
ISBN978-4-384-05187-2 C0087

にむらじゅんこ著／ハミル・アキ画
B6 変型判 並製 144 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02647-4 C2085

おいしいフランス語
「ねこ式」フランス語会話
「ねこ式」イタリア語会話

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05373-9 C1087
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05371-5 C1087
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05374-6 C1087

にむらじゅんこ著／ハミル・アキ画
B6 変型判 並製 160 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02759-4 C2085
にむらじゅんこ著／ハミル・アキ画
B6 変型判 並製 144 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02548-4 C2085
にむらじゅんこ著／ハミル・アキ画
B6 変型判 並製 136 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02831-7 C2087
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おいしいイタリア語
使えるフランス語ひとことフレーズ

入江たまよ著／藤田寿伸画
B6 変型判 並製 160 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-03153-9 C2087
三修社編集部編
B6 変型判 並製

120 頁

使えるイタリア語ひとことフレーズ

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-03669-5 C2026

三修社編集部編
B6 変型判 並製

120 頁

使えるスペイン語ひとことフレーズ

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-03670-1 C2026

三修社編集部編
B6 変型判 並製

120 頁

まるごと６か国語ミニフレーズ

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-03671-8 C2026

三修社編集部編
四六判 並製 192 頁

オラ、アミーゴス！入門編

イスパニカ編／吉田理加著
A5 判 並製 176 頁 本体 2,500 円
ISBN978-4-384-05016-5 C1087

たのしく学ぶスペイン語

オラ、アミーゴス！初級編

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-00265-2 C2026

たのしく学ぶスペイン語

イスパニカ編／吉田理加著
A5 判 並製 216 頁 本体 2,600 円
ISBN978-4-384-05182-7 C1087

新版

原誠，小池和良著
A5 判 並製 280 頁

イタリア語聴き取りトレーニング

入江たまよ著
A5 判 並製 160 頁

コミック・イタリア語

ラウラ・フェッロ作・画／深川充子解説・訳
A5 判 並製 232 頁 本体 1,900 円
ISBN978-4-384-05242-8 C1087

言いたいことが言える

藤田裕二，シルヴィ・ジレ＝鈴木著
四六判 並製 160 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03262-8 C1085

スペイン人が日本人によく聞く100 の質問

ヴェネツィア恋物語
フランス語の作文

書きたいことが書ける

フランス語でつづる私の毎日
フランス人と友だちになる

やさしいフランス語会話
フランス語を確実に！
観光でフランス語

麻衣と千春のプチバカンス

フランス留学で役に立つ単語と表現
中国旅行で役に立つ会話
中国語で解く算数

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-00848-7 C2087
本体 2,300 円
ISBN978-4-384-05209-1 C1087

杉山利恵子著
四六判 並製 144 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-05536-8 C0085
〈電子書籍版あり〉
ジャンピエール・アブリアル著
A5 判 並製 160 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05224-4 C0085
滝沢隆幸，大岩昌子著
A5 判 並製 136 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-01413-6 C1085
佐原秋生，大岩昌子著
A5 判 並製 184 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-00678-0 C1085
朝比奈美知子著／（財）フランス語教育振興協会監修
四六判 並製 224 頁 本体 2,000 円
ISBN978-4-384-05254-1 C1085
輿水優，李継禹著
四六判 並製 232 頁
イーメディア編著
四六判 並製 160 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-01232-3 C2087
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03683-1 C0087
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初歩の中国語

野島進著
A5 判 並製 192 頁

わかりやすい + すぐに使える

大和久幸夫，任鉄華著
A5 判 並製 224 頁 本体 2,400 円
ISBN978-4-384-04314-3 C1087

ビジネス中国語会話 基本と実践
中国語

四字成語・慣用表現 800

林怡州著
A5 判 並製 176 頁

本体 2,600 円
ISBN978-4-384-05197-1 C1087

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-04493-5 C0087

書いて覚えるハングル第１歩

尹大辰，金安淑著
A5 判 並製 140 頁

韓国語の第一歩

リスニング

韓国語の第一歩

スピーキング

韓国・国立国語院，韓国語世界化財団企画／徐周煥著
B5 判 並製 196 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-01871-4 C1087

韓国語の第一歩

中級

初めて学ぶ韓国語

ハングル 12 章

超簡単！カタカナハングル会話
韓国語ひとことフレーズ
韓国

旅行・会話事典

香港スターと広東語
韓流スターといますぐ話せる韓国語

本体 1,500 円
ISBN978-4-384-01221-7 C1087

韓国・国立国語院，韓国語世界化財団企画／徐周煥著
B5 判 並製 208 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-01872-1 C1087
韓国・国立国語院企画／金貞淑著／姜昌萬監訳
B5 判 並製 400 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-04368-6 C1087
金容権著
B6 判 並製 262 頁

本体 2,400 円
ISBN978-4-384-01967-4 C1087

金容権著／高信太郎イラスト
B6 判 並製 160 頁 本体 1,400 円
ISBN978-4-384-01219-4 C1087
金安淑著
B6 判 並製 194 頁
金容権，西山秀昭著
四六判 上製 248 頁

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-05458-3 C0087
本体 2,200 円
ISBN978-4-384-05193-3 C0087

カク マンホウ，高崎篤著／スタジオ・ネコマンマ絵
A5 判 並製 160 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03304-5 C0000
朴珍希，村山保子著
A5 判 並製 128 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03589-6 C0087

インドネシア語リスニング

ホラス由美子著
A5 判 並製 152 頁

はじめてのピジン語

岡村徹著
A5 判 並製 160 頁

ブラジルポルトガル語 生活場面事典

西村政人 , 山内啓介著
四六判 並製 252 頁 本体 2,600 円
ISBN978-4-384-01617-8 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集１

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-01522-5 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集３

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01524-9 C2081

パプアニューギニアのことば

英語編

フランス語編

本体 2,500 円
ISBN978-4-384-05321-0 C1087
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05308-1 C0087
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外国人と日本人医師の臨床会話集４

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01528-7 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集５

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01527-0 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集６

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01525-6 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集７

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01526-3 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集８

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01530-0 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集９

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01529-4 C2081

外国人と日本人医師の臨床会話集10

大西守， 増茂尚志著
B5 判 並製 144 頁 本体 2,718 円
ISBN978-4-384-01531-7 C2081

ポルトガル語編
スペイン語編
中国語編
韓国語編

フィリピン語編
タイ語編

ペルシャ語編

【文芸・歴史】
ファーザーラント
夜に甦る声
ひとりぼっちの欲望
さよなら、ノーマ・ジーン
カーティアの選択
裸足
森のなかの夜
セシールの秋
迷誤あれば
改訂版

メーリケ詩集

クリスティアン・クラハト著／越智和弘訳
四六判 並製 224 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00530-1 C0097
マルセル・バイアー著／長澤崇雄訳
四六判 並製 328 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00531-8 C0097
マルギット・ハーン著／松永美穂訳
四六判 並製 192 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00532-5 C0097
クラウディア・ネクロ著／田邊玲子訳
四六判 並製 240 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00533-2 C0097
ユーディット・クッカルト著／中島裕昭訳
四六判 並製 260 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00535-6 C0097
ミヒャエル・クレーベルク著／越智和弘訳
四六判 並製 216 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-00536-3 C0097
ラルフ・ロートマン著／宮田眞治訳
四六判 並製 340 頁 本体 1,900 円
ISBN978-4-384-00537-0 C0097
テーオドア・フォンターネ著／立川洋三訳
四六判 上製 316 頁 本体 4,000 円
ISBN978-4-384-01060-2 C0097
テーオドア・フォンターネ著／立川洋三訳
四六判 上製 324 頁 本体 4,000 円
ISBN978-4-384-01066-4 C0097
森孝明訳
四六判 上製 304 頁

本体 3,200 円
ISBN978-4-384-01108-1 C0097
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本当の望み

フォルカー・ブラウン著／浅岡泰子，市川明，宇佐美幸彦，森川進一郎訳
四六判 上製 256 頁 本体 3,200 円
ISBN978-4-384-01261-3 C0098

フォルカー・ブラウン作品集

赤ん坊殺しのドイツ文学

横田忍著
四六判 上製

封印されたグリム童話

400 頁

本体 3,200 円
ISBN978-4-384-01153-1 C0098

フローチャー美和子訳著
四六判 上製 272 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-01231-6 C0098

ローマのかくれんぼ

ロベルト・シュナイダー著／ヘルガ・ゲンザー絵／シドラ房子訳
A5 変型判 上製 120 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-04010-4 C0098

感じるバリ島から
舞台｜阪神淡路大震災
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平田恵子文・絵
A5 判 並製 128 頁

全記録

雪の色が白いのは

グリムにはないドイツのむかし話

シェイクスピア喜劇の世界
映画になったシェイクスピア

岡本貴也著
四六判 並製

本体 1,400 円
ISBN978-4-384-02538-5 C0097

258 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03797-5 C0074

シャハト・ベルント編／大古幸子訳
四六判 並製 168 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03787-6 C0097
ノースロップ・フライ著／石原孝哉，市川仁訳
四六判 上製 244 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-01181-4 C1098
狩野良規著
四六判 上製

280 頁

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-01178-4 C1098

絵本の贈りもの

川西芙沙著
A5 変型判 並製

アブデラの人びと

C. W. ヴィーラント作／義則孝夫訳
A5 判 上製 400 頁 本体 7,282 円
ISBN978-4-384-02195-0 C0097

ハーバード医学部
犯罪科学捜査
エーリカ

160 頁

本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04024-1 C0095

ジョン・ランゴーン著／栄陽子留学研究所監修／白根美保子訳
A5 判 上製 328 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-00539-4 C0098
ザカリア・エルジンチリオール著／高林茂訳
A5 判 上製 336 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03566-7 C0030
エルケ・ハイデンライヒ作／ミヒャエル・ゾーヴァ絵／三浦美紀子訳

上製

64 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-04009-8 C0098

あるいは生きることの隠れた意味

A5 変型判

プラリネク

アクセル・ハッケ作／ミヒャエル・ゾーヴァ絵／三浦美紀子訳

あるクリスマスの物語

A5 変型判

逆転 日本史

加来耕三著
四六判 並製

源氏物語百華

左方郁子，佐藤英子著
四六判 並製 272 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03573-5 C0095

仮説で読み解く歴史事件簿
五十四帖すべての謎を解く

戦国の影法師

もうひとつの意外人物列伝

上製

武田鏡村著
四六判 並製

54 頁

246 頁

208 頁

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-04075-3 C0098

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03819-4 C0021

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03809-5 C0021
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日本史瓦版

鈴木亨著
B5 判 並製 224 頁

大江戸を遊ぶ

渡辺誠著
四六判 並製 336 頁

百済金銅大香炉

徐廷緑著／金容権訳
A5 判 上製 468 頁

神になった帝王

P. ファンデンベルク著／坂本明美，田島亘裕訳
四六判 並製 328 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02682-5 C0022
P. ファンデンベルク著／坂本明美訳
四六判 並製 344 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02683-2 C0022
P. ファンデンベルク著／坂本明美訳
四六判 並製 400 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02684-9 C0022
M. スティングル著／坂本明美訳
四六判 並製 336 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02691-7 C0022
H. ゲオルク・ベーア著／金森誠也訳
四六判 並製 312 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02694-8 C0022
M. スティングル著／坂本明美訳
四六判 並製 360 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02695-5 C0022
U. クレーファー著／戸叶勝也訳
四六判 並製 328 頁 本体 2,000 円
ISBN978-4-384-02735-8 C0022
P．アイゼレ著／片岡哲史訳
四六判 並製 328 頁 本体 2,000 円
ISBN978-4-384-02736-5 C0022
H. ウーリッヒ著／戸叶勝也訳
四六判 並製 304 頁 本体 2,000 円
ISBN978-4-384-02737-2 C0022

「のむ・うつ・かう」の風俗百科
古代東アジアの精神世界をたずねて
ラムセス二世の謎

世界帝国を夢見た女
クレオパトラの生涯

少年王ツタンカーメンの謎
考古学史上最大の発掘物語

古代南太平洋国家の謎

ポリネシアン・トライアングルの伝説を追う

最古の「巨大コンツェルン」神話
商業帝国イスラムの謎

黄金の国の光と陰
インカ帝国興亡の謎

世界帝国建設の野望
オスマン・トルコ

消えた古代文明都市
バビロニア

人類最古の文明の源流
シュメール

本体 1,500 円
ISBN978-4-384-03832-3 C0021
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-04094-4 C0021
本体 8,000 円
ISBN978-4-384-00267-6 C0022

【専門書・その他一般書】
こうして…森と緑は守られた !!

