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※タイトルなどの情報は変更になる場合があります。

日 本 語 教 材

シャドーイング日本語を話そう　初
中級編［改訂版］
斎藤仁志/深澤道子/酒井理恵子/
中村雅子/掃部知子
ロングセラー人気教材の新装改訂版。
現代の事情に合わせ、スクリプトを全
面見直し。よりコミュニケーションを
円滑にするためのフレーズが満載。

語彙ドン！　［vol.2］
大学で学ぶためのことば
石澤徹/岩下真澄/桜木ともみ/
松下達彦
大学や専門学校で講義を受ける、新
聞やニュースを理解するための語彙
力を身につける教材。中〜上級。日本
留学試験（EJU）対策にも最適。

すぐに使える　初級コロケーション
ハンドブック
惠谷容子/飯嶋美和子

初級レベルの重要な名詞のコロケー
ションを学び身に付けるハンドブック。
一目でわかるコロケーションマップと
実用的な例文、充実した問題で確認。

外国人技能実習生向け　実践日本語
タスク集
宮崎里司/中野玲子/福村真紀子/
上田潤子
技能実習生の日本語研修用タスク集。
現場でのあいさつや指示など実務的な
ことから、日本人の同僚とのコミュニ
ケーション能力を高めるタスクが満載。

介護記録の読み書きトレーニング
斉木美紀/田中奈緒/伊東一郎.著　
横浜市福祉事業経営者会.監修
介護記録の読み書き能力を養う問題
集。実際の現場の介護記録を読むな
ど、すぐに実践で使える問題が満載。
定住外国人、技能実習生、特定技能
人材に。

留学生のための　近づく・深まる日
本語会話
今田恵美/高井美穂/吉兼奈津子/
藤浦五月/田中真衣
留学生が雑談を通して友だちとの関
係を深めていくための中上級会話教
材。目的のある会話からは習得できな
い、人間関係を築くための会話を身に
つける。

留学生・大学生のための　考えを伝
え合うプレゼンテーション
口頭発表から質疑応答まで
仁科浩美

スピーチ原稿の作成、研究発表、質
疑応答、ポスター発表などについてタ
スクや動画を通して学び、必要なプレ
ゼン能力と日本語表現を身につける。

読む力　初中級
奥田純子.監修

大好評読解教材の初中級編。著名人
のエッセイなど、良質で読み応えある
文章に触れ、言語・認知タスクに取り
組み、本格的な読解力を身につける。



日 本 語 教 育

I-JASガイドブック
はじめての学習者コーパス分析
迫田久美子/石川慎一郎/李在鎬
ほか
国語研究所開発の学習者コーパス
I-JASの公認ガイドブック。

第二言語習得について日本語教師が
知っておきたい28のこと
小柳かおる

第二言語習得の最新の研究成果をふ
まえ、基礎理論および指導に役立つ
情報をやさしく解説。

現場に役立つ日本語教育研究4　自由に話
せる会話シラバス
俵山雄司.編
「自由に話せる」ことを「話者が主体的・
積極的に会話の流れに関与していくこ
と」と定義。そのための構成要素をデー
タ分析よってあぶり出し、シラバスと
して提示する。

社会をつくることばの教育
CASIOとムサビの産学共同プロジェクト
三代純平.編

企業と大学が連携し、ドキュメンタリー
映像を制作、発表するという産学共同
プロジェクトを紹介。キャリア教育と
しての日本語教育の可能性を探る。

新次元の日本語教育の理論と構想と
実践
第二言語教育学と表現活動中心の日本語
教育
西口光一

現在の日本語教育が文法やコミュニ
ケーション表現など言語事項の指導
に偏向していることに疑問を呈し、学
習者の中に日本語を育む新しい教育
実践を提案。

日本語の自動詞・他動詞を考える
江田すみれ/堀恵子.編

日本語教育の学習・指導の場で課題
となる自動詞・他動詞の習得に関して、
具体的な作文指導や授業実践例を踏
まえ現場に寄り添った問題を取り上げ
る論文集。

日 本 語 学

実践方言学講座1　社会の活性化と方言
半沢康/新井小枝子.編

経済と方言との関わりや芸術・放送に
おける方言使用、また地方自治体など
による方言活用の取り組みといった、
社会における方言のあり方を紹介し、
今後の展望を示す。

実践方言学講座2　方言の教育と継承
大野眞男/杉本妙子.編

学校における方言教育や方言の教材
作成といった教育と方言との関わり、
また昔話の語り活動などの地域社会
と方言との関わりについてその実践を
紹介し、今後の展望を示す。



実践方言学講座3　人間を支える方言
小林隆/今村かほる.編

福祉と方言との関わりや災害時におけ
る方言の役割と課題、また国際化社
会での方言のあり方など、コミュニ
ケーション手段としての方言の現状を
紹介し、今後の展望を示す。

現代日本語疑問文の研究
林淳子

日本語疑問文の典型的な姿である質
問文を対象に、コミュニケーションを
実現する話し手の営みを記述し、いく
つかの文型の文法的な構造を明らか
にする。

俯瞰する対照方言学の視座
日高水穂

複数の方言の表現体系を地理的分布
に位置づけながら対照する方法論を

「俯瞰する対照方言学」とし、その上
で「文法化の地域差」の諸現象を中
心的な考察対象として取り上げる。

国語教師からの88の疑問に答える本
山田敏弘

日々刻々と変化する国語教育を取り巻
く環境についていけるか。88のQ&A
で、教員免許取得後の知識の更新度を
チェック。最新の知識を身につけよう。

日本語の格表現
木部暢子/竹内史郎/下地理則.編

名詞句が持つ意味的・統語的な関係
を表す標識である「格」について、現
代標準語、古典語、日本語諸方言、
琉球諸語の事例を参照し、「日本語の
格表現」の問題を考える。

データに基づく日本語のモダリティ
野田尚史.編

コーパスをはじめ、さまざまなデータ
に基づいて行った日本語のモダリティ
についての多様な研究の最新の成果
をわかりやすく示す。

五感で楽しむ食の日本語
ポリー・ザトラウスキー.編

オノマトペや文学における食文化描写
といった食に関する豊かな言語表現
について、レトリック、食品科学、談
話・会話分析、日本語教育等の様々
な分野から考察する。

言 語 学

シリーズ記述文法2　パラウク・ワ語
山田敦士

オーストロアジア語族に属するパラウ
ク・ワ語についての本格的な記述文法
書。孤立語の研究、さらには一般言
語学にも寄与する知見が多く盛り込ま
れる。

フランス語の発想
日本語の発想との比較を通して
春木仁孝/岩男考哲/岩田一成

フランス語ではフランスパンもお箸も
同じ単語になる？　フランス語の特徴
である多義性や他動詞選好などを、日
本語と比較しながらわかりやすく解説。

英語教育における  
Graded Readers の文化的・ 
教育的価値の考察
水野邦太郎

語彙や文法の難易度が段階別に制限
されたGraded Readers（GR）の読書
に関して、理論的枠組みとその応用、
教育的価値について論じる。



英語教育・英語学習

英語教員のための現代英語学入門
宗宮喜代子/長尾純/伊佐治恒久

英語教育＋英語学＋音声学の専門家
が考える、英語教師が最低限しって
おきたい英語学の知識をコンパクト
に。

フォーミュラで英語力を伸ばす！
定型表現と英語学習・教育
金澤佑ほか

英語学習における2語以上の語彙連鎖
（定型表現・フォーミュラ連鎖）を学
ぶことの重要性を解く。

言 語 政 策

CEFRの理念と現実　理念編　言語政策
からの考察
西山教行/大木充.編

日本においてCEFRが無批判的に受
容されている現状を見直し、CEFRの
訴える外国語教育の理念と正しい用
い方などを考える。論考9編を収録。

CEFRの理念と現実　現実編　教育現場
へのインパクト
西山教行/大木充.編

日本語教育をはじめ多言語学習の現
場では、CEFRがどのように導入され
ているのか、また多文化共生社会の
実現に貢献しているのか。論考7編を
収録。

今そこにある多言語なニッポン
柿原武史/上村圭介/長谷川由起
子.編
多様な人々が暮らすニッポンの多言語
な状況をさまざまな視点から紹介。イ
スラム横丁、小学校現場からLINEス
タンプまで。知れば世界が豊かになる。

