
大学生のための 

グローバルな教養 

世界の言語を学ぶ 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能など、長
年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供します。 

精選48タイトル 

同時アクセス１ 

224,620円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0079    2020年1月 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に 

②無料アプリbREADER Cloudを 

   スマホにダウンロードしてログイン 
①学内でKinoDenのアカウントを   
   作って読みたい本をMy本棚に 

 
 
 
 

リモート閲覧のできる無料アプリ
bREADER Cloudで、ユーザーが
24時間どこからでも自分の 
スマホで電子書籍を読める 

世界各地の言語の初級～中級者向けの学習書を紹介します。 

多様な言語の豊かさに触れ、言語を通じて世界各地の文化に親しむことは 

グローバルな視点を育み、大学生にふさわしい教養を深めます。 

ユーザーが自分のスマホで気軽に、いつでも読めるKinoDenなら、 

学生向けのサービスに好適です。電子副本としても活用できます。 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

新書のように読み通せる画期的な入門書！ 

「しくみ」シリーズ（白水社） 

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、
大切なのは全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる
画期的な入門書シリーズ！ 

 

「しくみ」シリーズの３大特長 

・言葉の大切なしくみ（＝文法）がわかる 

・しくみを読者みずからが発見していく構成で通読できる 

・言葉の楽しさ、面白さ、そして発想の多様さを実感できる 

 

こんな方におすすめ！ 

・はじめて触れる方：言葉の大切な「しくみ」からスタートするので実に効率
的。 

・これまで勉強したことがある方：断片的な知識が整理され、応用力がつく。 

・挫折したことがある方：言葉のしくみをみずから発見していく構成のため、
必ずや通読できる！ 

・シリーズ全体を読む方：どんな言語学の入門書を読むよりも「言葉」の面
白さを実感できる。 

 

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b206304.html 

会話＋文法 はじめての入門書 決定版！ 

 

「ニューエクスプレス プラス」シリーズ（白水社） 

 

シリーズの構成 

・○○語ってどんなことば？ 最初にことばの特徴や話されている地域など
をご紹介します。 

・文字と発音 文字の読みかたや発音のコツをやさしく解説。 

・本文 全20課で、見開き2ページに会話・和訳・単語、次の2ページに
文法説明があります。 

・練習問題 2課ごとに2ページ、解答は同じ見開きですぐに確認できます。 

・単語力アップ・表現力アップ テーマ別の単語と表現のコーナーで会話も
バッチリ。 

・単語リスト 出てきた単語が載っているので、辞書なしでも始められます。 

 

ここがプラス！ 

・簡単なスピーチ・メッセージの表現 人前で話すときに便利な表現や、
カードに書けるメッセージを取り上げます。 

・文法チェック 学んだ文法を短い作文問題で総復習。 

・読んでみよう 少し長めの文章を読んでみます。「日本について」はシリー
ズ共通なので、いろんな言語を読み比べるのも面白いですよ。 

 

★音声アプリ無料ダウンロード可 

★付属CD－ROMは電子書籍には収録しておりません。 

 

https://www.hakusuisha.co.jp/news/n25019.html 

“・・・ベトナム語はおおよそローマ字通りに読みます. と
いっても,[キアラ サイ ゴン］と日本語の発音で読んでも
通じないでしょう. というのも,ベトナム語では,ローマ字の
つづりが同じでも,声の調子（上がり下がりや抑揚）に
よって,例えば,日本語で［ラ］と示される語でも,「叫
ぶ」「…です」「たわむ」「葉」「珍しい」など,まったく意味の
違う別の語になってしまいます. ベトナム人が話すのを聞
いて「音楽のようだなあ」と感じるのは,この声の上がり下
がりなどによるためです.・・・” 

はじめての入門書 決定版 

ニューエクスプレス プラス シリーズ 

 
この1冊で会話も文法も学べる、初学者のためのシリーズ。 
言葉の特徴やその言葉が話されている地域の紹介から
始まり、文字の書き方や発音、文法をやさしく解説。実践
的で会話に使える練習問題、単語テスト、簡易辞書にも 
なる単語リストを備え、この1冊で入門はばっちりです。 
シリーズの本は同じ構成なので、いろいろな言語の本を
読み比べて言葉の豊かさに触れるのもお勧めです。  
（白水社）※付属CD－ROMは電子書籍には収録しておりません
が、音声アプリの無料ダウンロードができます。 