川名英之著
四六判 上製 224 頁

ドイツ企業の環境マネジメント戦略

林哲裕著
四六判 上製 240 頁

アジアにおける日本語教育

本名信行，岡本佐智子編
A5 判 並製 216 頁 本体 3,000 円
ISBN978-4-384-01596-6 C1081

自然保護と環境の国ドイツ

エコロジーとエコノミーの両立

現代の香港を知る KEYWORD888
ヨーロッパ取材ノート
EU を知る・世界を知る

小柳淳，田村早苗編
四六判 並製 336 頁
倉田保雄著
四六判 並製 240 頁

本体 2,500 円
ISBN978-4-384-01104-3 C1030
本体 2,600 円
ISBN978-4-384-01133-3 C1030

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-01198-2 C0025
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-04030-2 C0095
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異文化への探求

小林喬著
四六判 上製

224 頁

異文化の深淵

本体 2,136 円
ISBN978-4-384-01017-6 C0095

小林喬著
四六判 上製

224 頁

国際結婚レポート＆エッセイ

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02409-8 C0095

タンタラ京子著
四六判 並製 224 頁

ドイツとの接点を求めて
ドイツ人の心のうごめき

ダーリンは、タイ人
国際結婚レポート＆エッセイ

ダーリンは、シンガポール人
国際結婚レポート＆エッセイ

ダーリンは、アメリカ人
国際結婚レポート＆エッセイ

ダーリンは、イギリス人
国際結婚レポート＆エッセイ

セガラン郷子著
四六判 並製 224 頁
タッカー里美著
四六判 並製 224 頁
ウエイド美加著
四六判 並製 224 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-04019-7 C0095
本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04021-0 C0095
本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04022-7 C0095
本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04023-4 C0095

近野由紀著
四六判 並製

224 頁

本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04056-2 C0095

金沢泰子著
四六判 並製

224 頁

本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04057-9 C0095

平岡蘭子著
四六判 並製

224 頁

韓流カップルになりました！

本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04058-6 C0095

土井美穂著
四六判 並製

224 頁

イタリア～な日本人

本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04065-4 C0095

マリーノ・マリン著
四六判 並製 248 頁

緑の森のバイリンガル

渡辺鉄太著
四六判 並製

写経のすすめ

岸本磯一著
A4 判 並製 152 頁

写経の教室

岸本磯一著
A4 判 並製 132 頁

写経と法話

岸本磯一著／松原泰道解説
A4 判 並製 152 頁 本体 3,200 円
ISBN978-4-384-04029-6 C0095

ダーリンは、マレーシア人
国際結婚レポート＆エッセイ

ダーリンは、バリ人
国際結婚レポート＆エッセイ

ダーリンは、スペイン人

心を鍛える 禅のことば 100

武田鏡村著
四六判 並製

212 頁

276 頁

いま、僧侶への道

木精舎編
A5 判 並製 256 頁

ニチゲー力

山下聖美著
四六判 並製

学び・修行・実践

日大芸術学部とは何か

256 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-00237-9 C0039
本体 1,700 円
ISBN978-4-384-04070-8 C0095
本体 3,200 円
ISBN978-4-384-04027-2 C0095
本体 3,200 円
ISBN978-4-384-04028-9 C0095

本体 1,500 円
ISBN978-4-384-00236-2 C0015
本体 1,900 円
ISBN978-4-384-03590-2 C0014
本体 1,400 円
ISBN978-4-384-04088-3 C0095
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慶應三田会 −組織とその全貌−

島田裕巳著
四六判 上製

ドラガン・ストイコビッチ写真集 Pixy

石島道康写真
B5 判 上製 96 頁

イタリア

牧野宣彦著
四六判 並製

歴史的ホテル・レストラン・カフェ

新規事業開発

成功への 80STEP

派遣「勝ち組」へのステップアップ法
ビジネス戦国時代
堀江信長

三木谷秀吉

平成の三大武将

孫家康

日本語の常識・非常識

232 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03941-2 C0095

本体 2,330 円
ISBN978-4-384-02302-2 C0072

248 頁

本体 1,900 円
ISBN978-4-384-01742-7 C2026

信田秀哉，古森創，渡邉卓著
四六判 並製 272 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03266-6 C0034
小岩広宣著
四六判 並製

224 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-04126-2 C0034

宮崎哲也著
四六判 上製

204 頁

本体 1,500 円
ISBN978-4-384-03665-7 C0034

学際国語研究グループ編
四六判 並製 192 頁 本体 1,650 円
ISBN978-4-384-01160-9 C0081

知らなかったではすまされない

「子宮」がつくる元気の法則
かれこれ 40 年、達人・森下次郎の
「うつ」とのつき合い方
結婚生活を長続きさせる 10 の秘訣

おしどり夫婦たちに学ぶコミュニケーション術

村上勝夫監修／山郷美由紀著
四六判 並製 240 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-02686-3 C0047
森下次郎著
四六判 並製

208 頁

本体 1,500 円
ISBN978-4-384-03233-8 C0011

ジュディ・C・ピアソン著／長尾素子監訳
四六判 並製 296 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-04069-2 C0098

【資格・法律・就職】
改訂版

中村一樹のズバリ的中

SPI2 模擬問題集 280 問
NARI-TORI BOOK

気象の仕事
警察官になるための徹底ガイド
改訂版
挑戦！

自衛隊で取れる免許・資格
語学をいかして海外勤務

大使館で働くための「派遣員」ガイド

中村一樹著
B5 判 並製

250 頁

さんば総研編著
四六判 並製 192 頁
三修社編集部編
A5 判 並製 136 頁
イーメディア編
A5 判 並製 144 頁
三修社編集部編
A5 判 並製 168 頁

本体 1,500 円
ISBN978-4-384-01848-6 C2034
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02723-5 C2037
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03378-6 C2030
本体 1,600 円
ISBN978-4-384-04116-3 C2030
本体 2,400 円
ISBN978-4-384-05560-3 C2030

カナ付 法律用語早わかり

三修社法律書編集室編
B6 変型判 並製 328 頁

1.3 億人の法律入門テキスト

高橋裕次郎編
B6 判 並製 760 頁

憲・民・刑

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-03196-6 C3232

本体 3,000 円
ISBN978-4-384-03060-0 C0032

在庫僅少

三修社法律新書

水田嘉美著
B6 変型判 並製

憲法のしくみ

152 頁
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本体 952 円
ISBN978-4-384-03495-0 C0232

わが子に読み聞かせたい日本国憲法

水田嘉美著
A5 判 並製 176 頁

CD・わかる六法

憲法

尾崎哲夫著
A5 判 並製

48 頁

CD・わかる六法

刑法総論

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03767-8 C0532

尾崎哲夫著
A5 判 並製

40 頁

CD・わかる六法

刑法各論

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03768-5 C0532

尾崎哲夫著
A5 判 並製

88 頁

CD・わかる六法

民法総則

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03769-2 C0532

尾崎哲夫著
A5 判 並製

92 頁

CD・わかる六法

民法物権

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03770-8 C0532

尾崎哲夫著
A5 判 並製 126 頁

CD・わかる六法

民法債権総論

わかる六法研究会編
A5 判 並製 76 頁

CD・わかる六法

民法債権各論

わかる六法研究会編
A5 判 並製 112 頁

CD・わかる六法

民法親族

わかる六法研究会編
A5 判 並製 102 頁

CD・わかる六法

民法相続

わかる六法研究会編
A5 判 並製 108 頁

図解

会社法のしくみと手続きがわかる事典

千葉博監修
A5 判 並製 264 頁

本体 1,200 円
ISBN978-4-384-03152-2 C0032

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03771-5 C0532
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03772-2 C0532
本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03773-9 C0532
本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03774-6 C0532
本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03775-3 C0532
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-04504-8 C2032

【留学】
アメリカ有名大学院留学

九鬼博著
A5 判 並製 212 頁

分野別アメリカ大学留学案内

九鬼博著
A5 判 並製 312 頁

アメリカ有名大学英語講座

九鬼博著
A5 判 並製 248 頁

アメリカ有名短大・大学留学

九鬼博著
A5 判 並製 240 頁

英語テストなしのアメリカ大学留学

九鬼博著
A5 判 並製 432 頁

本体 2,600 円
ISBN978-4-384-06473-5 C0026
本体 2,600 円
ISBN978-4-384-06474-2 C0026
本体 2,300 円
ISBN978-4-384-06475-9 C0026
本体 2,300 円
ISBN978-4-384-06476-6 C0026
本体 3,600 円
ISBN978-4-384-06478-0 C0026
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専攻別アメリカ大学留学案内

九鬼博著
A5 判 並製

新版 カナダ留学

留学ジャーナル編
A5 変型判 並製 214 頁

新版 イギリス留学

留学ジャーナル編
A5 変型判 並製 304 頁

Challenge Now!

ICC 国際交流委員会編
A5 判 並製 200 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-03574-2 C0026

大学生のための海外インターンシップ
「アメリカ弁護士」への道

米国ロースクール留学
社会人留学 25 歳からの出発
社会人のためのアメリカ留学
留学生必修講義 1

ビジネス・マネジメント
留学生必修講義 2

心理学入門
留学生必修講義 3

アメリカ史入門
留学・アメリカ大学への道

240 頁

本体 2,300 円
ISBN978-4-384-06477-3 C0026
本体 2,000 円
ISBN978-4-384-06531-2 C0026
本体 2,200 円
ISBN978-4-384-06530-5 C0026

山岡永知，坂本力也著
A5 判 並製 224 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-04063-0 C0037
今村朋子編／ ICC 国際交流委員会監修
四六判 並製 176 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-01861-5 C0026
栄陽子著
四六判 並製

168 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03591-9 C0037

栄陽子留学研究所編／小林薫監修／高林茂監訳
B5 判 並製 260 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-05315-9 C1082
栄陽子留学研究所編／小林薫監修／伊藤達夫訳
B5 判 並製 256 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-05316-6 C1082
栄陽子留学研究所編／小林薫監修／宇佐美滋監訳
B5 判 並製 252 頁 本体 2,800 円
ISBN978-4-384-05317-3 C1082
栄陽子著
A5 判 並製

280 頁

留学・アメリカ大学院への道

本体 2,700 円
ISBN978-4-384-05618-1 C0037

栄陽子著
A5 判 並製

240 頁

音楽留学 in USA 改訂版

本体 2,500 円
ISBN978-4-384-05619-8 C0037

栄陽子著
A5 判 並製

224 頁

イギリスわくわく留学

本体 2,300 円
ISBN978-4-384-06497-1 C0037

REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著
A5 判 並製 264 頁 本体 2,300 円
ISBN978-4-384-06489-6 C0026

ハワイわくわく留学［入門編］
カナダわくわく留学
ホームステイわくわく留学
ホームステイで出会う場面と英会話

REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著
A5 判 並製 160 頁 本体 1,600 円
ISBN978-4-384-06492-6 C0026
REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著
A5 判 並製 240 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-06491-9 C0026
REF 留学教育フォーラム編／松岡昌幸著
A5 判 並製 280 頁 本体 2,300 円
ISBN978-4-384-06490-2 C0026
高橋誠著
B6 変型判 上製

216 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-05130-8 C2082
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ニュージーランド
ホームステイの英会話

入江泉著
四六判 並製
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198 頁

本体 1,600 円
ISBN978-4-384-01700-7 C2082

【ミリタリー】
アメリカ海兵隊の太平洋上陸作戦 上

河津幸英著
四六判 上製

240 頁

アメリカ海兵隊の太平洋上陸作戦 中

本体 2,400 円
ISBN978-4-384-02943-7 C0031

河津幸英著
四六判 上製

224 頁

アメリカ海兵隊の太平洋上陸作戦 下

本体 2,600 円
ISBN978-4-384-02944-4 C0031

河津幸英著
四六判 上製

224 頁

本体 2,600 円
ISBN978-4-384-03028-0 C0031

戦場の IT 革命

河津幸英著
四六判 並製

216 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02608-5 C0031

334 頁

本体 2,800 円
ISBN978-4-384-03400-4 C0031

湾岸戦争データファイル
図説

イラク戦争とアメリカ占領軍

河津幸英著
四六判 並製

図説

自衛隊の国土防衛力

河津幸英著
A5 判 並製 240 頁

図解

超陸戦兵器 FCS

河津幸英著
A5 判 並製 216 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-05638-9 C0031
本体 2,000 円
ISBN978-4-384-04097-5 C0031

図説 21 世紀のアメリカ海軍
新型空母と海上基地

河津幸英著
A5 判 並製 232 頁

世界の PKO 部隊

斎木伸生，世良光弘，大久保義信，菓子尾智彦著
A5 判 並製 192 頁 本体 2,000 円
ISBN978-4-384-02525-5 C0031

世界の軍事要塞
世界の無名戦車
世界のミサイル防衛

本体 2,000 円
ISBN978-4-384-03176-8 C0031

斎木伸生著／上田信イラスト
四六判 並製 224 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02917-8 C0031
斎木伸生著／上田信イラスト
四六判 並製 230 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02675-7 C0031
坂上芳洋著
四六判 並製

200 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02892-8 C0031

世界の装軌装甲車カタログ

日本兵器研究会編
A5 判 並製 224 頁

世界の近未来兵器カタログ

日本兵器研究会編
A5 判 並製 200 頁

世界の軍用 4WD カタログ

日本兵器研究会編
A5 判 並製 216 頁

世界の軍用ロボットカタログ

岩狭源晴，田村尚也，柿谷哲也著
A5 判 並製 192 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02971-0 C0031