観光言語を考える
山川和彦.編

観光と言語は密接に関係しているが、
交通機関やホテルの多言語化だけで
はもう間に合わない。今後の「観光先
進国」として、ふさわしい言語観とは。
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中澤.務（なかざわ.つとむ）.･･･････････････････････････････11
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なりたい職業に近づくための知識と手法を、「社
会と仕事」「個人と仕事」の2つの柱で解説。職
業の種類、仕事の流れ、価値観テストや SWOT
による自己分析。シナリオの登場人物に自分を重
ねて学べる。ワークシート付で教科書にも最適。
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ゼロからの統計学 
使えるシーンが見える

竹田茂生/藤木清

2010年4月　978-4-87424-471-5　C1033
　A5判　216頁　本体1800円+税 

471
ぜろからのとうけいがく
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藤木.清（ふじき.きよし）.････････････････････････････11・12

数字の情報やグラフがメディアに氾濫する今、統
計学の知識は文系学生にも論文作成や就活に必
須。難しい数式を極力減らし、身近なテーマのシ
ナリオで、苦手な人も学びやすく工夫した。基本
から学び直したい大人の読者にもお勧め。

プラクティカル・プレゼンテー
ション　改訂版 

上村和美/内田充美

2008年10月　978-4-87424-426-5　C1080
　B5判　136頁　本体1400円+税 

426
ぷらくてぃかる・ぷれぜんてーしょんかいていばん
プラクティカル・プレゼンテーション　改訂版･･･････12

上村.和美（うえむら.かずみ）.･････････････････････････････12
内田.充美（うちだ.みつみ）.･･･････････････････････････････12

自己紹介からデジタルプレゼンまで身近なトピッ
クを通じて基礎から学べる、自己表現力を高める
ための実践的プレゼンテーション入門。学習者の
フィードバックを反映し、より見やすく充実した
活動内容となった改訂版。

レポート・論文・プレゼンス
キルズ 
レポート・論文執筆の基礎とプレゼン
テーション

石坂春秋

2003年3月　978-4-87424-273-5　C1000
　A5判　168頁　本体1400円+税 

273
れぽーと・ろんぶん・ぷれぜんすきるず
レポート・論文・プレゼンスキルズ.･･･････････････････12

石坂.春秋（いしざか.しゅんじゅう）.･･････････････････････12

レポート・論文のまとめ方、書き方の基本、それ
らを図柄・スライド画面に用いて表し発表するプ
レゼンテーションの技法の基礎を、分かりやすく
解説。基本的に１ページ1項目に限定し、参照し
やすく見やすいよう工夫されている。

基礎からわかる話す技術 

森口稔/中山詢子

2017年5月　978-4-87424-727-3　C0037
　A5判　120頁　本体1300円+税 

727
きそからわかるはなすぎじゅつ
基礎からわかる話す技術.････････････････････････････････12

森口.稔（もりぐち.みのる）.･･･････････････････････････････12
中山.詢子（なかやま.じゅんこ）.･･････････････････････････12

雑談・話し合いからプレゼンテーションまで、話
す技術の基本が学べる１冊。話す技術のなかでも
最も基本を学びたい人を対象とした。基礎編では、
話す技術の基本について解説し、練習編では話す
技術を磨く場面を提示する。

基礎からわかる書く技術 
新刊

森口稔/中山詢子

2019年10月　978-4-87424-809-6　C0037
　A5判　140頁（別冊20頁）　本体1300円+税 
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論理的に考える力を養い、わかりやすい文章を書
くための教科書。高校までの国語で習ったことも
含めて基礎から解説する。基礎編と練習編の2部
構成。自習にも、教科書にも。2015年刊行『基
礎からわかる日本語表現法』を大幅改訂。

Good Writingへのパスポート 
読み手と構成を意識した日本語ライティング

田中真理/阿部新
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618
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阿部.新（あべ.しん）.･･････････････････････････････････････12

「相手に伝わる、効果的かつ魅力的な文章をかけ
るようになろう」。ライティング研究の成果を取
り入れた「日本語表現法」テキスト。タスク・練
習問題で実践的に学べる。評価基準表・チェック
シート・文章構成要素一覧付。
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レゼンテーションの技法の基礎を、分かりやすく
解説。基本的に１ページ1項目に限定し、参照し
やすく見やすいよう工夫されている。

基礎からわかる話す技術 

森口稔/中山詢子

2017年5月　978-4-87424-727-3　C0037
　A5判　120頁　本体1300円+税 

727
きそからわかるはなすぎじゅつ
基礎からわかる話す技術.････････････････････････････････12

森口.稔（もりぐち.みのる）.･･･････････････････････････････12
中山.詢子（なかやま.じゅんこ）.･･････････････････････････12

雑談・話し合いからプレゼンテーションまで、話
す技術の基本が学べる１冊。話す技術のなかでも
最も基本を学びたい人を対象とした。基礎編では、
話す技術の基本について解説し、練習編では話す
技術を磨く場面を提示する。

基礎からわかる書く技術 
新刊

森口稔/中山詢子

2019年10月　978-4-87424-809-6　C0037
　A5判　140頁（別冊20頁）　本体1300円+税 

809
きそからわかるかくぎじゅつ
基礎からわかる書く技術.････････････････････････････････12
池上

森口.稔（もりぐち.みのる）.･･･････････････････････････････12
中山.詢子（なかやま.じゅんこ）.･･････････････････････････12

論理的に考える力を養い、わかりやすい文章を書
くための教科書。高校までの国語で習ったことも
含めて基礎から解説する。基礎編と練習編の2部
構成。自習にも、教科書にも。2015年刊行『基
礎からわかる日本語表現法』を大幅改訂。

Good Writingへのパスポート 
読み手と構成を意識した日本語ライティング

田中真理/阿部新

2014年6月　978-4-87424-618-4　C1000
　B5判　192頁　本体2000円+税 

618
ぐっとらいてぃんぐへのぱすぽーと
Good.Writingへのパスポート.･･･････････････････････････12

田中.真理（たなか.まり）.･････････････････････････････････12
阿部.新（あべ.しん）.･･････････････････････････････････････12

「相手に伝わる、効果的かつ魅力的な文章をかけ
るようになろう」。ライティング研究の成果を取
り入れた「日本語表現法」テキスト。タスク・練
習問題で実践的に学べる。評価基準表・チェック
シート・文章構成要素一覧付。

論文ワークブック 
大学生と留学生のための

浜田麻里/平尾得子/由井紀久子

1997年4月　978-4-87424-127-1　C3081
　B5判　192頁（別冊32頁）　本体2500円+税 

127
ろんぶんわーくぶっく
論文ワークブック.････････････････････････････････････････13

浜田.麻里（はまだ.まり）.･････････････････････････････････13
平尾.得子（ひらお.とくこ）.･･･････････････････････････････13
由井.紀久子（ゆい.きくこ）.･･･････････････････････････････13

論文を書くための実践的なノウハウを詰め込ん
だ。「説得力のある論文」の書き方、「論文の骨組
みとなる表現」の練習をドリルによって身につけ
る。上級日本語学習者、大学生むけ。

論文を書くためのWord 利用法 
文書も頭も構造化する

上山あゆみ

2009年3月　978-4-87424-435-7　C3055
　B5判　128頁　本体1600円+税 

435
ろんぶんをかくためのわーどりようほう
論文を書くためのWord.利用法.･････････････････････････13

上山.あゆみ（うえやま.あゆみ）.･････････････････････13・66

論文の作成・再利用の手間を最小限にするために、
Wordを思考のための道具として利用しよう。テ
ンプレート・マクロなどの快適な利用法を紹介。
2色刷。Word97/2002/2003対応（2007一部対応）。

明快な文章 

阿部紘久

2007年6月　978-4-87424-379-4　C1081
　四六判　272頁　本体1400円+税 

379
めいかいなぶんしょう
明快な文章.････････････････････････････････････････････････13

阿部.紘久（あべ.ひろひさ）.･･･････････････････････････････13

誰にも書きたい思いがある。その想いをどうした
ら的確に、効果的に、明快に伝えられるのか。広告・
国際ビジネス・経営の現場に長年立ち、その後大
学で文章指導に携わった著者が書き下ろした、生
きた文章論。

13

【初年次教育】（スタディ・スキルズ）



日本語教材
日本語文型辞典 グループ・ジャマシイ（砂川有里子 /駒田聡 /下田美津子 /鈴木睦

/筒井佐代 /蓮沼昭子 /アンドレイ・ベケシュ /森本順子）.編
「文型」という概念を、文や節の意味・機能・用法に関わる形式として捉え、3000 以上の表現形式の場
面や文脈の中での使用を記述。国語教師・日本語教師・学習者に定番のベストセラー辞典。翻訳版も充
実のラインナップ。

. グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14
砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31
駒田.聡（こまだ.さとし）.･････････････････････････････････14
下田.美津子（しもだ.みつこ）.････････････････････････････14
鈴木.睦（すずき.むつみ）.･････････････････････････････････14
筒井.佐代（つつい.さよ）.･････････････････････････････････14
蓮沼.昭子（はすぬま.あきこ）.･････････････････････････････14
ベケシュ,.アンドレイ .･･･････････････････････････････････14
森本.順子（もりもと.じゅんこ）.･･････････････････････････14.

