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「学生にとって分かりやすい、先生にとって使いやすい」
そんな魅力あふれる先生だけのオリジナルテキストを出版してみませんか？
学生の学力に合った先生独自のテキストはオンライン授業にも最適です。
弊社は「簡単・安心・便利」な出版システムで先生方をサポートいたします。

少部数テキスト 全学共通テキスト

●電話やEメールでお気軽にご相談ください●

出版費用の負担は原則０円。
年間採用100部から対応。

簡単で安心な
テキスト出版のすすめ

採用部数は少ないけれど、
テキストを出版したい！

学生が購入しやすい価格の
統一教科書を出版したい！

　少部数のテキスト制作にコストパフォーマン
スを発揮するオンデマンド印刷により、100部
～200部位までの制作が可能となります。
　仮に、年間使用部数を多く見込めないことに
お悩みの場合であっても、テキストを複数の先
生方で共同執筆したり、または、複数年分をま
とめて制作するなどの工夫をすることで、出版
の可能性は拓かれてきます。

　学生が共通して使用する全学共通テキスト（統
一教科書）は、大学の指導方針に沿った学校独
自のオリジナルテキストであることが理想です。
　加えて、全学共通テキストには、学生が購入
しやすい価格であることも求められます。弊社
は、先生がご希望される価格帯の全学共通テキ
ストを実現できるように、最善の制作内容をご
提案いたしております。
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〒135-0042 東京都江東区木場 2-18-14
TEL.03-5621-4531（10:00 ～ 18:00 土日祝休） FAX.03-5621-4530
E-mail:info@dtppublishing.com
https://www.dtppublishing.com

（※）

（※）「出版費用の負担は原則0円」は、PDFファイル形式でご入稿頂いた完全版下原稿を
 使用したテキスト出版の場合に限ります。　



《テキスト制作ワークフロー》

まずは電話かメール、もしくはホームページの制作相談
フォームからお気軽にお問い合わせください。

本の大きさや制作部数等、先生のご要望をお聞きしなが
ら、最善のご提案をいたします。
　●原稿が先生のオリジナルのものであるか（著作権抵  
　　触の有無）の確認をいたします。

① お問い合わせ

② 詳細打ち合わせ

出版の詳細について確認書または契約書を提出し、ご了
解を得て進行いたします。
　●基本的には完全版下PDF入稿でお願いいたします。
　　※組版作業（レイアウト編集作業）からご希望され
　　　る場合はご相談ください。
　●データでのご入稿はメールまたはストレージサービ
　　スが可能です。

③ 受注・入稿

制作内容に応じた最適な印刷・製本方式を弊社にて提案
し、選択いたします。

テキスト制作は完全版下PDF入稿の場合、入稿から納
品まで約2週間となります。お急ぎの場合にはご相談く
ださい。
　●販売は煩雑さを解消するため大学書店、Amazon　
　　マーケットプレイスでの取り扱いになります。

表紙デザイン・原稿・出力チェックをいたします。
　●校正は原則として著者校正でお願いしております。
　●表紙、奥付、本文（弊社で編集及び一部修正をした
　　場合）についてはメール、郵便などで出力校正をお
　　送りしますのでご確認をお願いいたします。

④ 制作・校正

⑥ 納本・販売

⑤ 印刷・製本

●報告書　●紀要　●記念誌
●自分史　●句集　●小説　 など

　弊社は、自費出版にも力を入れております。長年の豊富な編集実績を元に、報
告書・紀要・記念誌をはじめとした書籍の制作を承っております。ご予算にあっ
た最適な制作方式・印刷方式をご提案させていただきます。
　簡易な並製本から、上製本・カバー付・函付といったこだわりの装丁まで、幅
広いニーズに対応が可能です。構成から造本まで一貫したサポートを行いながら、
ご希望に添った本づくりを実現いたします。
　まずはお気軽に御見積をご依頼ください。
　「低コストながら高品質」を信条とする弊社の自費出版のご利用をお待ちして
おります。

自費出版

完全版下原稿をPDFファイル形式にしてご用意いただくだけです。
「簡単・安心・便利」な弊社のテキスト出版システムを是非ご利用ください。

●表紙は美しいカラー印刷で
デザイナーがテキストの内容に合った見映えのよい表紙
に仕上げます。さらに、表面にビニールコーティング加
工を施して、表紙の強度をアップさせる工夫も行います。