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02660-3 C0031
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02614-6 C0031
本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02549-1 C0031
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世界の主力軍用機
世界の主力軍艦
世界の主力戦闘車
世界の主力軍用車
間違いだらけの自衛隊兵器カタログ

スティーブ・クロフォード著／福好昌治訳
A4 判 上製 96 頁 本体 2,800 円〈カラー刷〉
ISBN978-4-384-03034-1 C0031
スティーブ・クロフォード著／福好昌治訳
A4 判 上製 96 頁 本体 2,800 円〈カラー刷〉
ISBN978-4-384-03035-8 C0031
ジェイソン・ターナー著／村上和巳訳
A4 判 上製 96 頁 本体 2,800 円〈カラー刷〉
ISBN978-4-384-03036-5 C0031
ジェイソン・ターナー著／村上和巳訳
A4 判 上製 96 頁 本体 2,800 円〈カラー刷〉
ISBN978-4-384-03037-2 C0031
日本兵器研究会編
A5 判 並製 232 頁

本体 1,800 円
ISBN978-4-384-02426-5 C0031

自衛隊リストラ大計画

日本兵器研究会編
A5 判 並製 208 頁

極東有事と自衛隊

自衛隊特別取材班編
四六判 並製 224 頁

見えない脅威 生物兵器

小林直樹著
四六判 並製

200 頁

国際テロネットワーク

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02648-1 C0031

黒井文太郎著
四六判 並製

256 頁

化学兵器の全貌

本体 1,900 円
ISBN978-4-384-03569-8 C0095

村上和巳著
四六判 並製

240 頁

自衛隊の最終兵器
徒手格闘術＆銃剣格闘術

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-03117-1 C0031

村上和巳，若松和樹著
四六判 並製 178 頁 本体 1,800 円
ISBN978-4-384-03504-9 C0031

アルカイダの全貌
再燃する大量破壊兵器の脅威

戦友が死体となる瞬間

戦場ジャーナリストが見た紛争地
ドキュメント

イラク戦争最前線

自衛隊イラク派遣の真実
極東の最強要塞 在日米軍

本体 1,456 円
ISBN978-4-384-02310-7 C0031
本体 2,200 円
ISBN978-4-384-03228-4 C0031

加藤健二郎，黒井文太郎，村上和巳著
四六判 並製 208 頁 本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02613-9 C0031
加藤健二郎著
四六判 並製

224 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-03121-8 C0031

柿谷哲也，菊池雅之著
四六判 並製 208 頁 本体 1,900 円
ISBN978-4-384-03451-6 C0031
軍事同盟研究会編
四六判 並製 216 頁

最強の軍事同盟 ＮＡＴＯ

軍事同盟研究会編
四六判 並製 216 頁

知られざる戦争報道の舞台裏

軍事同盟研究会編
四六判 並製 216 頁

アメリカ太平洋軍の新戦略

米軍特別取材班編
四六判 並製 216 頁

本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02637-5 C0031
本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02632-0 C0031
本体 2,200 円
ISBN978-4-384-02795-2 C0031
本体 2,200 円
ISBN978-4-384-03303-8 C0031
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五十音順

アメリカ海軍の全貌



































157

ア

アメリカ海軍の超戦闘艦＆有事作戦














157

93
IELTS 32のドリル+模試

































アメリカ海兵隊の太平洋上陸作戦 上, 中, 下 
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93
IELTS実践トレーニング

































アメリカ空軍の次世代航空宇宙兵器














157

51
あいさつはオラ！










































アメリカ人に気持ちを伝える英会話トレーニング

166

11
あいさつはグーテンターク！



























アメリカ政治












































112

54
あいさつはチャオ！







































アメリカ太平洋軍の新戦略
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68
あいさつはニーハオ！




































アメリカの大学教育の現状


























109

78
あいさつはボンジーア！

































アメリカ文学入門






































110

42
あいさつはボンジュール

































アメリカ文化入門






































109

会津藩 斗南へ











































120

アメリカ有名大学院留学





























177

IT企業の法務対策 





































151

アメリカ有名大学英語講座


























177

IT企業の法務と労務

実務マニュアル 










151

アメリカ有名短大・大学留学























177

IT法務の法律と実践ビジネス書式 
















150

アメリカ留学マニュアル





























160

赤ん坊殺しのドイツ文学





























173

アメリカ留学まるごとガイド























160

空き家対策の法律・税金と活用法

















131

アメリカわくわくスペシャリスト留学











161

アクセス独和辞典 第３版































1

アルカイダの全貌
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アメリカ海兵隊のすべて





























157

アクセス和独辞典









































1
アクティブ・ライフの英会話























166
アジアにおける日本語教育


























174

イ

明日７割忘れるあなたが１カ月で500語覚えるため

言いたいことが言える 書きたいことが書ける フラ

29
の英単語集
















































ンス語の作文
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13
遊んでおぼえる楽しいドイツ語
























いかにもアメリカ的なこんなイディオム、決まり文句 

166

新しい時代の英語科教育の基礎と実践











107

息のブランコ
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23
あなたの英会話力、判定します！





















イギリス

43
あなたのフランス語が目を覚ます！


















イギリスの風景
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21
あなたの魅力を伝える面接の英語





















イギリス文学入門






































110

あなたも２年でバイリンガルになれる！
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イギリス文化入門






































110

アパート・マンション経営の法律と税務








153

新版 イギリス留学





































178

アパート・マンション・民泊経営をめぐる法律と税務 

131

イギリスわくわく留学
































178

アブデラの人びと






































173

育児・出産・介護の法律と実践書式サンプル43149

雨の夜にカサもささずにトレンチコートのえりを立

医傑凌雲


















































121

ててバラの花を抱えて青春の影を歌いながら「悪

イタリア〜な日本人



































175

かった。やっぱり俺・・・。」って言ってむかえに

55
イタリア語会話55の鉄則表現



























来てほしい。









































123

イタリア語聴き取りトレーニング
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アメリカ

24
ホームステイ＆留学の英会話












24
女ひとり旅




































89
イタリア語検定２級突破
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89
イタリア語検定３級突破

































83
インドネシア語ビジネス会話フレーズ辞典









89
イタリア語検定３級突破単語集
























インドネシア語リスニング
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89
イタリア語検定４･５級突破 



