教師と学習者のための日本語文型辞典 
グループ・ジャマシイ 編著

 154
きょうしとがくしゅうしゃのためのにほんごぶんけいじてん
教師と学習者のための日本語文型辞典.･････････････････14

グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14

1998年2月　978-4-87424-154-7　C3081　A5判　704頁　本体3300円+税

日本語文型辞典　英語版 
A Handbook of Japanese Grammar Patterns for Teachers and Learners

グループ・ジャマシイ 編著　砂川有里子/石田プリシラ 翻訳監修　クロス尚美/ジャン・プレゲンズほか 翻訳

 678
にほんごぶんけいじてんえいごばん
日本語文型辞典　英語版.････････････････････････････････14

グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14
砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31
石田.プリシラ（いしだ.ぷりしら）.･･･････････････････････14
クロス.尚美（くろす.なおみ）.････････････････････････････14
プレゲンズ,.ジャン .･････････････････････････････････････14

2015年11月　978-4-87424-678-8　C3582　A5判　760頁　本体2800円+税

中文版日本語句型辞典 日本語文型辞典中国語訳簡体字版
グループ・ジャマシイ 編著　徐一平ほか 翻訳

 238
ちゅうぶんばんにほんごくけいじてん
中文版日本語句型辞典.･･･････････････････････････････････14

グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14
徐.一平（じょ.いっぺい）.･････････････････････････････････14

2001年10月　978-4-87424-238-4　C3581　A5判　904頁　本体2800円+税

中文版日本語文型辞典 日本語文型辞典中国語訳繁体字版
グループ・ジャマシイ 編著　徐一平ほか 翻訳

 239
ちゅうぶんばんにほんごぶんけいじてん
中文版日本語文型辞典.･･･････････････････････････････････14

グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14
徐.一平（じょ.いっぺい）.･････････････････････････････････14

2001年10月　978-4-87424-239-1　C3581　A5判　904頁　本体2800円+税

日本語文型辞典　韓国語版 
グループ・ジャマシイ 編著　睦宗均ほか 翻訳　生越直樹 監修

 530
にほんごぶんけいじてんかんこくごばん
日本語文型辞典　韓国語版.･･････････････････････････････14

グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14
睦.宗均（もく.ちょんきゅん）.･････････････････････････････14
生越.直樹（おごし.なおき）.･･････････････････････････14・77

2011年10月　978-4-87424-530-9　C3587　A5判　756頁　本体2800円+税

日本語文型辞典　タイ語版 
グループ・ジャマシイ 編著　ブッサバー・バンチョンマニーほか 翻訳

 543
にほんごぶんけいじてんたいごばん
日本語文型辞典　タイ語版.･･････････････････････････････14

グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14
バンチョンマニー,.ブッサバー .････････････････････････14

2012年2月　978-4-87424-543-9　C3587　A5判　854頁　本体2800円+税

日本語文型辞典　ベトナム語版 
グループ・ジャマシイ 編著　村上雄太郎ほか 翻訳

 697
にほんごぶんけいじてんべとなむごばん
日本語文型辞典　ベトナム語版･････････････････････････14

グループ・ジャマシイ. .･････････････････････････････････14
村上.雄太郎（むらかみ.ゆうたろう）.･････････････････････14

2016年5月　978-4-87424-697-9　C3587　A5判　1016頁　本体2800円+税

14

【日本語教材】（日本語文型辞典）



上級へのとびら 岡まゆみ /筒井通雄 /近藤純子 /江森祥子 /花井善朗 /石川智
日本の地理・歴史からポップカルチャーまで、様々なトピックを通して 4 技能を伸ばす中級日本語教科書。
マルチメディアを使用した言語習得を促し、外国在住の学習者でも日本語環境に触れることができるよ
うサポート。教師用指導書、漢字、文法の副教材も充実。

. 岡.まゆみ（おか.まゆみ）.････････････････････････････15・23
筒井.通雄（つつい.みちお）.･･･････････････････････････････15
近藤.純子（こんどう.じゅんこ）.･･････････････････････････15
江森.祥子（えもり.しょうこ）.･････････････････････････････15
花井.善朗（はない.よしろう）.････････････････････････15・23
石川.智（いしかわ.さとる）.･･････････････････････････15・21.

上級へのとびら コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語
岡まゆみ 構成・執筆　筒井通雄 総監修・文法解説　近藤純子/江森祥子/花井善朗/石川智 執筆

 447
じょうきゅうえのとびら
上級へのとびら･･･････････････････････････････････････････15

岡.まゆみ（おか.まゆみ）.････････････････････････････15・23
筒井.通雄（つつい.みちお）.･･･････････････････････････････15
近藤.純子（こんどう.じゅんこ）.･･････････････････････････15
江森.祥子（えもり.しょうこ）.･････････････････････････････15
花井.善朗（はない.よしろう）.････････････････････････15・23
石川.智（いしかわ.さとる）.･･････････････････････････15・212009年7月　978-4-87424-447-0　C0081　B5判　420頁　本体3300円+税

上級へのとびら　きたえよう漢字力 上級へつなげる基礎漢字800
岡まゆみ 監修　石川智/近藤純子 主筆　筒井通雄/江森祥子/花井善朗 副筆

 487
じょうきゅうえのとびらきたえようかんじりょく
上級へのとびら　きたえよう漢字力.･･･････････････････15

岡.まゆみ（おか.まゆみ）.････････････････････････････15・23
石川.智（いしかわ.さとる）.･･････････････････････････15・21
近藤.純子（こんどう.じゅんこ）.･･････････････････････････15
筒井.通雄（つつい.みちお）.･･･････････････････････････････15
江森.祥子（えもり.しょうこ）.･････････････････････････････15
花井.善朗（はない.よしろう）.････････････････････････15・232010年8月　978-4-87424-487-6　C0081　B5判　316頁　本体2200円+税

上級へのとびら　これで身につく文法力 
筒井通雄 監修　江森祥子/花井善朗/石川智 主筆　岡まゆみ/近藤純子 副筆

 570
じょうきゅうえのとびらこれでみにつくぶんぽうりょく
上級へのとびら　これで身につく文法力.･･････････････15

筒井.通雄（つつい.みちお）.･･･････････････････････････････15
江森.祥子（えもり.しょうこ）.･････････････････････････････15
花井.善朗（はない.よしろう）.････････････････････････15・23
石川.智（いしかわ.さとる）.･･････････････････････････15・21
岡.まゆみ（おか.まゆみ）.････････････････････････････15・23
近藤.純子（こんどう.じゅんこ）.･･････････････････････････152012年11月　978-4-87424-570-5　C0081　B5判　224頁（別冊32頁）　本体2200円+税

上級へのとびら　中級日本語を教える教師の手引き 
近藤純子/岡まゆみ 主筆　筒井通雄 英訳・文法監修　花井善朗/石川智/江森祥子 副筆

 529
じょうきゅうえのとびらちゅうきゅうにほんごをおしえるきょうしのてび
き
上級へのとびら　中級日本語を教える教師の手引き.･15

近藤.純子（こんどう.じゅんこ）.･･････････････････････････15
岡.まゆみ（おか.まゆみ）.････････････････････････････15・23
筒井.通雄（つつい.みちお）.･･･････････････････････････････15
花井.善朗（はない.よしろう）.････････････････････････15・23
石川.智（いしかわ.さとる）.･･････････････････････････15・21
江森.祥子（えもり.しょうこ）.･････････････････････････････152011年9月　978-4-87424-529-3　C0081　B5判　232頁　本体2400円+税

15

【日本語教材】（上級へのとびら）



NEJ・NIJ　テーマで学ぶ日本語 西口光一
自己表現活動中心の日本語教科書。「マスターテクスト（各ユニットのテーマについての話）」を覚え、
それをモデルに自分の話をするアプローチで、文法文型・語彙も同時に習得できる。『NEJ』は基礎（初
級）レベル。『NIJ』は初中級から中級レベル。音声は WEB よりダウンロード。

. 西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98.

NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.1＞ 
西口光一

 550
えぬいーじぇいぼりゅーむ 1
NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.1＞.･･･････････････16

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98

2012年4月　978-4-87424-550-7　C0081　B5判　224頁（別冊64頁）　本体1900円+税

NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.1＞　中国語版 
西口光一 著　厳馥 訳

 591
えぬいーじぇいぼりゅーむ 1ちゅうごくごばん
NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.1＞　中国語版.･･16

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98
厳.馥（げん.ふく）.･････････････････････････････････････････16

2013年6月　978-4-87424-591-0　C0081　B5判　224頁（別冊64頁）　本体1900円+税

NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.1＞　ベトナム語版 
西口光一 著　Trần Công Danh 訳

 626
えぬいーじぇいぼりゅーむ 1べとなむごばん
NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.1＞　ベトナム
語版.････････････････････････････････････････････････････16

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98
Trần,.Công.Danh .･･････････････････････････････････････16

2014年6月　978-4-87424-626-9　C0081　B5判　224頁（別冊64頁）　本体1900円+税

NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.2＞ 
西口光一

 562
えぬいーじぇいぼりゅーむ 2
NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.2＞.･･･････････････16

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98

2012年8月　978-4-87424-562-0　C0081　B5判　192頁（別冊64頁）　本体1900円+税

NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.2＞　中国語版 
西口光一 著　厳馥 訳

 605
えぬいーじぇいぼりゅーむ 2 ちゅうごくごばん
NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.2＞　中国語版.･･16

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98
厳.馥（げん.ふく）.･････････････････････････････････････････16

2013年10月　978-4-87424-605-4　C0081　B5判　192頁（別冊64頁）　本体1900円+税

NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.2＞　ベトナム語版 
西口光一 著　Trần Công Danh 訳

 627
えぬいーじぇいぼりゅーむ 2 べとなむごばん
NEJ　テーマで学ぶ基礎日本語＜vol.2＞　ベトナム
語版.････････････････････････････････････････････････････16

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98
Trần,.Công.Danh .･･････････････････････････････････････16

2014年8月　978-4-87424-627-6　C0081　B5判　192頁（別冊64頁）　本体1900円+税

NEJ：指導参考書 
西口光一

 563
えぬいーじぇいしどうさんこうしょ
NEJ：指導参考書.･････････････････････････････････････････16

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98

2012年10月　978-4-87424-563-7　C0081　B5判　150頁　本体3200円+税　音声CD&CD-ROM付

NIJ　テーマで学ぶ中級日本語 
西口光一

 775
えぬあいじぇい
NIJ　テーマで学ぶ中級日本語.･･････････････････････････16
坂本

西口.光一（にしぐち.こういち）.･･･････････････ 16・87・98

2018年11月　978-4-87424-775-4　C0081　B5判　200頁（別冊40頁）　本体2200円+税
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【日本語教材】（ NEJ・NIJ　テーマで学ぶ日本語）



リビングジャパニーズ
コーベニ澤子 /ケネス・G・ボストン /髙屋敷真人 /中松知子

オーストラリアを中心に広く使用されている日本語初級総合教材。学習者が日常生活で実際に使用する
場面を想定できるイラストをふんだんに盛り込み、コミュニケーションのための 4 技能を体系的に学べ
る。Book 2 から音声は WEB サイトにて配信。Book 3 は未刊。

. コーベニ.澤子（こーべに.つやこ）.･･･････････････････････17
ボストン,.ケネス・G .･･･････････････････････････････････17
髙屋敷.真人（たかやしき.まさひと）.･････････････････････17
中松.知子（なかまつ.ともこ）.･････････････････････････････17.

リビングジャパニーズBOOK１ Living Japanese-A Practical Course Book 1
コーベニ澤子/ケネス・G・ボストン/髙屋敷真人/中松知子

 337
りびんぐじゃぱにーずぶっく１
リビングジャパニーズ.BOOK１・BOOK２.･････････････17

コーベニ.澤子（こーべに.つやこ）.･･･････････････････････17
ボストン,.ケネス・G .･･･････････････････････････････････17
髙屋敷.真人（たかやしき.まさひと）.･････････････････････17
中松.知子（なかまつ.ともこ）.･････････････････････････････17

2006年8月　978-4-87424-337-4　C2081　B5判　244頁（別冊24頁）　本体2500円+税　音声CD　1枚付

リビングジャパニーズBOOK２ Living Japanese-A Practical Course Book 2
コーベニ澤子/ケネス・G・ボストン/髙屋敷真人/中松知子

 513
りびんぐじゃぱにーずぶっく２
リビングジャパニーズ.BOOK１・BOOK２.･････････････17

コーベニ.澤子（こーべに.つやこ）.･･･････････････････････17
ボストン,.ケネス・G .･･･････････････････････････････････17
髙屋敷.真人（たかやしき.まさひと）.･････････････････････17
中松.知子（なかまつ.ともこ）.･････････････････････････････17

2011年4月　978-4-87424-513-2　C2081　B5判　324頁（別冊20頁）　本体2600円+税
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【日本語教材】（リビングジャパニーズ）



聞いて覚える話し方　日本語生中継
会話場面におけるリスニング能力を高め、場面に応じて適切に話す能力を身につけることを目的に作ら
れた聴解教材。付属 CD には、日常の会話場面を再現した生き生きとしたリアルな会話を収録し、表現
バリエーションの習得を可能に。

. 掲載無し.

聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編1 
ボイクマン総子/宮谷敦美/小室リー郁子

 339
きいておぼえるはなしかたにほんごなまちゅうけいしょちゅうきゅうへん
1
聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編1.･････18

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
宮谷.敦美（みやたに.あつみ）.･････････････････････････････18
小室.リー.郁子（こむろ.りー.いくこ）.･･････････････18・36

2006年3月　978-4-87424-339-8　C2081　B5判　96頁（別冊60頁）　本体1800円+税　音声CD　２枚付

聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編2 
ボイクマン総子/宮谷敦美/小室リー郁子

 370
きいておぼえるはなしかたにほんごなまちゅうけいしょちゅうきゅうへん
2
聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編2.･････18

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
宮谷.敦美（みやたに.あつみ）.･････････････････････････････18
小室.リー.郁子（こむろ.りー.いくこ）.･･････････････18・36

2006年12月　978-4-87424-370-1　C2081　B5判　96頁（別冊60頁）　本体1800円+税　音声CD　２枚付

聞いて覚える話し方　日本語生中継　中上級編 
椙本総子/宮谷敦美

 300
きいておぼえるはなしかたにほんごなまちゅうけいちゅうじょうきゅうへ
ん
聞いて覚える話し方　日本語生中継　中上級編･･･････18

椙本.総子（すぎもと.ふさこ）.･････････････････････････････18
宮谷.敦美（みやたに.あつみ）.･････････････････････････････18

2004年2月　978-4-87424-300-8　C2081　B5判　96頁（別冊52頁）　本体2200円+税　音声CD　1枚付

聞いて覚える話し方　日本語生中継 
　初中級編1教室活動のヒント＆タスク 

ボイクマン総子/宮谷敦美/小室リー郁子

 359
きいておぼえるはなしかたにほんごなまちゅうけいしょちゅうきゅうへん
1きょうしつかつどうのひんとあんどたすく
聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編1教
室活動のヒント＆タスク.･････････････････････････････18