新書のように読める画期的な入門書 

しくみ シリーズ 

 
言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。大切なのは
全体を大づかみに理解すること。 
本シリーズは言葉のしくみの解説からスタートするので、
初学者が外国語に独力で触れたり、初級者が理解を深め
るのみ最適です。 
読者みずからが言葉のしくみを発見していく構成で、言
葉の楽しさ、面白さ、そして発想の多様さを実感できます。 
シリーズを通じて読めば、どんな言語学の入門書を読む
よりも言葉の面白さを実感できること請け合いです。 
（白水社） 
 日本語との比較から外国語を知る 

日本語から考える！ シリーズ 

 
「あの人は林さんです」「あの人が林さんです」 
この日本語の違いをあなたは正しく説明できますか？ 
日本語のしくみや発想を知らなければ、日本語から外国
語に訳すことも難しいです。このシリーズでは、まず日本
語の専門家が日本語について解説をし、次に、それぞれ
の言語の専門家がその日本語に合う外国語の表現を 
紹介します。日本語を学びつつ、日本語との比較を通じ
て外国語のしくみや発想を学ぶことができるユニークな 
シリーズです。 （白水社） 

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b206304.html
https://www.hakusuisha.co.jp/news/n25019.html
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アクセス1

本体価

同時

アクセス3

本体価

1 イタリア語のしくみ《新版》 野里紳一郎 KP00013233 9784560453513 201402 PDF ¥3,080 ¥4,620

2 インドネシア語のしくみ《新版》 降幡正志 KP00013243 9784560453629 201406 PDF ¥3,300 ¥4,950

3 オランダ語のしくみ《新版》 清水誠 KP00013240 9784560453582 201404 PDF ¥3,740 ¥5,610

4 スペイン語のしくみ《新版》 岡本信照 KP00013234 9784560453520 201402 PDF ¥3,080 ¥4,620

5 スワヒリ語のしくみ《新版》 竹村景子 KP00013249 9784560453681 201603 PDF ¥3,740 ¥5,610

6 チェコ語のしくみ《新版》 金指久美子 KP00013236 9784560453544 201403 PDF ¥3,740 ¥5,610

7 デンマーク語のしくみ《新版》 鈴木雅子 KP00013254 9784560453735 201710 PDF ¥3,960 ¥5,940

8 ドイツ語のしくみ《新版》 清野智昭 KP00013235 9784560453537 201402 PDF ¥2,860 ¥4,290

9 トルコ語のしくみ《新版》 吉村大樹 KP00013241 9784560453605 201404 PDF ¥3,740 ¥5,610

10 ノルウェー語のしくみ《新版》 青木順子 KP00013250 9784560453698 201604 PDF ¥3,740 ¥5,610

11 ハンガリー語のしくみ《新版》 大島一 KP00013253 9784560453728 201710 PDF ¥3,960 ¥5,940

12 フィリピノ語のしくみ《新版》 下平英輝 KP00013252 9784560453711 201709 PDF ¥3,960 ¥5,940

13 フィンランド語のしくみ《新版》 吉田欣吾 KP00013237 9784560453551 201403 PDF ¥3,520 ¥5,280

14 フランス語のしくみ《新版》 佐藤康 KP00013246 9784560453650 201501 PDF ¥3,080 ¥4,620

15 ベトナム語のしくみ《新版》 田原洋樹 KP00013238 9784560453568 201403 PDF ¥3,080 ¥4,620

16 ポルトガル語のしくみ《新版》 市之瀬敦 KP00013247 9784560453667 201503 PDF ¥3,740 ¥5,610

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00013253
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17 ラテン語のしくみ《新版》 小倉博行 KP00013245 9784560453643 201411 PDF ¥3,520 ¥5,280