89
イタリア語検定４･５級突破単語集 


















55
イタリア語スピーキング

































ウ

54
イタリア語チャレンジブック



























「ヴィルヘルム・マイスター」研究 















111

イタリア語のスタートライン























169

77
ウェールズ語の基本







































58
イタリア人が日本人によく聞く100の質問 










ヴェネツィア恋物語



































170

イタリアの詩歌









































112

ヴォイスに関する比較言語学的研究














106

イタリア 歴史的ホテル・レストラン・カフェ 

176

請負・業務委託・下請契約の法律と書式40





152

１問１答

大卒公務員の過去問（全12点）





126

25
受付・案内の英会話







































69
１か月で話せる中国語日常会話
























海坂藩遙かなり









































125

１週間で書ける!! 公務員合格作文 

















126

売掛金回収と債権管理の法律マニュアル








154

1.3億人の法律入門テキスト 

























176

25
売り場で役に立つ英会話

































一般言語学入門









































105

運転代行・個人タクシー・介護タクシー 開業手続

「いぬ式」英会話 







































166

き・許認可申請実践マニュアル

















156

異文化コミュニケーション・ワークブック





113
異文化としてのドイツ
































114

エ

異文化トレーニング



































113
異文化の基底











































114

永遠のジョン・レノン
































119

異文化の調べ












































115

英会話

異文化の深淵












































175

23
英会話55の鉄則表現







































27
形容詞の達人




































異文化の接点












































114

22
英会話トライアスロン




































異文化の潜流












































115

24
英会話の基本72フレーズ

































異文化の魅惑












































115

21
英会話は、あいづちでうまくいく！


















異文化への探求









































175

22
英会話は、お返事でうまくいく！





















異文化理解とコミュニケーション1, 2 












113

21
英会話は、ほめ言葉でうまくいく！


















いま、僧侶への道






































175

23
英会話フレーズ2220







































今までなかったエントリーシート・履歴書の文章講座 

128

35
映画こそ生きた英語の宝箱






























83
癒しのバリ島でインドネシア語
























映画になったシェイクスピア























173

イラク戦争最前線






































180

95
英検３級合格500題 








































イラク戦争とアメリカ占領軍























179

94
英検準１級合格770題 





































医療保険・介護保険・年金の知識と疑問解決マニュアル157 

137

94
英検準２級合格770題 





































医療保険・生活保護・年金・介護保険のしくみと手続き

137

94
英検®総合トレーニング準１級 

























33
Inがわかれば英語が見える






























94
英検®総合トレーニング２級 




























飲食業開業・許認可申請手続きマニュアル





153

94
英検２級合格770題 








































飲食業の法律問題と実務マニュアル














153

32
英語イディオムと口語表現1700完全詳解












「飲食」というレッスン 






























122

英語イディオム表現集
































168

インターネットEmail英語用例辞典















163

英国フード記 AtoZ 




































122

82
インドネシア語スピーキング



























英語コミュニケーションのヒント

















165

82
インドネシア語ダイアローグ



























34
英語上達のノウハウと仕事への活かし方












82
インドネシア語の最初歩

































英語スピーキング学習論





























106

書名索引

183

英語スラング練習帳



































165

34
英米のことわざに学ぶ人生の知恵とユーモア






英語世界へのアプローチ





























107

エーリカ


















































173

33
英語Twitter多読術 








































NPO・一般社団法人・一般財団法人 設立実践マニュアル 

141

97
英語通訳ガイド試験必須単語集
























NPO・一般社団法人・社会福祉法人のしくみと設立

97
英語通訳ガイド試験模擬問題集
























登記・運営マニュアル





























154

37
英語通訳入門
















































NPO法人の設立・運営手続きと会計税務入門 

141

英語で書く社内文書



































167

絵本の贈りもの









































173

15
英語で書く力。












































15
英語で考える力。









































15
英語で聞く力。













































オ

英語で気持ちを伝える75フレーズ

















166

おいしいイタリア語



































170

英語で10分間 会話をもたせるコツ
















166

66
おいしい韓国語













































英語テストなしのアメリカ大学留学














177

おいしいフランス語



































169

36
英語で伝える江戸の文化・東京の観光















おいしく食べて楽しいドイツ語




















164

36
英語で伝える日本










































黄金の国の光と陰






































174

36
英語で伝える日本の文化・観光・世界遺産









王子さまが来てくれたのに、留守にしていてすみません。

123

英語で解く算数









































165

46
お家でフランス語










































39
えいごで日記
















































大江戸を遊ぶ












































174

えいごで日記

39
動詞・時制





















オーストラリア・ニュージーランド留学








160

36
英語で日本を説明できますか？
























オーストラリア・ニュージーランドわくわく語学留学 

161

15
英語で話す力。













































46
お買い物しながらフランス語



























英語でプレゼン・スピーチ

19
15の法則















57
お買いもののイタリア語

































15
英語で読む力。













































46
お菓子屋さんでフランス語






























英語の感覚と表現






































106

起きてから眠るまでの楽しいドイツ語フレーズ 

164

35
英語の看板を読もう







































お皿監視人















































118

33
英語のコードを解く







































45
お散歩しながらフランス語






























英語のデパート。






































166

57
おしゃべりのイタリア語

































英語喉

19
50のメソッド




































怖るべき天才児









































118

34
英語の品格



















































お花に添えるフランス語





























169

28
英語表現使い分け辞典




































46
お花屋さんでフランス語

































37
英語論文基礎表現717 





































オフィスの英語、アテンドの英語

















167

37
英語論文重要語彙717 





































オフィスのセクレタリー英会話




















165

37
英語論文数字表現717 





































57
オペラでイタリア語







































27
英語を話すための10の基本前置詞





















39
親子で始める えいごで日記





























27
英語を話すための12の基本動詞
























親の病気・入院・介護手続きサポートマニュアル 

136

英熟語の使い方事典



































167

オラ、アミーゴス！初級編


























170

29
英単語発想事典













































オラ、アミーゴス！入門編


























170

21
英文ビジネス文書の書き方と活用文例セレクト109



77
オランダ語の基本










































31
英文法のコツ
















































オリンピックでよく見るよく聴く国旗と国歌


122

英文法を確実にマスター





























166

57
音楽用語のイタリア語




































英文名作聴訳1, 2, 3





































165

13
音楽用語のドイツ語







































英文レター Eメールの書き方























165

音楽留学 in USA 







































178

文法

184

書名索引
家事事件手続法と調停・審判申立書サンプル48133

カ

柏原兵三の人と文学



































119

カーティアの選択






































172

カタカナ英語を使える英語に！




















165

カート・ヴォネガット
































110

勝ち抜く力をつける勉強法


























123

介護・看護の漢字とことば

N３レベル編 





100

新版 カナダ留学








































178

介護・看護の漢字とことば

N４レベル編 





100

カナダわくわく留学



































178

外国からの客を迎える英会話























167

カナ付 韓日・日韓小辞典































5

35
外国人が日本人によく聞く100の質問 
















59
カナ付 ハングル基本単語文例辞典




















外国人介護士のための声かけとコミュニケーション

カナ付 法律用語早わかり




























176

の日本語 Vol.1 






































100

かなマスター












































100

外国人介護士のための声かけとコミュニケーション

46
カフェでフランス語







































の日本語 Vol.2 






































100

14
カフェのドイツ語










































外国人と日本人医師の臨床会話集１, ３〜10 171,172

歌舞伎と六法












































116

外国人と日本人医師の臨床会話集２ ドイツ語編 164

株式会社の議事録と登記 作成法と記載例93




155

介護事業者のための介護福祉サービス申請手続きと書式

147

株式会社の議事録と登記申請書フォーマット135 155

介護施設・高齢者向け住宅のしくみと疑問解決マニュアル

136

株式公開［IPO］をめぐる法律と対策マニュアル

154

介護施設の法律問題・施設管理マニュアル





147

株主総会と株式事務

解雇・退職勧奨の上手な進め方と法律問題解決マニュアル

148

株主総会のしくみ






































145

介護保険【サービス・費用】と介護施設のしくみと手続き

137

神になった帝王









































174

介護保険・障害者総合支援法のしくみと疑問解決マ

科目別：現場で使える教室英語




















108

ニュアル129 










































137

仮差押・仮処分のしくみと手続き

















138

会社で使う 労働時間・休日・休暇・休職・休業の法律と書式 

147

カリフォルニアわくわく留学























161

会社の税金【法人税・消費税】しくみと手続き149

かれこれ40年、達人・森下次郎の「うつ」とのつき合い方

176

会社法の基本がわかる事典


























145

97
観光英検２級の過去問題（全３点）


















会社法のしくみ









































145

97
観光英検３級の過去問題（全３点）


















会社法のしくみと手続きがわかる事典











177

観光でフランス語






































170

会社役員［取締役・監査役］の法律常識と実務155

97
観光のための初級英単語と用例
























会社役員をめぐる法律とトラブル解決法158 



141

97
観光のための中級英単語と用例
























解除・解約・クーリングオフ・解雇の法律と解決文例60

140

63
韓国語会話55の鉄則表現

































38
改善のための5Sと英語表現 





























65
韓国語常用会話













































書いて覚えるハングル第１歩























171

62
韓国語ステップアップ20

































56
会話と作文に役立つイタリア語定型表現365 







62
韓国語スピーキング







































52
会話と作文に役立つスペイン語定型表現365 







66
韓国語手紙の書き方事典

































12
会話と作文に役立つドイツ語定型表現365 










91
韓国語能力試験過去問題集（全11点）















79
会話と作文に役立つポルトガル語定型表現365 




91
韓国語能力試験〈中級〉突破［語彙・文法編］



化学兵器の全貌









































180

韓国語のスタートライン





























169

51
書き込み式スペイン語文法ノートブック












65,171
韓国語の第一歩（全５点）

























書き込み式ドイツ語文法ノートブック














9

64
韓国語の類似語













































32
書く英語がどんどん身につく法
























韓国語ひとことフレーズ





























171

学習者中心の外国語教育をめざして














109

59
韓国語文法辞典













































20
駆け引きを有利に進めるビジネス英語















59
韓国語用言 活用と用例

































家族みんなのバランスごはん






















123

しくみと手続き











140

書名索引

185

62
韓国語リスニング










































極東の最強要塞

64
韓国語を楽しむための 擬声語・擬態語400 









極東有事と自衛隊






































180

64
韓国語を使いこなすための慣用句400 
















許認可手続きと申請書類の書き方

















152

66
韓国人が日本人によく聞く100の質問 
















金銭貸借・クレジット・ローン・保証の法律とトラ

66
韓国姓名字典
















































ブル解決法128 







































134

韓国

在日米軍


























180

旅行・会話事典
































171

冠詞（全３巻）









































103
34
冠詞から始めよう！英語学習術
























ク

漢字検定ハンドブック
































129

32
クイズで目指せ！英語イディオム雑学王












冠詞の思想















































104

クイズを楽しみながら英語が身につく本








165

漢字マスター（全５点）





























100

23
クイック英会話













































感情・気持ちをネイティヴに完璧に伝える英会話表

具日會（クイルフェ）の 手軽にできる韓国家庭料理 

123

22
現1800フレーズ










































百済金銅大香炉









































174

感じるバリ島から






































173

54
口が覚えるイタリア語




































韓日辞典





















































4

60
口が覚える韓国語










































管理者のための労働法の基本と実務














148

50
口が覚えるスペイン語



































67
口が覚える中国語










































キ

10
口が覚えるドイツ語







































キース・エマーソン自伝





























119

41
口が覚えるフランス語




































消えた古代文明都市



































174

73
口が覚えるロシア語







































19
機関銃英語が聴き取れる！






























30
比単《kuratan》 











































起業のための設立＆運営手続きサポートマニュアル

154

暗闇の中で















































118

気象の仕事















































176

CLIL

基礎ドイツ語

文法ハンドブック




















9

クレーム・リコール対応の基本と対策マニュアル

155

北風の吹く夜には






































118

クレジット・サラ金の法律と実践的解決法 ケース別90

135

基本頻出英単語の使い分け100 





















167

グローバル時代の通訳
































167

38
基本例文200で学ぶ英語論文表現 






















グローバル社会における異文化コミュニケーション

113

気持ちを伝えるイタリア語


























168

21
グロービッシュではじめる！ビジネス英語ライティング



気持ちを伝えるスペイン語

























168

黒焦げの水筒












































119

12
気持ちを伝えるドイツ語

































軍事小説50冊 このミリタリーノベルスがおもしろい！

158

77
口が覚えるブラジルポルトガル語





















新しい発想の授業 



























108

気持ちを伝えるフランス語


























168
逆転 日本史














































173
休業・休職をめぐる法律と書式 活用マニュアル

149

ケ

給与計算事務のしくみと手続き




















143

慶應三田会―組織とその全貌―




















176

給与・賞与・退職金をめぐる法律と税務








149

警察官になるための徹底ガイド




















176

驚異の英文法












































168

刑事訴訟法のしくみ



































144

61
今日から話せる韓国語




































刑法のしくみ












































144

61
今日から読める韓国語




































契約実務 基本法律用語辞典

























143

強制執行のしくみと手続き ケース別実践書式33 

138

契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識





151

共生社会の異文化間コミュニケーション








113

契約のしくみとルール
































143

行政法のしくみ









































146

経理と税金のしくみがわかる事典

















142

186

書名索引

経理のしくみ












































142

96
国連英検D級・E級リスニング対策 



















経理の仕事としくみ



































149

96
国連英検特A級・A級対策































結婚生活を長続きさせる10の秘訣

















176

96
国連英検B級・C級対策 


































決算書のしくみと活用法





























150

96
国連英検B級・C級リスニング対策 



















決戦戦艦大和の全貌



































159

47
ここからはじめるフランス語



























言語学の基礎概念と研究動向























106

心を動かす英語









































165

賢治文学「呪い」の構造





























116

心を鍛える禅のことば100 



























175

源氏物語百華












































173

個人開業・青色申告のしくみと手続き











154

建設業許可申請と経営事項審査 手続きマニュアル 

152

個人情報保護法と秘密保持契約をめぐる法律問題と

実践マニュアル











152

セキュリティ対策



































140

現代言語学の諸問題



































105

個人情報保護法とマイナンバー法のしくみ





140

現代スペイン情報ハンドブック




















121

個人民事再生手続きのしくみ

現代日本のコミュニケーション研究









107,113

古代史

現代の香港を知るKEYWORD888

















174

古代史の闇と聖徳太子信仰の謎




















121

現代和独辞典















































1

古代南太平洋国家の謎
































174

建築基準法と私道・境界・日照権の法律とトラブル解決法

132

64
こだわり中級韓国語







































建築基準法と消防法のしくみ























133

国家戦略としての「大学英語」教育














109

現場で使える教室英語
































108

ことばの認知プロセス
































105

憲法のしくみ












































177

ことわざで英語を学ぶ
































165

建設業の法務と労務

実践マニュアル138

謎解き事典



































121

この人ゴミを押しわけて、はやく来やがれ、王子さま。

122

コ

５泊６日のフランス語会話


























169

30
恋する英単語
















































71
小道迷子の知ってトクする台湾華語


















47
恋するフランス語










































72
小道迷子の台湾からようこそ日本へ


















88
合格！仏検３級













































71
小道迷子の台湾ではじめよう、中国語















高校生のためのアメリカ大学留学ガイド








160

71
小道迷子の中国語に夢中

































こうして…森と緑は守られた!! 





