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
宮谷.敦美（みやたに.あつみ）.･････････････････････････････18
小室.リー.郁子（こむろ.りー.いくこ）.･･････････････18・36

2006年10月　978-4-87424-359-6　C2081　B5判　146頁　本体1200円+税

聞いて覚える話し方　日本語生中継 
　初中級編2教室活動のヒント＆タスク 

ボイクマン総子/宮谷敦美/小室リー郁子

 392
きいておぼえるはなしかたにほんごなまちゅうけいしょちゅうきゅうへん
2 きょうしつかつどうのひんとあんどたすく
聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編2教
室活動のヒント＆タスク.･････････････････････････････18

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
宮谷.敦美（みやたに.あつみ）.･････････････････････････････18
小室.リー.郁子（こむろ.りー.いくこ）.･･････････････18・36

2007年8月　978-4-87424-392-3　C2081　B5判　168頁　本体1200円+税

聞いて覚える話し方　日本語生中継 
　中上級編　教師用マニュアル 

椙本総子/宮谷敦美

 299
きいておぼえるはなしかたにほんごなまちゅうけいちゅうじょうきゅうへ
んきょうしようまにゅある
聞いて覚える話し方　日本語生中継　中上級編　教
師用マニュアル.･･･････････････････････････････････････18

椙本.総子（すぎもと.ふさこ）.･････････････････････････････18
宮谷.敦美（みやたに.あつみ）.･････････････････････････････18

2004年3月　978-4-87424-299-5　C2081　B5判　80頁　本体800円+税

18

【日本語教材】（聞いて覚える話し方　日本語生中継）



シャドーイング　日本語を話そう
自然な会話を聞きながら声に出して練習する「シャドーイング」の日本語学習本。実際の授業での実践
に基づき開発され、初級学習者から楽しんで使え、いつのまにか日本語がすらすらでてくるようになる。
教室の運用能力アップに、6 ヵ国語訳付きで学生の自習用に最適。

. 掲載無し.

シャドーイング　日本語を話そう　初中級編 
　［英語・中国語・韓国語訳版］ 

斎藤仁志/吉本惠子/深澤道子/小野田知子/酒井理恵子

 354
しゃどーいんぐにほんごをはなそうしょちゅうきゅうへんえいご
シャドーイング　日本語を話そう　初中級編　［英
語・中国語・韓国語訳版］.････････････････････････････19

斎藤.仁志（さいとう.ひとし）.･････････････････････････････19
吉本.惠子（よしもと.けいこ）.･････････････････････････････19
深澤.道子（ふかざわ.みちこ）.･････････････････････････････19
小野田.知子（おのだ.ともこ）.････････････････････････････19
酒井.理恵子（さかい.りえこ）.････････････････････････････19

2006年9月　978-4-87424-354-1　C2081　A5判　137頁　本体1400円+税　音声CD　1枚付

シャドーイング　日本語を話そう　初中級編 
　［インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］ 

斎藤仁志/吉本惠子/深澤道子/小野田知子/酒井理恵子

 606
しゃどーいんぐにほんごをはなそうしょちゅうきゅうへんいんどねしあご
シャドーイング　日本語を話そう　初中級編　［イン
ドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］.････････････19

斎藤.仁志（さいとう.ひとし）.･････････････････････････････19
吉本.惠子（よしもと.けいこ）.･････････････････････････････19
深澤.道子（ふかざわ.みちこ）.･････････････････････････････19
小野田.知子（おのだ.ともこ）.････････････････････････････19
酒井.理恵子（さかい.りえこ）.････････････････････････････19

2013年12月　978-4-87424-606-1　C2081　A5判　144頁　本体1400円+税　音声CD　1枚付

シャドーイング　日本語を話そう　中上級編 
　［英語・中国語・韓国語訳版］ 

斎藤仁志/深澤道子/酒井理恵子/中村雅子/吉本惠子

 495
しゃどーいんぐにほんごをはなそうちゅうじょうきゅうへんえいご
シャドーイング　日本語を話そう　中上級編　［英
語・中国語・韓国語訳版］.････････････････････････････19

斎藤.仁志（さいとう.ひとし）.･････････････････････････････19
深澤.道子（ふかざわ.みちこ）.･････････････････････････････19
酒井.理恵子（さかい.りえこ）.････････････････････････････19
中村.雅子（なかむら.まさこ）.･････････････････････････････19
吉本.惠子（よしもと.けいこ）.･････････････････････････････19

2010年11月　978-4-87424-495-1　C2081　A5判　168頁　本体1800円+税　音声CD　2枚付

シャドーイング　日本語を話そう　中上級編 
　［インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］ 

斎藤仁志/深澤道子/酒井理恵子/中村雅子/吉本惠子

 625
しゃどーいんぐにほんごをはなそうちゅうじょうきゅうへんいんどねしあ
ご
シャドーイング　日本語を話そう　中上級編　［イン
ドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］.････････････19

斎藤.仁志（さいとう.ひとし）.･････････････････････････････19
深澤.道子（ふかざわ.みちこ）.･････････････････････････････19
酒井.理恵子（さかい.りえこ）.････････････････････････････19
中村.雅子（なかむら.まさこ）.･････････････････････････････19
吉本.惠子（よしもと.けいこ）.･････････････････････････････19

2014年6月　978-4-87424-625-2　C2081　A5判　168頁　本体1800円+税　音声CD　2枚付

シ ャドーイング　日本語を話そう　就職・アルバイト・進学
面接編　［英語・中国語・韓国語訳版］ 

斎藤仁志/深澤道子/酒井理恵子/中村雅子

 677
しゃどーいんぐにほんごをはなそうしゅうりょくあるばいとしんがくめん
せつへん
シャドーイング　日本語を話そう　就職・アルバイ
ト・進学面接編　［英語・中国語・韓国語訳版］.･･･19

斎藤.仁志（さいとう.ひとし）.･････････････････････････････19
深澤.道子（ふかざわ.みちこ）.･････････････････････････････19
酒井.理恵子（さかい.りえこ）.････････････････････････････19
中村.雅子（なかむら.まさこ）.･････････････････････････････19

2016年2月　978-4-87424-677-1　C0081　A5判　176頁　本体1800円+税　音声CD　2枚付

シ ャドーイング　日本語を話そう　就職・アルバイト・進学
面接編　［インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］ 

斎藤仁志/深澤道子/酒井理恵子/中村雅子

 719
しゃどーいんぐにほんごをはなそうしゅうしょくあるばいとしんがくめん
せつへん
シャドーイング　日本語を話そう　就職・アルバイ
ト・進学面接編　［インドネシア語・タイ語・ベ
トナム語訳版］.･････････････････････････････････････････19

斎藤.仁志（さいとう.ひとし）.･････････････････････････････19
深澤.道子（ふかざわ.みちこ）.･････････････････････････････19
酒井.理恵子（さかい.りえこ）.････････････････････････････19
中村.雅子（なかむら.まさこ）.･････････････････････････････19

2016年11月　978-4-87424-719-8　C0081　A5判　182頁　本体1800円+税　音声CD　2枚付

19

【日本語教材】（シャドーイング　日本語を話そう）



ストーリーで覚える漢字
初級漢字の字形と意味をオリジナルストーリー（イラスト付き）で覚えた後に、読み・書き練習を導入。
漢字を楽しく短期間に学習できる。シリーズ 2 冊で初～初中級漢字 500 字を網羅。7 カ国語翻訳対応。
日本語能力試験 N5,N4 対策問題が付いたワークブックも。

. 掲載無し.