●ISBNコード（図書コード）の取得も可能
日本図書コードを取得し、国立国会図書館へ納品をいた
します。公的または大学での実績として評価されます。

●カラーページの活用も自由自在に
グラフや図表、写真など、カラーであれば理解度も深ま
り、学力の向上につながっていきます。

●持ち運びしやすい軽いテキストに
本文用紙には、厚みのある割に重さが軽い「嵩高用紙」
を使用いたします。1冊のテキストが軽く仕上がります
ので、日常的に持ち運びする学生皆さんにとって大きな
メリットになり、大変好評です。

〈多種多様なご要望にお応えいたします〉

●テキスト出版だけではございません！



A4 判 / 並製 / 134 頁
ISBN 978-4-255-15612-5
定価（本体 1,700 円＋税）

［改訂新版］一度は読んでおきたい
名文から学ぶ総合英語
野村 忠央 / 永谷 万里雄 / 野村 美由紀 /
勝山 裕之 / 菅野 悟   著

本書は、文学・政治・歴史・思想・科学といっ
た多彩な分野、また、論説文・文学作品・随筆・
演説をはじめとした多様なジャンルから成る上
質な英文に数多く触れることで、総合的な英語
力（読解力・語彙力・文法力・表現力）の養成と、
英語を通じた広い知識の習得を目指します。

A5 判 / 並製 / 232 頁
ISBN 978-4-86211-594-2
定価（本体 1,600 円＋税）

［新版］英文法の総復習とワンクラス
上の英作文
野村 忠央 / 菅野 悟 / 野村 美由紀 /
外池 滋生   著

本書は、『一度は読んでおきたい名文から学ぶ総
合英語』の著者を中心に作成された、Writing の
スキルアップに特化したテキストです。英文を
作る上での基本ルールにあたる「英文法」の知
識の総復習を行いながら、そこで身につけた基
礎知識を、「英作文」の技能向上に結びつけてい
くという構成を採っています。

A4 判 / 並製 / 128 頁
ISBN 978-4-86211-184-5
定価（本体 1,600 円＋税）

Presenting Research in Science 
and Engineering
Laurence Anthony   著

英語が世界共通語になっている理工系の分野に
おいて、英語を用いたプレゼンテーション能力
は必須と言えます。本書では、より効果的で説
得力のあるプレゼンテーションを行うために必
要な戦略・表現方法を、テキストから課せられ
る課題を一つ一つこなしながら実践的に演習し
ていきます。

A4 判 / 並製 / 80 頁
ISBN 978-4-86211-610-9
定価（本体 780 円＋税）

Communication Strategies 1
Chris Sheppard / Masatsugu Fujii / Emmanuel 
Manalo / Hinako Masuda / Yasuaki Shinohara / 
Nobue Tanaka-Ellis / Yoshio Ueno   著

本書は、5つのユニットから構成されており、
各ユニットの初めのほうで、コミュニケーショ
ンの場面における一般的な会話の構造を紹介し
ます。次に、ロールプレイや個人・ペア・グルー
プでの課題といった段階を踏まえながら、学習
した構造を用いたコミュニケーションの実践力
を養います。

A4 判 / 並製 / 80 頁
ISBN 978-4-86211-611-6
定価（本体 780 円＋税）

Communication Strategies 2
Chris Sheppard / Masatsugu Fujii / Emmanuel 
Manalo / Hinako Masuda / Yasuaki Shinohara / 
Nobue Tanaka-Ellis / Yoshio Ueno   著

“Communication Strategies 1” に続く本書では、
前著の内容を元に、より発展的な会話構造を学
習していきます。前著と同様に、リスニング・
文法・ 発音といった要素もバランスよく組み込
まれ、英語を用いた総合的なコミュニケーショ
ン能力の上達を図るテキストになっています。

A4 判 / 並製 / 84 頁
ISBN 978-4-86211-740-3
定価（本体 840 円＋税）

Academic Reading in Science 
and Engineering ―Book 1―
Ralph Rose   著

本書は、5 つのセクションから構成されたリー
ディング用のテキストです。読解力の向上に必
要となる知識（Linguistic Knowledge）とスキ
ル（Cognitive Skills）の解説・演習を行う前半
パートと、多くの演習（Intensive Reading と
Extensive Reading）をこなす後半パートから
構成されています。 A4 判 / 並製 / 90 頁

ISBN 978-4-86211-759-5
定価（本体 900 円＋税）

Academic Reading in Science 
and Engineering ―Book 2―
Ralph Rose   著

“Academic Reading in Science and Engineering 
‒Book 1‒” の続編として、共通のコンセプト・
構成の元に作られたテキストです。前半では
Book 1 で取り扱わなかった読解の知識やスキル
を学習します。各セクションの学習順序を学生
に適した順番に変更できる構成の柔軟性も前著
と共通です。