174

71
小道迷子の中国語・発音しませんか


















交渉とミディエーション
























114,115

12
コミュニケーションのための中級へのドイツ語



公正証書と支払督促のしくみとサンプル集34


138

74
コミュニケーションのためのロシア語















高卒社長


















































125

雇用・再雇用のルールと手続き




















148

交通事故の過失割合 ケース別288 

















134

雇用保険・職業訓練・生活保護・給付金 徹底活用マニュアル 

139

交通事故の法律とトラブル解決マニュアル





134

63
古狸案先生の韓国語「中級」教室





















交通事故をめぐる法律と解決マニュアル








134

63
古狸案先生の役に立たないはずがない韓国語






行動志向の英語科教育の基礎と実践














107

ゴルフヨガ・メソッド
































124

公務員

福祉職・心理職の合格知識














126

64
これからの韓国語










































公立保育士採用試験の合格知識問題集（全３点）

127

43
これさえあれば通じるフランス語





















国際人として英語を使ってみませんか











166

こんどはことばの展覧会だ


























122

国際電話の英会話






































167

33
こんなヤツにはこの英語

































告訴・告発・刑事トラブル解決マニュアル





133

コンパクトアクセス中日辞典


























3

国連英検

過去問題2001-2004（全４点）







168

コンパクトアクセス中日・日中辞典

















3

96
国連英検過去問題集（全10点）
























コンパクトアクセス日中辞典


























3

96
国連英検D級・E級対策 


































71
小道迷子のことわざで中国語



























書名索引

187

21
自己PRの英会話












































サ

事象と言語形式









































106

39
さあ、英語を始めましょう1, 2, 3























実家の空き家をめぐる法律問題と対策実践マニュアル 

131

サービス接遇検定2級・準1級突破

















129

しっかり学ぼう！外国語としてのスペイン語検定 89

最強戦車対決












































159

実践英語応対マニュアル〈電話＆受付〉








165

最強の軍事同盟 ＮＡＴＯ




























180

実践契約書式フォーマット71























137

債権回収のしくみがわかる事典




















144

実戦

債権回収の法律と実務
































144

シニアわくわく留学



































161

再現・新選組












































120

自分で出来る！ 法人設立 実践マニュアル






154

最古の「巨大コンツェルン」神話

















174

45
自分で訳す星の王子さま

































財産管理【信託・成年後見・遺言】の法律知識と活用法

135

社会起業のしくみとNPO運営ガイド 













141

最新 マンション管理士 管理業務主任者 合格のため

社会人のためのアメリカ留学























178

の厳選634問 










































127

社会人留学25歳からの出発


























178

裁判員制度と刑事訴訟のしくみ




















155

社会福祉国家ドイツの現状


























113

裁判・訴訟の手続きと書式サンプル64











133

社会保険・給与計算・労務

坂本龍馬

33年の生涯
































120

社会保険の実務マニュアル


























140

サッカー審判員フェルティヒ氏の嘆き











118

社会保険の申請書式の書き方とフォーマット101 155

14
サッカーを楽しむドイツ語






























社会保障・介護福祉法律用語辞典

















146

サバンナが輝く瞬間



































125

写経と法話















































175

さよなら、ノーマ・ジーン


























172

写経の教室















































175

示談・和解・民事調停の手続きと実務書式サンプル46 

134

小論文の書き方
































129

法律用語辞典





143

写経のすすめ












































175

シ

借地借家の法律と実務書式87























131

CD･わかる六法（全９点）


























177

22
シャドウィングであなたの英語が変わる












シェイクスピア喜劇の世界


























173

34
ジャニカの５秒で返信！ 英会話























シェイクスピアを学ぶ人のために

















110

22
しゃべって身につく英会話スキット・トレーニング160 



自衛隊イラク派遣の真実





























180

就業規則と社内規程

自衛隊最前線












































158

就業規則の作成・見直し実践マニュアル








147

自衛隊で取れる免許・資格


























176

住宅宿泊事業法と旅館業法のしくみと手続き


152

自衛隊の裏わざ









































159

住宅宿泊事業法のしくみと民泊の法律問題解決マニュアル

131

自衛隊の国土防衛力



































179

住宅ローン返済と債務整理法

自衛隊の最終兵器

徒手格闘術＆銃剣格闘術


180

十八世紀ドイツ市民劇研究


























112

自衛隊の秘密作戦






































159

18世紀ドイツ文学論集
































112

自衛隊有事作戦と新兵器





























157

十八世紀のドイツ






































111

自衛隊リストラ大計画
































180

63
14の基本パターンで話す韓国語会話


















『四季報』で勝つ就活 

































128

障害者総合支援法と支援サービスのしくみと手続き 

136

「子宮」がつくる元気の法則 
























176

障害者総合支援法のしくみ


























136

45
しぐさで伝えるフランス語






























詳解ドイツ大文法









































7

試験に合格する

論文・作文の技法














129

障害年金・遺族年金のしくみと申請手続きケース別32書式

136

20
仕事で使える英会話







































障害福祉サービスと申請手続きマニュアル





147

シゴトの韓国語

小学生の英語塾









































166

65
基礎編，応用編





















写真対応

85
旅する会話（全22点）





















実務マニュアル











148

実践マニュアル138

188

書名索引

彰義隊





















































119
95
上級時事英文法













































商業登記のしくみ






































145

ス

少年王ツタンカーメンの謎


























174

76
スウェーデン語の基本




































少年野球と甲子園






































124

76
スウェーデン語の基本単語






























消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法のしくみ

143

すぐに使える【最新】基本法律用語辞典








155

商標・商号・意匠・ドメインの法律と手続き


154

スクリーンから聞こえるしゃれた英語











165

消防官になるための徹底ガイド




















127

スタート独和辞典









































1

ジョークで学ぶドイツ語





























164

スチュワーデス・イングリッシュ

















166

74
初級ウクライナ語文法




































ステップアップ

73
初級ロシア語文法










































捨てる英語勉強法〈スピーキング編〉











167

職場の法律トラブルと法的解決法158 












139

34
捨てる英語勉強法〈リスニング編〉


















64
Jo先生の楽しいハングル

































51
スペイン語会話55の鉄則表現



























初歩の中国語












































171

49
スペイン語会話表現事典

































31
白石よしえの読解英文法 スーパーライブ講義





50
スペイン語スピーキング

































知られざる戦争報道の舞台裏























180

53
スペイン語で伝える日本

































事例でわかる裁判員裁判Q＆A





















155

51
スペイン語なるほど講座

































事例でわかる中小企業のための会社法 Q＆A 


156

スペイン語のスタートライン























169

事例でわかる中小企業のための労務管理Q&A 
156

49
スペイン語の第一歩







































仕訳と勘定科目の基本と実践トレーニング151 
140

52
スペイン語ビジネス会話フレーズ辞典















新・世界の主力戦車カタログ























158

50
スペイン語リスニング




































15
新アジア英語辞典










































スペイン人が日本人によく聞く100の質問 






170

新・英単語の使い方事典（全４点）












27,28

スポーツ用語辞典






































124

90
新HSK突破 漢語水平考試 































スローフードの奇跡



































122

新・観光英検３級の過去問題























168

56
スローライフのイタリア語






























新規事業開発

ドイツ語





























9

成功への80STEP


















176

新形式対応 TOEIC®
TEST

92
完全予想模試 









新・現代戦車のテクノロジー























158

セ

新現代独和辞典












































1

税金のしくみ












































144

心獣
























































117

税金のしくみと疑問解決マニュアル138 









133

新スッキリわかるドイツ語





























9

税金のしくみと手続きがわかる事典














144

新・世界のおばあちゃんの知恵袋

















123

成年後見のしくみと申請手続き




















136

新・世界の戦闘機・攻撃機カタログ














158

30
生物学英単語500 











































信託・遺言・財産管理のしくみと手続き








135

税務調査・労基署調査・社会保険調査のしくみと対策 

149

新TOEIC®テスト徹底トレーニング 














168

19
世界基準のビジネス英会話






























新独検４級合格講座



































164

世界最強7大戦車 







































159

新・入学前の…中1英語マスターブック 1, 2 




167

世界帝国建設の野望



































174

新・４歳からはじめる…ママとまいにち英会話167

世界帝国を夢見た女



































174

人類最古の文明の源流
































174

20
世界のエリートを唸らせる 話すビジネス英語





新・レッツ・プレイ English!!