ストーリーで覚える漢字300 
　［英語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語訳版］ 

ボイクマン総子/渡辺陽子/倉持和菜 著　高橋秀雄 監修

 402
すとーりーでおぼえるかんじ 1 300 えいごかんこくごすぺいんごぽると
がるごやくばん
ストーリーで覚える漢字300　［英語・韓国語・ポル
トガル語・スペイン語訳版］.･････････････････････････20

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
渡辺.陽子（わたなべ.ようこ）.･････････････････････････････20
倉持.和菜（くらもち.かずな）.･････････････････････････････20
高橋.秀雄（たかはし.ひでお）.･････････････････････････････20

2008年1月　978-4-87424-402-9　C0081　B5判　344頁　本体1800円+税

ストーリーで覚える漢字300 
　［英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］ 

ボイクマン総子/渡辺陽子/倉持和菜 著　高橋秀雄 監修

 428
すとーりーでおぼえるかんじ 1 300 えいごいんどねしあごたいごべとな
むごやくばん
ストーリーで覚える漢字300　［英語・インドネシア
語・タイ語・ベトナム語訳版］.･･･････････････････････20

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
渡辺.陽子（わたなべ.ようこ）.･････････････････････････････20
倉持.和菜（くらもち.かずな）.･････････････････････････････20
高橋.秀雄（たかはし.ひでお）.･････････････････････････････20

2008年11月　978-4-87424-428-9　C0081　B5判　344頁　本体1800円+税

ストーリーで覚える漢字Ⅱ 301-500 
　［英語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語訳版］ 

ボイクマン総子/渡辺陽子 著　高橋秀雄 監修

 481
すとーりーでおぼえるかんじ 2 301-500 えいごかんこくごぽるとがるご
すぺいんごやくばん
ストーリーで覚える漢字Ⅱ.301-500　［英語・韓国語・
ポルトガル語・スペイン語訳版］.････････････････････20

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
渡辺.陽子（わたなべ.ようこ）.･････････････････････････････20
高橋.秀雄（たかはし.ひでお）.･････････････････････････････20

2010年5月　978-4-87424-481-4　C0081　B5判　248頁　本体1800円+税

ストーリーで覚える漢字Ⅱ 301-500 
　［英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］ 

ボイクマン総子/岩崎陽子 著　高橋秀雄 監修

 561
すとーりーでおぼえるかんじ 2 301-500 えいごいんどねしあごたいごべ
となむごやくばん
ストーリーで覚える漢字Ⅱ.301-500　［英語・インド
ネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］.･･･････････････20

［著者紹介］文字化け有

ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24
岩崎.陽子（いわさき.ようこ）.･････････････････････････････20
高橋.秀雄（たかはし.ひでお）.･････････････････････････････20

2012年8月　978-4-87424-561-3　C0081　B5判　248頁　本体1800円+税

ストーリーで覚える漢字300 ワークブック 
　［英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］ 

岩崎陽子/古賀裕基

 666
すとーりーでおぼえるかんじ 300 わーくぶっくえいご・いんどねしあご・
たいご・べとなむご
ストーリーで覚える漢字300.ワークブック　［英語・
インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版］.･･･････20

岩崎.陽子（いわさき.ようこ）.･････････････････････････････20
古賀.裕基（こが.ひろき）.･････････････････････････････････20

2015年6月　978-4-87424-666-5　C0081　B5判　208頁（別冊18頁）　本体1600円+税

語彙ドン！
大学や専門学校で講義を受ける、新聞やニュースを理解するための語彙力を身につける語彙学習シリー
ズ。どんな専門・分野でも役立つことばを日本語学術共通語彙の中から、1200 語を習得。様々な問題形
式で繰り返し確実に習得する。留学生試験対策にも。

. 掲載無し.

語彙ドン！　［vol.1］ 大学で学ぶためのことば
石澤徹/岩下真澄/伊志嶺安博/桜木ともみ/松下達彦

 759
ごいどん vol.1
語彙ドン！　［vol.1］.･････････････････････････････････････20
市川

石澤.徹（いしざわ.とおる）.･･･････････････････････････････20
岩下.真澄（いわした.ますみ）.･････････････････････････････20
伊志嶺.安博（いしみね.やすひろ）.････････････････････････20
桜木.ともみ（さくらぎ.ともみ）.･･････････････････････････20
松下.達彦（まつした.たつひこ）.･･････････････････････････20

2018年6月　978-4-87424-759-4　C2081　A5判　232頁（別冊16頁）　本体1500円+税

20

【日本語教材】（ストーリーで覚える漢字 ／語彙ドン！）



コロケーションで増やす表現 小野正樹 /小林典子 /長谷川守寿
コロケーション（＝結びつきやすい表現）に着目し、語彙・表現力を増やすための上級日本語問題集。
よく知っていることばの基本義（＝もとの意味）を見直し、よく使われる組合せや結びやすい表現を身
につける。

. 小野.正樹（おの.まさき）.････････････････････････････21・75
小林.典子（こばやし.のりこ）.･････････････････････････････21
長谷川.守寿（はせがわ.もりひさ）.････････････････････････21.

コロケーションで増やす表現　vol.1 ほんきの日本語
小野正樹/小林典子/長谷川守寿

 457
ころけーしょんでふやすひょうげん 1
コロケーションで増やす表現　.vol.1・vol.2.･･･････････21

小野.正樹（おの.まさき）.････････････････････････････21・75
小林.典子（こばやし.のりこ）.･････････････････････････････21
長谷川.守寿（はせがわ.もりひさ）.････････････････････････21

2009年10月　978-4-87424-457-9　C0081　A5判　136頁　本体1600円+税　CD-ROM　1枚付

コロケーションで増やす表現　vol.2 ほんきの日本語
小野正樹/小林典子/長谷川守寿

 494
ころけーしょんでふやすひょうげん 2
コロケーションで増やす表現　.vol.1・vol.2.･･･････････21

小野.正樹（おの.まさき）.････････････････････････････21・75
小林.典子（こばやし.のりこ）.･････････････････････････････21
長谷川.守寿（はせがわ.もりひさ）.････････････････････････21

2010年10月　978-4-87424-494-4　C0081　A5判　136頁　本体1600円+税　CD-ROM　1枚付

読む力
アカデミックな「読み」を鍛え、一歩上の読解力を身につけることを目指した読解教材。読み応えある
良質の文章を厳選。言語タスク・認知タスクとスキル表で、得意・不得意を確認しながら学べる。日本
語能力試験・日本留学試験の対策にも。

. 掲載無し.

読む力　中級 
奥田純子 監修　竹田悦子/久次優子/丸山友子/八塚祥江/尾上正紀/矢田まり子 著

 518
よむちからちゅうきゅう
読む力　中級.･････････････････････････････････････････････21

奥田.純子（おくだ.じゅんこ）.･････････････････････････････21
竹田.悦子（たけだ.えつこ）.･･･････････････････････････････21
久次.優子（ひさつぎ.ゆうこ）.･････････････････････････････21
丸山.友子（まるやま.ともこ）.･････････････････････････････21
八塚.祥江（やつづか.さちえ）.･････････････････････････････21
尾上.正紀（おのえ.まさのり）.･････････････････････････････21
矢田.まり子（やだ.まりこ）.･･･････････････････････････････212011年5月　978-4-87424-518-7　C0081　B5判　116頁（別冊24頁）　本体1600円+税

読む力　中上級 
奥田純子 監修　竹田悦子/丸山友子/久次優子/八塚祥江/尾上正紀/矢田まり子 著

 584
よむちからちゅうじょうきゅう
読む力　中上級･･･････････････････････････････････････････21

奥田.純子（おくだ.じゅんこ）.･････････････････････････････21
竹田.悦子（たけだ.えつこ）.･･･････････････････････････････21
丸山.友子（まるやま.ともこ）.･････････････････････････････21
久次.優子（ひさつぎ.ゆうこ）.･････････････････････････････21
八塚.祥江（やつづか.さちえ）.･････････････････････････････21
尾上.正紀（おのえ.まさのり）.･････････････････････････････21
矢田.まり子（やだ.まりこ）.･･･････････････････････････････212013年3月　978-4-87424-584-2　C0081　B5判　176頁（別冊36頁）　本体1900円+税

The Great Japanese
著名な日本人 30 人のストーリーを通して、日本文化や社会問題、考え方や価値観を学び、知的好奇心
を刺激しながら読解力を高める日本語読解教材。様々な時代で偉業を成し遂げた日本人達の、読み応え
のあるストーリーで異文化理解を深めるだけでなく、学習者が自身について振り返り、考える機会をも
つ。単語リスト、文法・表現リスト付きで学生の自習用にも。音声 WEB ダウンロードで、聴解教材と
しての使用も提案。

. 掲載無し.