18 ロシア語のしくみ《新版》 黒田龍之助 KP00013242 9784560453612 201406 PDF ¥3,080 ¥4,620

19 韓国語のしくみ《新版》 増田忠幸 KP00013251 9784560453704 201709 PDF ¥3,520 ¥5,280

20 古典ギリシア語のしくみ《新版》 植田かおり KP00013244 9784560453636 201407 PDF ¥3,300 ¥4,950

21 中国語のしくみ《新版》 池田巧 KP00015235 9784560453599 201404
EPUB(固定

レイアウト）
¥3,300 ¥4,950

22
ニューエクスプレスプラス

エスペラント語
安達信明 KP00021248 9784560454091 201810 PDF ¥6,600 ¥9,900

23
ニューエクスプレスプラス

スウェーデン語
速水望 KP00020543 9784560454060 201809 PDF ¥5,940 ¥8,910

24
ニューエクスプレスプラス

スワヒリ語
竹村景子 KP00022537 9784560454183 201812 PDF ¥7,260 ¥10,890

25
ニューエクスプレスプラス

セルビア語・クロアチア語

中島由美

野町素己
KP00022538 9784560454206 201901 PDF ¥7,040 ¥10,560

26
ニューエクスプレスプラス

タイ語
水野潔 KP00021250 9784560454138 201811 PDF ¥4,180 ¥6,270

27
ニューエクスプレスプラス

デンマーク語
三村竜之 KP00020506 9784560454053 201809 PDF ¥7,260 ¥10,890

28
ニューエクスプレスプラス

ドイツ語
太田達也 KP00019510 9784560454008 201808 PDF ¥4,400 ¥6,600

29
ニューエクスプレスプラス

トルコ語
大川博 KP00019511 9784560454015 201808 PDF ¥5,500 ¥8,250

30
ニューエクスプレスプラス

ノルウェー語
青木順子 KP00019512 9784560454022 201808 PDF ¥7,480 ¥11,220

31
ニューエクスプレスプラス

ビルマ語
加藤昌彦 KP00024351 9784560454213 201902 PDF ¥6,600 ¥9,900

32
ニューエクスプレスプラス

フィンランド語
山川亜古 KP00020507 9784560454077 201809 PDF ¥5,060 ¥7,590
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33
ニューエクスプレスプラス

フランス語
東郷雄二 KP00019241 9784560453988 201807 PDF ¥4,180 ¥6,270

34
ニューエクスプレスプラス

ベトナム語
三上直光 KP00019240 9784560453971 201807 PDF ¥5,720 ¥8,580

35
ニューエクスプレスプラス

ペルシア語
浜畑祐子 KP00021249 9784560454107 201811 PDF ¥7,260 ¥10,890

36
ニューエクスプレスプラス

ベンガル語
丹羽京子 KP00019509 9784560453995 201808 PDF ¥7,040 ¥10,560

37
ニューエクスプレスプラス

マレー語

ファリダ・モハメッド

近藤由美
KP00024352 9784560454220 201902 PDF ¥6,160 ¥9,240

38
ニューエクスプレスプラス

ラテン語
岩崎務 KP00019239 9784560453964 201807 PDF ¥5,720 ¥8,580

39
ニューエクスプレスプラス

ラトヴィア語
堀口大樹 KP00022536 9784560454190 201812 PDF ¥7,480 ¥11,220

40
ニューエクスプレスプラス

ルーマニア語

鈴木信吾

鈴木エレナ
KP00024576 9784560454282 201901 PDF ¥7,260 ¥10,890

41
ニューエクスプレスプラス

中国語
喜多山幸子 KP00019238 9784560453957 201807 PDF ¥4,180 ¥6,270

42
日本語から考える！

イタリア語の表現

大上順一

山田敏弘
KP00005531 9784560452875 201104 PDF ¥4,180 ¥6,270

43
日本語から考える！

スペイン語の表現

長谷川信弥

山田敏弘
KP00005530 9784560452868 201104 PDF ¥4,180 ¥6,270

44
日本語から考える！

ドイツ語の表現

清野智昭

山田敏弘
KP00005529 9784560452851 201104 PDF ¥4,180 ¥6,270

45
日本語から考える！

フランス語の表現

佐藤康

山田敏弘
KP00005534 9784560452905 201103 PDF ¥4,180 ¥6,270

46
日本語から考える！

ポルトガル語の表現

市之瀬敦

山田敏弘
KP00005527 9784560452837 201110 PDF ¥4,180 ¥6,270

47
日本語から考える！

韓国語の表現

前田真彦

山田敏弘
KP00005532 9784560452882 201103 PDF ¥4,180 ¥6,270

48
日本語から考える！

中国語の表現

永倉百合子

山田敏弘
KP00005533 9784560452899 201103 PDF ¥4,180 ¥6,270

電子書籍営業部 

TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 

Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 