167

世界の近未来兵器カタログ


























179

96
新わかりやすい国連の活動と世界





















世界の軍事要塞









































179

新・わくわく英語幼稚園





























167

世界の軍用4WDカタログ




























179

書名索引

189

世界の軍用ロボットカタログ























179

60
ゼロから始める韓国語




































世界の最新装輪装甲車カタログ




















158

49
ゼロから始めるスペイン語






























世界の主力軍艦









































180

49
ゼロから始めるスペイン語チェックテスト









世界の主力軍用機






































180

79
ゼロから始めるタイ語




































世界の主力軍用車






































180

67
ゼロから始める中国語




































世界の主力戦闘車






































180

ゼロから始めるドイツ語
































8

世界の戦闘艦カタログ
































158

ゼロから始めるドイツ語チェックテスト











8

世界の装軌装甲車カタログ


























179

77
ゼロから始めるブラジル・ポルトガル語












世界の測量















































117

40
ゼロから始めるフランス語






























世界のPKO部隊 








































179

40
ゼロから始めるフランス語チェックテスト









世界のミサイル防衛



































179

81
ゼロから始めるベトナム語






























世界の無名戦車









































179

73
ゼロから始めるロシア語

































世界を舞台に一目置かれる人になる英語の発音・話

75
ゼロから話せるルーマニア語



























20
し方技術22
















































54
ゼロから話せるイタリア語






























関口・初等ドイツ語講座

上巻, 中巻, 下巻 







7

82
ゼロから話せるインドネシア語
























関口・新ドイツ語の基礎
































7

ゼロから話せる英会話
































167

関口存男著作集 ドイツ語学篇〈POD版〉１〜12巻

77
ゼロから話せるオランダ語


























































































102

60
ゼロから話せる韓国語




































関口存男著作集 別巻 ドイツ語論集















103

72
ゼロから話せる広東語




































関口存男著作集 翻訳・創作篇〈POD版〉（全10巻） 

103

84
ゼロから話せるカンボジア語



























関口存男の生涯と業績
































104

75
ゼロから話せる現代ギリシャ語
























セクハラ・パワハラ・マタハラをめぐる法律とトラ

72
ゼロから話せる上海語




































ブル解決法130 







































139

76
ゼロから話せるスウェーデン語
























セクハラ・パワハラ・メンタルヘルスの法律と対策

149

49
ゼロから話せるスペイン語






























セシールの秋












































172

80
ゼロから話せるタイ語




































18
絶対『英語の口』になる！（シリーズ全３点）



67
ゼロから話せる中国語




































絶対『英語の脳』になる！

同時通訳方式〈サイト

76
ゼロから話せるデンマーク語



























19
ラ〉で鍛える













































ゼロから話せるドイツ語
































8

絶対『英語の耳』になる！（シリーズ全15点）
16,17,18

























































絶対『韓国語の耳』になる！

BASICS

リスニン

75
ゼロから話せるトルコ語
































76
ゼロから話せるノルウェー語


























75
ゼロから話せるハンガリー語



























63
グ・ルール64













































83
ゼロから話せるフィリピノ語



























7［SEVEN］西岡剛オフィシャル・ブック





124

75
ゼロから話せるフィンランド語
























29
セミハイレベル英単語1000






























77
ゼロから話せるブラジル・ポルトガル語












セレクション関口存男

ニイチエと語る








104

40
ゼロから話せるフランス語






























セレクション関口存男

和文独訳漫談集








104

81
ゼロから話せるベトナム語






























ゼロから始めるSPI問題集 



























128

74
ゼロから話せるポーランド語



























54
ゼロから始めるイタリア語






























83
ゼロから話せるモンゴル語






























82
ゼロから始めるインドネシア語
























83
ゼロから話せるラオス語

































ゼロから始める英文法

高校レベル














167

専攻別アメリカ大学留学案内























178

ゼロから始める英文法

中学レベル














167

全国通訳案内士試験 「英語２次［口述］」合格！対策 

127

31
ゼロから始める英文法ドリル500 






















全国通訳案内士試験 「実務」 合格！対策






127

190

書名索引

戦国の影法師












































173

50
だいたいで楽しいスペイン語入門





















先生と生徒の心をつなぐNLP理論 
















108

68
だいたいで楽しい中国語入門



























93
全セクション対応 TOEFL TEST はじめての徹底攻略！



10
だいたいで楽しいドイツ語入門
























仙台戊辰戦史












































120

41
だいたいで楽しいフランス語入門





















戦闘機テクノロジー



































157

対話でわかる債務整理
































156

戦友が死体となる瞬間
































180

他者とつながる外国語学習をめざして











107
戦う巨人

アメリカ陸軍





























157

ソ

47
旅しながらフランス語




































相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典

147

24
旅の英語72フレーズ







































相続・贈与のしくみと手続き























146

多文化社会と異文化コミュニケーション








114

相続・贈与の法律・登記・税務 手続きと書式マニュアル

135

多文化社会の人間関係力





























114

相続のしくみと手続き
































135

食べ物で知る

相続・遺言・遺産分割の法律と手続き実践文例82

135

71
食べる中国語
















































相続・遺言をめぐる法律と税金 トラブル解決法129 


135

ダンケ教授のドイツ語レッスン




















164

75
旅するクロアチア語







































35
英語表現百科



























総務・人事労務・経理部門の仕事の基本がわかる事典 

142
総務・人事・労務の法律と手続き

















142
訴訟のしくみ












































145

チ

卒論を書こう












































116

小さい“つ”が消えた日





























118

29
その英語、やさしい単語で言えますか？












小さな会社の決算塾



































125

損害賠償・慰謝料をめぐる法律とトラブル解決法165 

134

小さな会社の「事務」と「書式」サンプル集129 150

損害保険のしくみと病気・災害・事故のトラブル解

74
チェコ語の基本













































決手続きマニュアル
































134

違いがわかる英会話（全３点）


















26,27
地球市民への入門講座
































115

タ

知的財産権［特許・実用新案・意匠・商標・著作権］

ダーリンは、アメリカ人





























175

知的財産権のしくみ



































146

ダーリンは、イギリス人





























175

知的財産権の法律と手続きがわかる事典








146

ダーリンは、シンガポール人























175

チャールズ・ブコウスキー


























110

ダーリンは、スペイン人





























175

56
中級へのイタリア語文法

































ダーリンは、タイ人



































175

79
中級へのブラジル・ポルトガル語文法















ダーリンは、バリ人



































175

70
中国語イラスト辞典







































ダーリンは、マレーシア人


























175

68
中国語会話55の鉄則表現

































大学英語教育の改革



































109

69
中国語スピーキング







































大学生のための海外インターンシップ











178

中国語通訳講座

80
タイ語駅伝 らくらく文字マスター




















中国語で解く算数






































170

80
タイ語スピーキング







































69
中国語ではそう言わない！






























80
タイ語の基本
















































中国語のスタートライン





























169

81
タイ語ビジネス会話フレーズ辞典





















68
中国語の文法と使い方55

































大使館で働くための「派遣員」ガイド











176

69
中国語発音トレーニング

































55
だいたいで楽しいイタリア語入門





















中国語

61
だいたいで楽しい韓国語入門



























69
中国語リスニング










































のしくみがわかる事典





























146

70
基礎編

































四字成語・慣用表現800 


















171

書名索引

191

70
中国語練習帳
















































12
ティムとヤンのドイツ語講座



























70
中国人が日本人によく聞く100の質問 
















テーマ別

中国人ご一行様からクレームです！














122

79
手紙・メールのポルトガル語



























中国旅行で役に立つ会話





























170

58
手紙・メールのイタリア語






























中小企業のための 解散・倒産・事業承継の法律と税務

150

65
手紙・メールの韓国語




































中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント 

150

52
手紙・メールのスペイン語






























中小企業のためのビジネス法務実践マニュアル150

13
手紙・メールのドイツ語

































中世後期のドイツ文化
































111

44
手紙・メールのフランス語






























超簡単！カタカナハングル会話




















171

できる英会話の表現ポイント























165

朝鮮漢字音

95
時事英単語集

































59
入門と発展

































テクストからみたドイツ語文法




















104

60
朝鮮語を学ぼう













































〈転職者用〉ゼロから始めるSPI問題集 










128

超入門 ドイツ文法





































163
超ハイレベル英単語800

電話応対

かんたん英語フレーズ集














166

29
































超陸戦兵器FCS









































179
42
ちょこっとわがままフランス語
























ト

著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決

ドイツ企業の環境マネジメント戦略














174

マニュアル












































141

ドイツ近代劇の発生



































112

賃金の本質と人事革新
































116

11
ドイツ語会話55の鉄則表現






























賃貸経営のための不動産賃貸・管理の法律とトラブ

11
ドイツ語会話トレーニング






























ル実践的解決法150 

































131

ドイツ語聴き取りトレーニング




















164

賃貸借のしくみとルール





























143

ドイツ語基本単語と公式





























163

賃貸トラブル解決マニュアル























132

ドイツ語教授法









































108
ドイツ語実力養成講座
































163

ツ

ドイツ語「新正書法」ガイドブック














163

使えるイタリア語ひとことフレーズ














170

ドイツ語造語論入門



































104

使える英会話ひとことフレーズ




















166

ドイツ語チャレンジブック





























8

使えるスペイン語ひとことフレーズ














170

12
ドイツ語できちんと書いてみる
























52
使えるスペイン語フレーズ500 

























ドイツ語で綴る楽しいお手紙























164

使えるドイツ語ひとことフレーズ

















164

ドイツ語で手紙を書こう





























164

使えるフランス語ひとことフレーズ














170

10
ドイツ語の基本













































62
つたえる韓国語（全３点）






























ドイツ語の小説を読む１, ２ 
























163

11
ドイツ語スピーキング




































ドイツ語のスタートライン





























8

テ

ドイツ語発音聞き取りトレーニングブック





163

94
TEAP全パート徹底トレーニング 





















ドイツ語類語辞典









































2

抵当・保証の法律と担保をめぐるトラブル解決法 

152

11
ドイツ語レベルアップトレーニング


















26
デイビッド・セインのデイリースピーキング（全４点）



ドイツ語を考える






































104

25
これで安心！飲食店の接客英会話





















10
ドイツ語を読む













































25
これで安心！売り場の接客英会話





















ドイツサッカーを観に行こう！ ブンデスリーガ×

ドイツ語リスニング



































164

26
これで安心！交通機関の接客英会話


















14
ドイツ語



















































25
これで安心！ホテルの接客英会話





















ドイツ十八世紀の文化と社会























111

192

書名索引

13
ドイツ人が日本人によく聞く100の質問 













92
ニング徹底練習300問 


































ドイツ人がみた日本



































115

トマス・ピンチョン



































110

ドイツ人の価値観






































115

ドラガン・ストイコビッチ写真集Pixy 










176

ドイツ生活単語ノート
































163

57
トラットリアのイタリア語






























ドイツのアルバム






































118

ドリンキング・ジャパン





























101

ドイツ表現主義の誕生
































111

ドレスデンの落日と復活





























121

ドイツ文法大百科






































163

56
どんどん話せるイタリア語 作文トレーニング





ドイツ文法の要点









































9

61
どんどん話せる韓国語 作文トレーニング











ドイツ旅行会話









































164

どんどん話せる！五感活用英会話

















166

倒産法のしくみ









































145

52
どんどん話せるスペイン語 作文トレーニング





倒産をめぐる法律と手続き


























154

69
どんどん話せる中国語 作文トレーニング











同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロ

12
どんどん話せるドイツ語 作文トレーニング








37
セシング



















































44
どんどん話せるフランス語 作文トレーニング





同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロ

ドン・フアン












































117

37
セシングドリル










































統辞理論の周辺









































105
32
動詞を制する者が英語を制する！





















ナ

道路・境界・建築・住環境の法律とトラブル解決マ

内容証明郵便・公正証書・支払督促の手続きと書式サンプル50 

134

ニュアル140 










































133

内容証明郵便最新109文例 



























150

92
TOEIC®L&R TEST ベーシックアプローチ 








中村一樹のズバリ的中SPI2模擬問題集280問 



176

93
TOEIC®Test５日間でカンをつかむ！ 















中村流市役所合格必勝過去問























126

93
TOEIC®Test英文法完全バイブル 





















30
なるほどガッテン！英文法






























TOEIC®TEST英文法完全バイブル問題集600問 168
TOEIC®TEST 単語・イディオム1000 











168
93
TOEIC®Test 文法から攻める！ 























ニ

TOEIC®LISTENING AND READING TEST 15日

67
ニーハオ教授の中国語レッスン
























で500点突破！

92
リーディング攻略 
















TOEIC®LISTENING AND READING TEST 15日
で500点突破！

21世紀のアメリカ海軍
































179
31
２択で始める「脱丸暗記」の英文法50















92
リスニング攻略 



















日英語の比較












































106

87
独検イラスト単語集２・３・４級レベル












日英の言語・文化・教育





























106

独検

87
合格講座（全３点）






























ニチゲー力















































175

独検

突破（全２点）
































164

日獨言語文化交流史大年表


























104

独検

突破単語集（全２点）























164

日韓辞典





















































4

独占禁止法・景表法・下請法のしくみ











151

ニッポンおもしろ再発見





























166

特定商取引法・景品表示法のしくみと対策





151

２泊３日の韓国語会話
































169

31
とことんマスター！英文法






























２泊３日の中国語会話
































169

どこへ行く？大学の外国語教育




















109

日本語教育能力検定試験 聴解・音声特訓プログラム101

土地・建物の法律と手続き


























143

日本語教育を学ぶ






































108

特許・商標のしくみと手続き























141

日本語教師のための異文化理解とコミュニケーショ

鳥羽伏見の砲声









































119

ンスキル















































108

92
TOEFL®
TEST最頻出ボキャブラリー完全詳解 



99
日本語能力試験対策（全10点）
























TOEFL®
TEST模擬試験＆「レクチャー問題」リス

日本語の常識・非常識
































176

書名索引

193

日本語を学ぶ

英語を学ぶ


























101

日本語を学ぶ

韓国語を学ぶ























101

日本語を学ぶ

スペイン語を学ぶ

















101

ネ

日本語を学ぶ

中国語を学ぶ























101

22
ネイティヴ英会話表現MAP100 
























日本語を学ぶ

ドイツ語を学ぶ




















101

ネイティブの音がわかる

日本語を学ぶ

ブラジル語を学ぶ

















101

32
ネイティブの発想を知る英語イディオム222 







日本語を学ぶ

23
英語リスニング









フランス語を学ぶ

















101

24
ネイティブも驚く英会話のコツ
























日本史瓦版















































174

「ねこ式」イタリア語会話 



























169

35
日本人が知りたいイギリス人の当たり前












「ねこ式」フランス語会話 



























169

58
日本人が知りたいイタリア人の当たり前












47
猫とフランス語













































66
日本人が知りたい韓国人の当たり前


















ネットトラブルの法律知識とプロバイダへの削除依

52
日本人が知りたいスペイン人の当たり前












頼・開示請求の仕方
































139

70
日本人が知りたい中国人の当たり前


















ネットビジネス・通販サイト運営のための法律知識

151

13
日本人が知りたいドイツ人の当たり前















ネットビジネス・通販サイト運営のための法律と書

45
日本人が知りたいフランス人の当たり前












式サンプル集









































151

74
日本人が知りたいロシア人の当たり前















ネットビジネスの法律とトラブル解決法がわかる事典 

142

日本神話の神々









































125

狙われたキツネ









































117

日本の対テロ特殊部隊
































158
日本のドイツ語教育とCALL 























109
日本のバイリンガル教育





























109

ノ

日本の歴史街道









































121

29
農学英単






















































日本洋学史















































112

ノースロップ・フライのシェイクスピア講義


110

NEWアクセス中日辞典 

































2

野口英世

波乱の生涯
































120

NEWアクセス中日・日中辞典 
























2
NEWアクセス日中辞典 

































2
入管法・外国人雇用の法律

ハ

しくみと手続き


152

ニュージーランドホームステイの英会話








179

パート・契約社員・派遣社員の法律問題とトラブル解決法

139

30
NEWつぶやきで覚える英単語 

























パート・高齢者雇用・派遣・請負契約の法律と手続き 

148

NEWハンディ

メモ式イタリア語早わかり 



169

ハートにひびく英語をプリーズ




















165

NEWハンディ

メモ式スペイン語早わかり 



169

パート・派遣・請負をめぐる法律知識











148

NEWハンディ

メモ式中国語早わかり 









169

ハーバード医学部






































173

NEWハンディ メモ式ブラジル・ポルトガル語早わかり 

169

56
バールのイタリア語







































NEWポータブル韓日辞典 






























5

ハイスピード・ドイツ文法





























9

NEWポータブル日韓・韓日辞典 





















5

Hi!-Hello!で始めよう！ビジネス英語ゼミ








165

NEWポータブル日韓辞典 






























5

ハイレベル英単語1000
































167

54
入門 イタリア語の最初歩
































幕末史

67
入門 中国語の最初歩






































派遣 「勝ち組」へのステップアップ法










176

入門ドイツ語の最初歩



































8

箱館戦争

40
入門フランス語の最初歩

































はじめての金融商品取引法


























151

任意売却と債務整理のしくみと手続き











138

はじめての決算書・税金・法律入門














141

激闘！薩摩・長州・会津

















120
北の大地に散ったサムライたち





119

はじめての建築基準法
































133
はじめての消防法






































153

194

書名索引

はじめてのドイツ単語2200


























163

ハンディ

インドネシア語の最初歩














169

はじめてのピジン語



































171

ハンディ

中国語の最初歩


























169

43
はじめてのフランス語入門ドリル





















45
パン屋さんのフランス語

































はじめて学ぶ法律（全３点）























130

韓流カップルになりました！























175

はじめよう留学生活！

韓流スターといますぐ話せる韓国語














171

基本知識と英会話





166

裸足
























































172
働き方改革法と労働法のしくみ




















142
55
バッチリ話せるイタリア語






























ヒ

82
バッチリ話せるインドネシア語
























ビーダーマイヤー時代
































112

60
バッチリ話せる韓国語




































14
ビールを楽しむドイツ語

































49
バッチリ話せるスペイン語






























20
ビジネス英会話 ダイアローグ


























72
バッチリ話せる台湾華語

































20
ビジネス英語 これが常識非常識！




















68
バッチリ話せる中国語




































ビジネス基本法律用語辞典


























141

11
バッチリ話せるドイツ語

































ビジネス戦国時代

78
バッチリ話せるブラジル・ポルトガル語












ビジネス中国語会話 基本と実践



















171

41
バッチリ話せるフランス語






























28
ビジネスパーソンのための経済・金融英単語の使い方事典 



81
バッチリ話せるベトナム語






























70
ビジネスメールの中国語

































84
バッチリ話せるマレーシア語



























秘書検定３級突破






































128

73
バッチリ話せるロシア語

































秘書検定準１級・１級突破


























128

23
パッと出てくる ひとこと英語表現4800














秘書検定２級突破






































128

初音ミクで日本語

Miku dé Nihongo 












101

秘書のお仕事












































128

離れて暮らす親を介護する方法




















123

ひとりぼっちの欲望



































172

56
場面で学ぶイタリア語発音マスター


















微妙なニュアンス

13
場面で学ぶドイツ語基本単語



























白虎隊と二本松少年隊
































120

原辰徳

平成の三大武将














176

伝える英語




















165

−その素顔−
































124

80
表現を広げる中級へのタイ語



























47
パリジェンヌのフランス語






























80
表現を身につける初級タイ語



























48
パリのヴァカンスのフランス語ノート















広く知られし時代の蔭に





























111

48
パリの幼稚園のフランス語ノート





















51
頻度順 一歩踏み込むスペイン語単語1000











53
バルのスペイン語
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晴山式英単語［虫食い］パズル1000
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35
晴山陽一の英語ことわざコレクション
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ハワイわくわく英会話




































ファーザーラント






































172

ハワイわくわく留学
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『ファウストゥス博士』研究 
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ハワイわくわく留学［入門編］
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フィラデルフィアの野口英世
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ハングル12章
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封印されたグリム童話
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59
ハングル単語文法活用事典






























夫婦・親子・家族の法律がわかる事典
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59
ハングル頻度順単語文例辞典



























夫婦・親子・家族をめぐる法律トラブル解決マニュアル
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ハングル文章表現事典




































武侠映画の快楽
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犯罪科学捜査
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複合カフェ・カラオケボックス・レンタル店開業手

繁体字版

中日辞典






































3

続き・許認可申請実践マニュアル
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繁体字版

日中辞典
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福祉の法律と手続きがわかる事典
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繁体字版

中日・日中辞典
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舞台｜阪神淡路大震災
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仏検４・５級突破単語集

































フランス語をとらえる
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仏検イラスト単語集（全２点）
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フランス人が日本人によく聞く100の質問 










仏検

88
スピード合格（全５点）
























フランス留学で役に立つ単語と表現
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仏検

88
突破（全４点）




































フリードリヒ・デュレンマットの喜劇
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不動産業界の法務対策
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プリーマ独和辞典
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不動産競売・任意売却のしくみと手続き
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63
フレーズから学ぶ はじめての韓国語

















不動産競売のしくみと物件入手マニュアル
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36
プロが教える基礎からの翻訳スキル


















不動産契約基本フォーマット 実践書式80
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プロが教える現場の英語通訳ガイドスキル









不動産契約基本法律用語辞典
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文化環境学のススメ
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不動産税金【売買・賃貸・相続】の知識
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文化環境学のスペクトル
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不動産登記の法律と申請手続き実践マニュアル132

文学にあらわれた現代ドイツ
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不動産登記の法律と申請手続きマニュアル
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文化の流れから見る英語
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不動産登記の法律と手続きがわかる事典
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ぶんこ六法トラの巻（全９点）
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不動産の法律と手続きがわかる事典
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文書の書き方と問題解決の法律知識
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不動産売買をめぐる法律と実践書式53
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分野別アメリカ大学留学案内
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不動産ビジネスのための許認可のしくみと手続き
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不動産をめぐる税金の知識と疑問解決マニュアル111 
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79
ブラジル・ポルトガル語ビジネス会話フレーズ辞典