■段階的な反復演習によってコミュニケーション能力を鍛える

A4 判 / 並製 / 126 頁
ISBN 978-4-86211-703-8
定価（本体 1,000 円＋税）

Concept Building and Discussion
―Foundations―
Laurence Anthony / Ralph Rose / 
Chris Sheppard   著

本書は、実践的な課題をこなす中で、英語を使っ
た議論と交渉の技術ならびに問題解決法の技術
を上達させることを狙いとしたテキストです。
後半では、特定のテーマのリサーチからプレゼ
ンテーションまでを行うグループワークの課題
を通じて、それらの技術のより一層の向上を図
ります。

A4 判 / 並製 / 142 頁
ISBN 978-4-86211-718-2
定価（本体 1,300 円＋税）

Concept Building and Discussion
―Applications―
Ralph Rose / Laurence Anthony   著

本書は、“Concept Building and Discussion 
‒Foundations‒” の応用編にあたります。実際
にグループを組んで、一からプロジェクトを立
ち上げ、リサーチからプレゼンテーションまで
を行っていく前半部と、個人でプロジェクトを
遂行させる上で必要となる技術を学ぶ後半部か
ら構成されています。

早稲田大学理工学術院によるオリジナル英語教材
2004 年度、早稲田大学理工学術院に設置された CELESE（早稲
田大学理工学術院 英語教育センター）は、国際レベルの研究者・
技術者の育成を目的として、理工系学生に適した実践的な英語
教育を行うための教材開発を行っています。
弊社では、CELESE が開発した 7冊の英語テキストの全国販売を
行っております。

■上質な英文を通じて総合的な英語力と幅広い知識を養う ■英文法を復習しながら英作文をスキルアップさせる

好評既刊

■アカデミックリーディングに必要な知識とスキルを習得する

■実践的なグループワークを通して英語による議論力を高める

■理工系分野に必須となるプレゼンテーション能力の養成する



好評既刊

B5 判 / 並製 / 58 頁
ISBN 978-4-86211-748-9
定価（本体 1,500 円＋税）

The Rise of Populism
―Brexit and Trump―
Julian Manning / Michihiro Ohira / 
Matthew Ryczek / Eri Kobayashi   著

2016 年に起こった「イギリスの EU離脱」と「ド
ナルド・トランプ氏の大統領選出」という 2つ
の出来事。英国と米国の主流政党と大手マスメ
ディアにとって、これらの出来事は、なぜそれ
ほどまでに予想外だったのか。本書に収録した
3つのエッセイは、政治勢力としてのポピュリ
ズムの台頭という観点から、それを考察します。

A4 判 / 並製 / 314 頁
ISBN 978-4-86211-720-5
定価（本体 3,800 円＋税）

モンゴル語を簡単に学びましょう
木村 理子   著
グンドゥーギーン ボヤントクトホ   監修

本書は、モンゴル国の公用語である「キリル文
字表記のハルハ・モンゴル語（口語体）」と、伝
統的な「ウイグル式モンゴル文字表記のモンゴ
ル語（文語体）」の両方を一度に学ぶことができ
る、モンゴル語学習の決定版とも言えるテキス
トです。付属の視聴覚教材（動画共有サイトに
て無料配信中）を使うことでモンゴル語を効果
的に学習することができます。

A4 判 / 並製 / 88 頁
ISBN 978-4-86211-657-4
定価（本体 3,000 円＋税）

［改訂版］TeVeo 
楽しく覚えるスペイン語 中級

J. Ignacio Doménech Alonso / M. Lourdes 
Doménech Alonso / M. Dolores Doménech 
Alonso / Inés Planas Navarro / 土居 信   著

“ESTUDIO 1 Tv” の続編にあたる本書でも、前著
と同様、2枚組 DVD教材を使ったオーディオ・
ビジュアル方式の学習方法が採用されています。
数多く用意された練習問題をこなしながら、「聞
く・話す・読む・書く」の 4要素をバランスよ
く向上させていく構成になっています。

■４技能のスキルアップを目指す中級者向けテキスト

A4 判 / 並製 / 88 頁
ISBN 978-4-86211-658-1
定価（本体 3,000 円＋税）

［改訂版］ESTUDIO 1 Tv 
楽しく覚えるスペイン語 初級

Inés Planas Navarro / Lourdes Doménech 
Alonso / M. Dolores Doménech Alonso / 
J. Ignacio Doménech Alonso / 土居 信   著

本書は、はじめてスペイン語を学ぼうとする日
本人にとって絶好の入門テキストです。学習者
のコミュニケーション能力の向上を第一義に考
え、本書では、付属の 2枚組 DVD教材を使った
オーディオ・ビジュアル方式の学習方法を採用
しています。