The Great Japanese 30の物語　初中級 人物で学ぶ日本語
石川智/米本和弘

 798
ざくれいとじゃぱにーずさんじゅうのものがたりしょちゅうきゅう
The.Great.Japanese.30の物語　初中級.･････････････････21
金高

石川.智（いしかわ.さとる）.･･････････････････････････15・21
米本.和弘（よねもと.かずひろ）.･･････････････････････････21

新刊 2019年6月　978-4-87424-798-3　C0081　B5判　176頁（別冊40頁）　本体2000円+税

The Great Japanese 30の物語　中上級 人物で学ぶ日本語
石川智

 702
ざぐれーとじゃぱにーず３０のものがたりちゅうじょうきゅう
The.Great.Japanese.30の物語　中上級.･････････････････21

石川.智（いしかわ.さとる）.･･････････････････････････15・21

2016年6月　978-4-87424-702-0　C0081　B5判　160頁（別冊48頁）　本体2000円+税
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【日本語教材】（コロケーションで増やす表現 ／読む力 ／ The Great Japanese）



日本語学習者のための日本研究シリーズ
砂川有里子 /砂川裕一 /アンドレイ・ベケシュ /福西敏宏.編

日本研究を志す学習者、日本文化・社会への高度な関心を持つ学習者に向けたシリーズ。専門家が書き
下ろした単行本を読み解く力を養い、日本の文化・社会への知識や教養を高める。日本語学習から専門
的日本研究へ。

. 砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31
砂川.裕一（すなかわ.ゆういち）.･････････････････････22・34
ベケシュ,.アンドレイ .･･･････････････････････････････････22
福西.敏宏（ふくにし.としひろ）.･･････････････････････････22.

1▼ 日本思想におけるユートピア 

高橋武智

2014年9月　978-4-87424-631-3　C0081
　A5判　107頁　本体1200円+税 

631
にほんしそうにおけるゆーとぴあ
日本思想におけるユートピア.･･･････････････････････････22

高橋.武智（たかはし.たけとも）.･･････････････････････････22

古代神話、民衆運動、思想家、近代文学をテーマ
に日本における「ユートピア思想」の歴史をたど
る。【目次】第1章　ユートピアとは何か／第2章　
古代におけるユートピアの原像：常世の国／ほか

2▼ 日本の映画史 
10のテーマ

平野共余子

2014年9月　978-4-87424-632-0　C0081
　A5判　173頁　本体1400円+税 

632
にほんのえいがし
日本の映画史.･････････････････････････････････････････････22

平野.共余子（ひらの.きょうこ）.･･････････････････････････22

日本映画から見えてくる多彩な日本文化や人間模
様、歴史的背景から特有の映画手法まで、その魅
力の数々を描く。【目次】第1章　日本映画に描か
れる家族／第2章　Jホラーと怪談／第3章　ヤク
ザ映画とノワール／ほか

3▼ 日本古典の花園を歩く 

林四郎

2016年4月　978-4-87424-694-8　C0081
　A5判　184頁　本体1400円+税 

694
にほんこてんのはなぞのをあるく
日本古典の花園を歩く.･･･････････････････････････････････22

林.四郎（はやし.しろう）.･････････････････････････････････22

古事記、竹取物語、今昔物語、宇治拾遺物語、平
家物語、古今和歌集、伊勢物語など、上代から近
代の詩歌までの古典の名作を「夢」「光」「流れ」
の三つのテーマを軸に、著者独得の観点から論究
する。魅力ある古典文学の世界へ誘う。

日本語文法セルフマスターシリーズ 寺村秀夫.企画・編集
日本語学習者にとって苦手な文法的問題を選び出し、自然にその文法形式の使い方を会得してもらうよ
う工夫された自習用日本語教材。文法的な説明は最小限にとどめられており、例文を見、自分で練習問
題を解いていくことによって文法を学ぶことができる。全 7 巻（完結・品切あり）。

. 寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43.

2▼ する・した・している 

砂川有里子

1986年4月　978-4-87424-008-3　C3081
　B5判　120頁　本体2000円+税 

8
する・した・している
する・した・している.･･･････････････････････････････････22

砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31

日本語学習者のための動詞の使用法の入門書。ス
ルとシタ、シテイルとシテイタ、アルとアッタな
ど、同じようで微妙に違う２つの語を比べながら
その違いをマスターする。また動詞の後ろにつく
語による動詞の変化も解説。総ルビ。

22

【日本語教材】（日本語学習者のための日本研究シリーズ ／日本語文法セルフマスターシリーズ）



日本語学習者のための日本研究シリーズ
砂川有里子 /砂川裕一 /アンドレイ・ベケシュ /福西敏宏.編

日本研究を志す学習者、日本文化・社会への高度な関心を持つ学習者に向けたシリーズ。専門家が書き
下ろした単行本を読み解く力を養い、日本の文化・社会への知識や教養を高める。日本語学習から専門
的日本研究へ。

. 砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31
砂川.裕一（すなかわ.ゆういち）.･････････････････････22・34
ベケシュ,.アンドレイ .･･･････････････････････････････････22
福西.敏宏（ふくにし.としひろ）.･･････････････････････････22.
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古代神話、民衆運動、思想家、近代文学をテーマ
に日本における「ユートピア思想」の歴史をたど
る。【目次】第1章　ユートピアとは何か／第2章　
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平野共余子
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日本映画から見えてくる多彩な日本文化や人間模
様、歴史的背景から特有の映画手法まで、その魅
力の数々を描く。【目次】第1章　日本映画に描か
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日本古典の花園を歩く.･･･････････････････････････････････22

林.四郎（はやし.しろう）.･････････････････････････････････22

古事記、竹取物語、今昔物語、宇治拾遺物語、平
家物語、古今和歌集、伊勢物語など、上代から近
代の詩歌までの古典の名作を「夢」「光」「流れ」
の三つのテーマを軸に、著者独得の観点から論究
する。魅力ある古典文学の世界へ誘う。

日本語文法セルフマスターシリーズ 寺村秀夫.企画・編集
日本語学習者にとって苦手な文法的問題を選び出し、自然にその文法形式の使い方を会得してもらうよ
う工夫された自習用日本語教材。文法的な説明は最小限にとどめられており、例文を見、自分で練習問
題を解いていくことによって文法を学ぶことができる。全 7 巻（完結・品切あり）。

. 寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43.

2▼ する・した・している 

砂川有里子

1986年4月　978-4-87424-008-3　C3081
　B5判　120頁　本体2000円+税 

8
する・した・している
する・した・している.･･･････････････････････････････････22

砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31

日本語学習者のための動詞の使用法の入門書。ス
ルとシタ、シテイルとシテイタ、アルとアッタな
ど、同じようで微妙に違う２つの語を比べながら
その違いをマスターする。また動詞の後ろにつく
語による動詞の変化も解説。総ルビ。

その他の日本語教材

. 掲載無し.

キャラで学ぶ友だち日本語 
新刊

酒井彩/髙木祐輔/川鍋智子/斉藤信浩

2019年9月　978-4-87424-808-9　C0081
　B5判　160頁　本体1800円+税 
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きゃらでまなぶともだちにほんご
キャラで学ぶ友だち日本語.･･････････････････････････････23
坂本

酒井.彩（さかい.あや）.････････････････････････････････････23
髙木.祐輔（たかぎ.ゆうすけ）.･････････････････････････････23
川鍋.智子（かわなべ.ともこ）.･････････････････････････････23
斉藤.信浩（さいとう.のぶひろ）.･･････････････････････････23

「お疲れー」「タメ語でもいいっすか」など、友だ
ちと楽しく日本語が話せるよう、カジュアルな

「友だちことば」を学ぶ。好きなキャラクターに
なりきってロールプレイを繰り返すことで、自然
に話し方が身につく。初中級〜中級レベル。

Reading Road 
多様な日本を読む
新刊

公益社団法人国際日本語普及協会
（AJALT）

2019年4月　978-4-87424-792-1　C0081
　B5判　160頁　本体2200円+税 

792
りーでぃんぐろーど
Reading.Road.･････････････････････････････････････････････23
市川

公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）. .･････････23

初中級レベル（N4, N3）から始められ、中級へ
つなげる多読・読解教材。日本文化・事情、社会
問題など、知的探究心を満たす35編を厳選。3つ
の難易度からなる読み物を、学習者のレベルに合
わせ自由に読み始めることができる。