ヘ

78
ブラジル・ポルトガル語会話55の鉄則表現









米国ロースクール留学
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78
ブラジル・ポルトガル語スピーキング















米中軍事対決
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ブラジルポルトガル語・生活場面事典
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ベトナム語会話55の鉄則表現
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ブラジル・ポルトガル語リスニング


















ベトナム語
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速読・速聴・速解
























プラリネク
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44
フランス会話と暮らしのハンドブック















フランス語

43
動詞活用ドリル



























ホ

フランス語

43
一歩先ゆく基本単語





















貿易実務検定®オフィシャルテキスト 
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41
フランス語会話55の鉄則表現



























法人税と決算書のしくみと手続き
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42
フランス語会話Début !（デビュー） 

















法人税のしくみと手続き
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フランス語学の諸問題I 
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ポータブル新中日辞典



































4

42
フランス語スピーキング

































ポータブル新中日・日中辞典


























4

40
フランス語チャレンジブック



























ポータブル新日中辞典
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45
フランス語で綴るグリーティングカード












ポータブル日インドネシア英・インドネシア日英辞典 

6

フランス語でつづる私の毎日
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ポータブル日タイ英・タイ日英辞典
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42
フランス語Début !（デビュー） 























ポータブル日ベトナム英・ベトナム日英辞典





5

47
フランス語日記













































ポータブル日マレー英・マレー日英辞典











6

フランス語のスタートライン























169

ホームステイで出会う場面と英会話














178

44
フランス語ホームステイ ライブ























ホームステイわくわく留学
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43
フランス語ボキャビュール






























ぼくたちの英語
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42
フランス語リスニング




































ぼくたちの外国語学部
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フランス語を確実に！
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僕とカミンスキー






































117

フランス語を考える
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ポケット中日辞典［簡体字］


























2

フランス語を探る
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ポケット中日・日中辞典［簡体字］
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ポケット日中辞典［簡体字］
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90
耳を鍛えて合格！ HSK４級リスニングドリル





「保険」のしくみと手続きがわかる事典 
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90
耳を鍛えて合格！ HSK５級リスニングドリル





戊辰の内乱
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90
耳を鍛えて合格！ HSK６級リスニングドリル





25
ホテルの英会話ハンドブック
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魅惑のインドでヒンディー語



























79
ポルトガル語の会話エッセンス
























民事訴訟・執行・保全

香港スターと広東語
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民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
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72
香港・街歩きの広東語




































民法【債権法】大改正
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本当の望み

民法【財産法】のしくみ
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フォルカー・ブラウン作品集
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基本法律用語辞典





145

マ

メ

マイナンバー法のしくみと手続き
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32
明快に伝える英語ライティングの技術















マスコミに騙されない子育て法
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迷誤あれば
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ますますナットク！英文法






























名声
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57
街歩きのイタリア語







































メーリケ詩集
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76
街歩きのスウェーデン語

































メドレヴィング
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53
街歩きのスペイン語
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メルシー教授のフランス語レッスン


















14
街歩きのドイツ語










































メンタルヘルスの法律問題と手続きマニュアル139

間違いだらけの自衛隊兵器カタログ
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間違いやすい英語表現
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モ

学びをつなぐ小学校外国語教育のCLIL実践
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真鍋ドイツ語の世界






































7

ものづくりの英会話

まるごと

ものづくりの英語表現
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日本のことばと文化（全９点）









38
5Sと作業現場 
















38
増補改訂版


















まるごと６か国語ミニフレーズ
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もの忘れを防ぐ

記憶力を伸ばす
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46
マルシェでフランス語
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もやもやを解消！ イタリア語文法ドリル











マンション管理組合のための法律と実務運営マニュアル
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61
もやもやを解消！ 韓国語文法ドリル

















マンション管理の法律とトラブル解決マニュアル
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もやもやを解消！ スペイン語文法ドリル











マンションを「売るとき」「買うとき」の法律マニュアル 

132

68
もやもやを解消！ 中国語文法ドリル
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もやもやを解消！ ドイツ語文法ドリル














ミ
見えない脅威

41
もやもやを解消！ フランス語文法ドリル











森のなかの夜
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生物兵器





























180

緑の森のバイリンガル
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南ドイツの川と町






































121

ヤ

55
耳が喜ぶイタリア語







































野球の英語 A to Z
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61
耳が喜ぶ韓国語













































役に立つドイツ語会話
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50
耳が喜ぶスペイン語
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役に立つフランス語会話

































67
耳が喜ぶ中国語
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やさしいスペイン語文法
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耳が喜ぶドイツ語










































やさしいドイツ文法
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78
耳が喜ぶブラジルポルトガル語
























やさしいフランス語会話
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41
耳が喜ぶフランス語







































やってみよう！ドイツ語
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73
耳が喜ぶロシア語










































山名式5Sの進めかた

実践活用版 
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ユ

ロ

遺言書の書き方と生前贈与 しくみと対策







135

老後を安心して暮らすための暮らしの法律知識とト

雪の色が白いのは






































173

ラブル相談マニュアル





























137
労働安全衛生法のしくみ





























142

ヨ

労働安全衛生をめぐる法律と疑問解決マニュアル108 

139

ヨーロッパ取材ノート
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労働時間と給与計算の法律と手続き














148

よくわかる障害者総合支援法























136

労働審判・個別労働あっせん ケース別実践書式40

139

澱み
























































117

労務管理・安全衛生・社会保険の法律と手続き152

労働基準法と労働条件の基本がわかる事典
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夜に甦る声















































172

ローマのかくれんぼ



































173
「65歳雇用延長制度」のしくみと手続き 









148
60歳からの中国語入門
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ラ
楽勝！仏検

60歳からのイタリア語入門
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87
合格講座（全６点）





















60歳からのスペイン語入門
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86
らくらく旅の会話シリーズ（全22点）















六〇歳からの挑戦






































116
60歳からのドイツ語入門
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リ

60歳からのフランス語入門
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72
リアルな日常会話を楽しむ台湾華語60表現
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ロシア人が日本人によく聞く100の質問 













リアル・ブリティッシュ・イングリッシュ
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論理的に話す・書くための 英語変換術
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ロシア語スピーキング




































リーガル・マキシム
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離婚をめぐる「お金」と法律手続き

疑問解決マニ
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ワ

離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129 
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ワーキングホリデー（全７点）
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リスクマネジメントの法律知識と対策
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和英：日本の文化・観光・歴史辞典
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留学・アメリカ大学院への道
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和英はこんなに単純だ！フレーズ編


















留学・アメリカ大学への道
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和英はこんなに単純だ！熟語編
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わが子に読み聞かせたい日本国憲法
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留学・アメリカ大学編入への道
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わが子の目が輝く高校留学
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留学・アメリカ名門大学への道
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73

大岩

114
今井千景




























115
宇田川晴義

























168,170
大岩昌子























今井寿枝



























98

104
内堀大地




























8,9,163
大岩信太郎





















124
今井美紀




























宇根祥夫




















81,85,86

大上正直



























85

178
今村朋子




























梅田ゆう子
























93

100
大内まどか

























入江

梅原ゆかり……131,132,133,136,

166
大川紀枝




























168,179
泉























54,58,86,89,168,170
入江たまよ






178
滋

























137,138,143,147,150,151,155

一章






















54,169

お

大川

功



























51

博



























86

岩井方男



























85

浦

114
岩隈美穂




























浦川

179
岩狭源晴




























101
瓜谷アウロラ






















179
大久保義信

























109
岩崎克己




























ウル，ケナン・


















85

107
大崎さつき

























124
留




























108
大城戸玲子

























大久保

イワサワ，ショーン・









94

大沢

110
岩田美喜




























110
譲

























142,150,154
豪


















岩田デノーラ砂和子












57

え

大薗正彦



























14

岩原宏子



























74

166
A to Z 































大谷立美



























37

岩村ウイリアン雅浩












78

江口

大塚

113,114,115
岩村偉史


















枝廣淳子



























29

8
大友展也































イワン・スティヤ・ブディ



82

江藤一郎



























49

112
大中智男




























NIIE（韓国国立国際教育院） 91

大西

NIIED（韓国国立国際教育院） 

91

109
大野美砂




























う

104
豊




























104
大瀧敏夫



























164
綾




























164,171,172
守


















116
NPO法人企業年金・賃金研究センター 



大場静枝



























42

暁飛



























68

119
エマーソン，キース・










大橋玲子



























52

104
ヴァインリヒ，ハラルト・




エマニュエル，ボダン・






43

104
大浜るい子

























163
ヴィーク，シルヴィア・







6
エリカ，フロレンティナ・







107
大森洋子




























173
ヴィーラント，C. M. 












173
エルジンチリオール，ザカリア・



171
大和久幸夫

























ウィッタヤーパンヤーノン，スニサー・

80

エレーラ，M. 




















49

124
岡崎由美




























174
ウーリッヒ，H.



















エレオノーラ，サブリナ・



74

小笠原藤子
























13

175
ウエイド美加






















108
遠藤織枝




























9
岡田公夫































108
Wewer ，Taina 


















155
遠藤常二郎

























127
岡田重暉




























上川一秋



























19

遠藤眞理子
























44

岡田辰雄






















49,169

于

200

著者・訳者・編者・監修者名索引

岡村

171
徹




























カップ，ロッシェル・









20

韓国・国立国語院










65,171

174
岡本佐智子

























加藤栄一



























74

韓国語世界化財団










65,171

173
岡本貴也




























106
加藤和光




























神崎正哉



























92

75,86
岡本真理


























158,180
加藤健二郎




















59,60
菅野裕臣


























110
小川公代




























137,139,142,143,148
加藤知美








108
蒲原順子




























尾川

112
浩




























101
加藤晴子




























113
神戸直樹




























小川理恵



























86

加藤晴久



























45

沖島博美



























85

加藤理恵



























43

101
奥澤美佐




























金井

29,34,164,165
奥津文夫
















金指久美子
























74

記憶力開発グループ












30

奥村千穂



























56

175
金沢泰子




























木川弘美



























87

117
小黒康正




























174
金森誠也




























156
企業法務実務研究会













101
O'Connor，William F.











加沼毅一



























13

101
菊池久一




























101
O'Connor，Robin 
















108
金子朝子




























158,180
菊池雅之























134
尾込平一郎

























10,14
金子みゆき























菊地

尾崎

115
司




























173
狩野良規




























来嶋洋美



























98

177
尾崎哲夫




























香原斗志



























85

木島康雄……131,132,133,134,142,

小山内

32,92
大























鎌田タベア
























13

143,144,146,148,151,152,156

164
洋




























111
鎌野多美子

























175
岸本磯一




























162
オセアニア交流センター







上島朋子



























32

北尾隆明



























23

115
小関一也




























上西川原

111
章






















110
北川重男




























172
越智和弘




























栢木利恵



























44

131,144,149
北川ワタル















越智三起子
























42

唐澤一友






















35,110

木谷直之



























98

小野沢

純
























85

カリー，ウィリアム・J.







30

北村

小野田

125
健

























カルヴァーリョ，モイゼス・
79

106
ギッパー，ヘルムート・







小幡谷友二
























89

114,115
河井徳治























砧

158
大蔵




























オリガ，バソヴァ・












73

113
河合優子




























金

63,65,171
安淑





















川上直久



























79

金

元榮



























62

か

川口恵子



























40

金

敬鎬



























64

川口裕司



























40

金

171
貞淑




























167
ガーワー，エリック・










川越菜穂子
























64

金

正勲



























62

外国語教育研究会















40

110
川崎明子




























金 ドンウン






















61

158,179,180
柿谷哲也


















9
河田一郎































金

南听



























61

柿原武史



























51

157,179
河津幸英























金

美仙



























59

167,176
鍵村和子























174
川名英之




























金

容権










59,60,66,171,174

173
加来耕三




























173
川西芙沙




























キム，リチャード・





27,28,33

171
カクマンホウ






















131,133,142,149,150,153
河原大輔



114,115
木村英二























176
学際国語研究グループ










149,150
河原宏海























106
木村鈴子




























51,89
ガジェゴ，エミリオ・








5,6
川村よし子


























木村ゆみ



























93

179
菓子尾智彦

























119
川本聡胤




























キャノン，タラ・















94

121
柏木貴久子

























姜

171
昌萬




























56,89
京藤好男


























110
梶原照子




























観光英検センター















97

107
清田洋一




























174
片岡哲史




























韓国教育財団





















91

158
清谷信一




























押野

き

164
満




























166
康




























豊



























95

著者・訳者・編者・監修者名索引

201

118
キルト，リンダ・
















クロフォード，スティーブ・ 180

小林

潔



























73

163
キング，G. 

