■はじめてスペイン語を学ぶ人にとって最良の入門テキスト

四六判 /並製 / 380 頁
ISBN 978-4-86211-639-0
定価（本体 2,530 円＋税）

明治大学の歴史
明治大学史資料センター   編

1881 年 1 月に開校した明治法律学校からはじま
り、130 年を超える歴史をもつ明治大学。その
歴史から見えてくるのは、時代が求める学部や
学科を増設したり、施設や設備の充実をはかっ
たりするなど、常なる改革を行いながら発展を
続けてきた大学の姿です。本書は、大学改革の
成功を支えてきた役職者、教職員、校友といっ
た方々への視点をふまえながら、その改革の歴
史をたどっていきます。

A5 判 / 並製 / 224 頁
ISBN 978-4-86211-738-0
定価（本体 2,500 円＋税）

国際政治論
―グローバリゼーションと日本政治外交―
清水 聡   著

本書は、国際政治の展開を、「構造分析」、「歴史
分析」、「時事分析」の各側面からまとめた概説
書です。今日、国際政治を取り巻く環境は激変し、
不確実な課題が頻発しています。本書では、こ
れらの課題について、政治学、歴史学、地域研究、
日本政治史、国際関係論、さらには社会学、経
済学といった多岐にわたる分野の視点から取り
組み、国際政治の総合的な見取り図を示します。

A5 判 / 並製 / 276 頁
ISBN 978-4-86211-732-8
定価（本体 2,500 円＋税）

地域研究としてのアジア学
早稲田大学アジア北米研究所 編集部   編

本書は、アジアとアメリカの研究者を中心に、
新しい視点から問題解決の方向を探る政策提言
の研究機関として発足し、2019 年 3 月に終了し
た早稲田大学アジア北米研究所の最後の研究論
文集です。本書では、政治や文化に限らず、法
律や経済、文学の研究者たちが、アジアと北米
を特定の地域として取り上げ、その地域の人文
学や社会科学、法学分野のケーススタディを紹
介しています。

■多様な分野から構成される地域研究の論文集［自費出版］

A5 判 / 並製 / 192 頁
ISBN 978-4-86211-623-9
定価（本体 1,800 円＋税）

帳合法の終焉
三代川 正秀   著

洋式簿記は福澤諭吉が手がけた翻訳書『帳合之法』
によってはじめて日本に紹介されました。タイト
ルにある「帳合」とは、和紙に墨筆で記録して算
盤で勘定を集計する独自の簿記のことで、福澤諭
吉は前述の書籍の中で、Book-keeping という言
葉の訳にこの「帳合」をあてました。本書は、拓
殖大学で 45年間教鞭をとられた著者が、会計学
自体の変遷とともに、定年退職を迎える会計学徒
としての自身の総括を行っていく一冊です。

■「帳合」とともに振り返る会計学の歴史［自費出版］

■大学改革に取り組み続ける明治大学の「大学史」を綴る

B6 判 / 並製 / 258 頁
ISBN 978-4-86211-605-5
定価（本体 2,000 円＋税）

凌鼎年ショートショート選
――もう一度若くなって
凌鼎年   著　渡邊 晴夫   訳者代表

1951 年中国江蘇省太倉市に生まれた凌鼎年（リ
ン・ディンニィエン）は、世界的に評価されて
いる微型小説（ショートショート）の作家です。
本書は、凌鼎年の自選ショートショート集『请
请请、您请』に収録されている 103 篇のうちか
ら 53 篇を選び出して翻訳した一冊です。バラエ
ティ豊かな題材から作り出される多種多彩な
ショートショートの数々をお楽しみください。

■凌鼎年が織りなす魅惑的な微型小説の世界［自費出版］

A5 判 / 並製 / 146 頁
ISBN 978-4-86211-697-0
定価（本体 2,000 円＋税）

ナムグム・プロジェクトの挑戦
 ―久保田イズムの継承―
吉松 昭夫   著　日本工営株式会社   編

本書は、日本工営株式会社の創始者・久保田豊
が手がけた多くの業績のうち、国際的に高い評
価を得て今日の同社の基礎を作った大型海外開
発プロジェクト、ラオス国メコン河のナムグム・
ダム開発の実録談集です。ナムグム・プロジェ
クトを久保田の側で支え、直接の薫陶を受けた
著者による体験談の数々で、久保田豊という人
物の真髄が余すところなく活写されています。

■日本工営株式会社の創始者・久保田豊の実録談集［自費出版］

■英語エッセイを通して最新の時事問題について考える ■口語体と文語体を一度に学べるモンゴル語学習の決定版

■今日の国際政治の課題に多角的な視点から取り組む