159,180
軍事同盟研究会














小林

114,115,175
喬


















23,35
小林敏彦


























け

180
小林直樹




























123
日會




























117
ケールマン，ダニエル・







小林美加



























85

100
グエン・ティ・ランアイン




ケスレー，クリスティアン・ 41,44

110
小林宜子




























グエン・ティエン・ナム






86

108
祁答院惠古

























小張順弘



























15

権

成美



























65

ケネディ，ショーン・









32

ゴフィック，ピエール・ル・ 105

権

在淑



























64

ケリー伊藤












27,28,32,167

駒井亜紀子
























94

177,178
博























10,11
ケルン，ダニエル・











112
小松英樹




























121
楠戸義昭




























173
ゲンザー，ヘルガ・













113
コミサロフ喜美



















く
具

九鬼

クッカルト，ユーディット・ 172

146
小林正樹




























71,72,108
小道迷子





















クック，トニー・















92

こ

164
工藤達也




























小村照寿



























32
116
小室金之助

























116
工藤美知尋

























呉

72,86
悦





























小室廉太



























88

久野

135,150
実























胡

興智



























86

古森

176
創




























11,13,164
久保川尚子


















呉

月梅



























70

小柳

淳






















72,174

久保田美子
























98

81,85
ゴ・ミン・トゥイ














近藤真治



























30

118
粂川麻里生

























170
小池和良




























近藤美樹子
























10

42,43
グラ，アレクサンドル・





129
小池澄男




























110
近藤康裕




























クラーク，ジェフ・












85

小池剛史



























77

近藤由美




















82,84,85

164
クラウト，H-G. 



















113
小池浩子




























175
近野由紀




























109
倉科一希




























小石

174
倉田保雄




























恋単製作委員会


















30

グラッタウアー，ダニエル・ 118

176
小岩広宣




























クラハト，クリスティアン・ 172

高

クランキー，ショーン・Ｍ・
23

高阪香津美
























77

158,159,179
斎木伸生


















グリゴリー，ミソチコ・






74

河野愛子



























68

153
齋藤和紀




























栗畑利枝



























91

166
河野，ナナ

























107
齊藤公輔




























107
栗原文子




























国際交流基金





















98

108
斎藤早苗




























クリプトン・フューチャー・メディア 101

小久保真理江





















55

在間

グループ・ユイキ















40

小坂井真美
























75

サウスウィック，ジャニカ・
34

174
クレーファー，U.
















小島

境

クレーベルク，ミヒャエル・ 172

115
小島健太郎

























107
酒井志延




























114
クレーマー，エリック.Ｍ. 





輿水

優

















67,169,170

107
阪上彩子




























73,74
グレチュコ，ヴァレリー・


105
コセリウ，エウジェニオ・




179
坂上芳洋




























クレピー，ロール・ドゥ・



42

110
小舘尚文




























栄

クレマデス，アレハンドロ・
52

児玉さやか
























52

173,178
栄陽子留学研究所











180
黒井文太郎

























コッホ，ミヒャエラ・









11

173
左方郁子




























クロケンブリンク，トルステン・ 118

コバート，ブライアン・






93

110
坂根隆広




























黒田

享



























76

小畠

泰



























13

酒巻洋子




















45,46,47

73,74,107
黒田龍之助


















小林

178
薫




























174
坂本明美




























105
悟




























171
信太郎

























139,142,143,147,148,152
彰



さ
斉

霞






























67

1,8,163
進























108
一三




























160,178
陽子























202

著者・訳者・編者・監修者名索引

108
坂本ひとみ

























シシン，アレキサンダー・



96

1
シンチンゲル，ロベルト・







178
坂本力也




























下程

109
進藤久美子

























1
相良守峯































173
シドラ房子

























真道

崎谷菜穂子
























95

166
品川，エリザベス
















122
新藤昌子




























佐久間

111
息




























杉



























13

133
悠

























176
信田秀哉




























125
進藤慈久




























115
桜井高志




























柴田郁夫



























66

127
新日本通訳案内士協会










107
千穂千穂




























柴田まり子
























42

107
神保尚武




























櫻井正明



























63

柴原智代



























98

佐々木

優
























88

柴山かつの
























93

110
佐々木真理

























島崎刻也



























30

笹島

す

108
茂




























176
島田裕巳




























末永

121
豊




























110
貞廣真紀




























清水建二



























30

末廣

110
幹




























佐藤

111
清水純夫




























菅井健太



























74

173
佐藤英子




























清水

誠



























77

須釜幸男



























95

163
佐藤清昭




























沈

智允



























64

109,110
杉野健太郎




















佐藤邦彦



























49

109,110
下楠昌哉























杉野由紀



























86

佐藤佐知



























86

下平英輝



























83

杉本モニカ



















12,164

佐藤淳一



























42

110
下永裕基




























170
杉山利恵子

























166
佐藤淳子




























105
下宮忠雄




























168
寿里順平




























佐藤

英



























13

107
JACET教育問題研究会 








165,166
鈴木克義























107
佐藤敏子




























109
JACETバイリンガリズム研究会 



鈴木清安



























24

108
佐藤ひな子

























101
Charkoff，Svetlana 













107
鈴木冴子




























168
サボリン，ニーシャム・







173
シュナイダー，ロベルト・




鈴木伸一



























13

124,166
佐山和夫























ジュナイディ，アブドゥル・ラズィズ・

84

112
鈴木信吾




























83,85
澤田公伸


























166
ジュミック今井



















鈴木

107
澤邉裕子




























Schmidt，Chiristopher 








76

169
鈴木友美




























170
佐原秋生




























シュレヒト，ヴォルフガング・

鈴木

彰




















9,11,163

120,174
亨






















108
誠




























サン＝テグジュペリ，アントワーヌ・ド・
45

12,87,118,164


























鈴木光子



























85

三修社編集部……5,6,11,63,86,124,

シュレヒト，恭子










12,164

鈴木康子



























85

130,164,166,170,176

ジョ・ミキョン


















64

114,115
鈴木有香























176
三修社法律書編集室













徐

19,94
鈴木瑛子


























110
サンドラー，ロバート・







東海林

舞























20

鈴木玲子



























85

176
さんば総研

























141
正村邦之




























スタジオ・ネコマンマ 

67,164,171

ジョージ，ジーナ・












19

174
スティングル，M. 















鄭

スマイリー，ブレーブン・



93

し

明珠



























85

惠賢



























64

31,34,168
白石よしえ


















諏訪

159,180
自衛隊特別取材班











白崎容子






















54,168

109,110
諏訪部浩一




















163
シェフェルバイン，S. 










173
白根美保子

























ジェレヴィーニ，アレッサンドロ G. 

85

170
ジレ=鈴木，シルヴィ・ 







塩澤

166
白野伊津夫

























163
正




























118
功




























せ

塩田今日子
























60

秦

110
邦生




























9
清野智昭































125
塩野米松




























申

賢貞



























65

セイン，デイビッド・ 25,26,27,33,166

176
氏木孝仁




























119
しんせい会

























175
セガラン郷子






















著者・訳者・編者・監修者名索引

203

117
瀬川裕司




























106
高橋輝和




























107
田中祐輔




























石

剛






























85

高橋信道



























96

田辺希久子
























36

関

121
裕二




























高橋

178
誠




























40,86
田辺保子


























関川郁子



























86

髙橋

睦



























51

172
田邊玲子




























7,163
関口一郎


























高橋基治



























95

谷山澤子



























96

7,102,103,104
関口存男
















高橋優子



























85

107
田原憲和




























関根正和



























20

176
高橋裕次郎

























128
田宮寛之




























瀬田元吾



























14

高畑

幸



























85

164
タム，祐子

























108
世良時子




























高林

173,178
茂























田村早苗






















72,174

179
世良光弘




























高安幸子



























85

田村智子



























37

135
千賀修一




























168,170
滝沢隆幸























158,179
田村尚也























全国語学ビジネス観光教育協会

108
滝沢麻由美

























128
田村博子




























観光英検センター







97,168

瀧本将弘






















93,168

ダン，ケビン・


















93

仙福健治






















35,165

武内英公子
























45

167
丹下博文




























竹内

175
タンタラ京子






















そ

157
修




























104
竹内義晴




























竹下裕子

















15,113,166

ち

徐

周煥






















65,171

竹下ルッジェリ・アンナ






56

徐

174
廷緑




























173,175
武田鏡村























崔

官






























64

蘇

文山
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武田将明




























崔
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炳璉
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宗宮朋子




























武田

131,149
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崔

5
海淑
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ゾーヴァ，ミヒャエル・


武信
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知念保則
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竹村和浩
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た
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陳
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ターナー，ジェイソン・
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多田裕吾
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駐日本国大韓民国大使館






91

110
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大門久美子
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京未



























65

高崎

171
篤




























172
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舘
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健太郎
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田中梅吉




























つ

高田博行
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田中成和




















85,87,88
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ツィッパート，ハンス・







高野

田中

42,43
塚越敦子


























120
澄
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愼
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高野のぞみ
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田中慎也




























塚本
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辻
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中野美知子

























辻

ふみえ
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獨協大学独検対策講座
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永野良博
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辻学園辻クッキング
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戸部民夫
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中埜芳之
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辻本千栄子























富田正二
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167,176
中林眞佐男




















土屋知洋
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トムソン，ブレア・
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仲道慎治



























51

土屋
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友繁義典
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126,127,176
中村一樹
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恒川隆男
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豊田一男
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中村哲夫
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實
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鶴岡公幸
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鳥飼玖美子
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鶴岡藤沢周平文学愛好会
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鳥越千絵




























中元康夫
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釣
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戸田

長屋房夫
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な
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中山夏恵




























67,69
艶春
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ナウマン，ベルント・










ナクト，ジョナサン・
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ディ，マシュー・
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23,31
永井史郎
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灘光洋子




























ディアー・ハフサリ
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中井珠子
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夏谷隆治




























ディラン，トーマス・
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永井千鶴子
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納谷昌宏
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165
出竹生久




























永江貴子
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134,137,144,150,151
奈良恒則








手束
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仁




























長尾和夫……15,16,17,18,19,20,21,

成田

寺川

106
央




























22,29,36,165

寺野健夫



























69

167
長尾ひろみ

























デルバール，フランク・
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長尾素子




























て
程

中川

中山幸男






















85,166
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節




























54,89,168
ナンニーニ，アルダ・



南原

114,115
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1
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と
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に

中川右也
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新倉真矢子
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土井美穂
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長澤崇雄




























西
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172
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True Japan School 
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永田浩子



























21

155
二島豊太
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西村君代
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中西のりこ
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109,112
西山隆行
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中野学而
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西山敏夫




























時田伊津子
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長野俊一
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西山秀昭




























100
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原
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172
バイアー，マルセル・










晴山陽一




















30,35,94
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バレンタ
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任
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朴
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塙
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橋本
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ね
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ネクロ，クラウディア・
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ひ

根津
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118
長谷川弘子
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ピアソン，ジュディ・C･ 
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根本萠騰子
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ハセベ，トーマス・N.
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日置孝次郎

























根本昌彦
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畑

瞬一郎
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東

秦
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樋口隆晴




























の

バタオネ，ドミニクス・






85

113
樋口容視子

























幡野

久田和孝



























66

能島久美江
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バックハウス，ペート・
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久村

納村公子
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118,173
ハッケ，アクセル・








ビジョリア・アパリシオ，フリオ・ 50,52
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29,167

八田直美
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110
日臺晴子




























野澤

107
督




























パッタナタネス，ルンアルン・ 81

Wittig，Matthias 
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野島
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野尻義明
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浜岡
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6
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林
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林
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ヒル，マイケル・
















林
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哲裕
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ヒレスハイム，ヤン・








林
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広岡今日子
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河

承賢
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7
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89

107
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フライ，ノースロップ・


堀井
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フライシャー，ウルリケ・




ホルツクラー，トラビス・
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ふ
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ブラウン，フォルカー・







洪
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ファンデンベルク，P. 










フランクル，J. M.
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フィオレッティ，アンドレア・ 58
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フランス語教育振興協会







本田誠二
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フェッロ，ラウラ・













フリゴルズ，マリア・ヘスス・ 108
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本間麻美
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本間安子
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フォンターネ，テーオドア・ 172

古川原哲夫
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深尾康夫
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ブルスィヒ，トーマス・







170
深川充子




























古田富建
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深見

112
茂




























フレンチ，ナサニエル・
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マームグレン，ギャリー･ 
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110
深谷公宣
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フローチャー美和子













マイッツァ，アントニオ・
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吹浦忠正
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恵
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ま
マーティン，トーマス・
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福井芳男
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へ
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巻口勇一郎
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福島スーザン
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福島範昌
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米軍特別取材班



















牧野眞一
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福田育弘




























ヘイズ，アンドリュー・
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牧野高吉
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福田千津子
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Bates，Steven 
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牧野宣彦
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福原美穂子
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ベーア，H. ゲオルク・
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牧野理英




























180
福好昌治
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ベーン，マックス・フォン・



マクギュー，ケビン・
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藤井三香
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白

峰子
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21,29
マケーレブ英美

















藤井康成
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ヘッチュ，フォルカー・
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孫田良平




























藤尾美佐
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ペトリーニ，カルロ・
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164,171,172
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10
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藤田裕二
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町
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