おひさま　［はじめのいっぽ］ 
子どものための日本語

山本絵美/上野淳子/米良好恵 著　
くろしお出版 編

2018年4月　978-4-87424-757-0　C0081
　A4判　200頁　本体2000円+税 

757
おひさまはじめのいっぽ
おひさま　［はじめのいっぽ］.･･･････････････････････････23
市川

山本.絵美（やまもと.えみ）.･･･････････････････････････････23
上野.淳子（うえの.じゅんこ）.･････････････････････････････23
米良.好恵（めら.よしえ）.･････････････････････････････････23
くろしお出版. .････････････････････････････････････････････23

マルチリンガル（複数の言語を使用する人）の子
どものための日本語学習教材。多彩なトピックや
活動で言語の体験を豊かにすると共に、感受性や
知的好奇心を育み、日本や世界へと視野を広げる。
3・4歳〜小学校低学年の子ども対象。

日英共通メタファー辞典 
A Bilingual Dictionary of English and 
Japanese Metaphors

牧野成一/岡まゆみ

2017年11月　978-4-87424-745-7　C3581
　A5判　744頁　本体3600円+税 

745
にちえいきょうつうめたふぁーじてん
日英共通メタファー辞典.････････････････････････････････23

牧野.成一（まきの.せいいち）.････････････････････････23・77
岡.まゆみ（おか.まゆみ）.････････････････････････････15・23

日英語に共通の比喩表現、約750組、1500語を集
めた辞典。文化や言葉が違っても、共通の比喩表
現を翻訳して使えば、語彙数や表現力もアップ！　
豊富な例文と丁寧な解説、関連語・反意語にも言
及。英語・日本語学習者、必携。

ポップカルチャー NEW&OLD 
ポップカルチャーで学ぶ初中級日本語

花井善朗

2017年4月　978-4-87424-725-9　C0081
　B5判　168頁（別冊52頁）　本体2000円+税 

725
ぽっぷかるちゃーにゅーあんどおーるど
ポップカルチャー.NEW&OLD.･･･････････････････････････23

花井.善朗（はない.よしろう）.････････････････････････15・23

江戸から現代までの日本のポップカルチャーを学
びながら日本語を身につける初中級総合教材。学
習者の知的探求心に応える読み物と、文化理解を
深める活動が満載。英・中・韓・ベトナム語翻訳
単語リスト付き。音声などをWEBで配信。

23

【日本語教材】（その他の日本語教材）



ここがポイント！　レポート・
論文を書くための日本語文法 

小森万里/三井久美子

2016年12月　978-4-87424-718-1　C0081
　B5判　160頁（別冊24頁）　本体1600円+税 

718
ここがぽいんとれぽーと・ろんぶんをかくためのにほんごぶんぽう
ここがポイント！　レポート・論文を書くための日
本語文法.･･･････････････････････････････････････････････24

小森.万里（こもり.まり）.･････････････････････････････････24
三井.久美子（みつい.くみこ）.････････････････････････････24

初級〜上級で習った日本語文法を、レポート・論
文では実際どのように使えばよいのか。読み手に
誤解を与えることなく理解されるための文法力を
伸ばすことができる。日本語の授業だけでなく、
留学生の独学にも最適。

レベルアップ日本語文法　中級 

許明子/宮崎恵子

2013年10月　978-4-87424-597-2　C0081
　B5判　280頁（別冊28頁）　本体2200円+税 
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れべるあっぷにほんごぶんぽうちゅうきゅう
レベルアップ日本語文法　中級･････････････････････････24

許.明子（ほ.みょんじゃ）.･････････････････････････････････24
宮崎.恵子（みやざき.けいこ）.･････････････････････････････24

中級レベルの文法を、段階的に楽しく学び、日常
生活での実用を目的とした日本語文法教材。豊富
な例文と丁寧な解説、多様な問題形式で、使い分
けや類似表現などの正確な文法理解を高める。英・
中・韓の語彙訳、用語解説も充実。

實力提升日語文法　中級 
レベルアップ日本語文法　中級　繁体字版

許明子/宮崎恵子 著　林青樺 訳

2017年12月　978-4-87424-751-8　C0081
　B5判　304頁　本体1500円+税 

751
れべるあっぷにほんごぶんぽうちゅうきゅう　はんたいじばん
實力提升日語文法　中級.････････････････････････････････24
坂本

許.明子（ほ.みょんじゃ）.･････････････････････････････････24
宮崎.恵子（みやざき.けいこ）.･････････････････････････････24
林.青樺（りん.せいか）.･･･････････････････････････････24・46

『レベルアップ日本語文法　中級』の繁体字版。
中級レベルの文法を段階的に楽しく学び、日常生
活での実用を目的とした日本語文法教材。豊富な
例文と丁寧な解説、多様な問題形式で、使い分け
や類似表現などの正確な文法理解を高める。

わたしのにほんご 
初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考え

杉浦千里/小野寺志津/ボイクマン総子

2011年3月　978-4-87424-516-3　C0081
　B5判　144頁（別冊20頁）　本体1800円+税　音声CD　1枚付 
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わたしのにほんご
わたしのにほんご.････････････････････････････････････････24

杉浦.千里（すぎうら.ちさと）.･････････････････････････････24
小野寺.志津（おのでら.しづ）.････････････････････････････24
ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24

4技能をバランスよく使用しながら「話すパター
ン」を身につけ、それを用いて学習者自身の感情・
経験について話せるようになる画期的な初級教
材。主教材と並行して使うと効果的。英・中・韓
の翻訳付きで自習にも最適。

Voices from Japan 
ありのままの日本を知る・語る

永田由利子

2009年10月　978-4-87424-453-1　C0081
　B5判　106頁　本体1800円+税　音声CD　1枚付 
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ヴぉいすいずふろむじゃぱん
Voices.from.Japan.････････････････････････････････････････24

永田.由利子（ながた.ゆりこ）.････････････････････････････24

著者が日本全国を周り、大学生、留学生、フリー
ター、漁師、在日韓国人等々様々な人のリアルな
声を集めた新しいタイプのディスカッション用素
材集。現代社会における多くの課題や価値観を、
41のストーリーを通して考え語り合える。

１日10分の発音練習 

河野俊之/串田真知子/築地伸美/松崎寛

2004年1月　978-4-87424-286-5　C2081
　B5判　136頁　本体2000円+税　音声CD　2枚付 
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いちにちじゅっぷんのはつおんれんしゅう
１日10分の発音練習.･････････････････････････････････････24

河野.俊之（かわの.としゆき）.････････････････････････24・26
串田.真知子（くしだ.まちこ）.････････････････････････････24
築地.伸美（つきじ.のぶみ）.･･･････････････････････････････24
松崎.寛（まつざき.ひろし）.･･･････････････････････････････24

日本語らしい自然な発音のためには、高さや長さ
がとても大切。高さを表す曲線を音節ごとに区
切って、わかりやすく示したプロソディーグラフ
を使うことにより、日本語の音が直観的に理解で
きるようになっている。
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小森.万里（こもり.まり）.･････････････････････････････････24
三井.久美子（みつい.くみこ）.････････････････････････････24

初級〜上級で習った日本語文法を、レポート・論
文では実際どのように使えばよいのか。読み手に
誤解を与えることなく理解されるための文法力を
伸ばすことができる。日本語の授業だけでなく、
留学生の独学にも最適。

レベルアップ日本語文法　中級 

許明子/宮崎恵子

2013年10月　978-4-87424-597-2　C0081
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レベルアップ日本語文法　中級･････････････････････････24

許.明子（ほ.みょんじゃ）.･････････････････････････････････24
宮崎.恵子（みやざき.けいこ）.･････････････････････････････24

中級レベルの文法を、段階的に楽しく学び、日常
生活での実用を目的とした日本語文法教材。豊富
な例文と丁寧な解説、多様な問題形式で、使い分
けや類似表現などの正確な文法理解を高める。英・
中・韓の語彙訳、用語解説も充実。

實力提升日語文法　中級 
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許明子/宮崎恵子 著　林青樺 訳
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れべるあっぷにほんごぶんぽうちゅうきゅう　はんたいじばん
實力提升日語文法　中級.････････････････････････････････24
坂本

許.明子（ほ.みょんじゃ）.･････････････････････････････････24
宮崎.恵子（みやざき.けいこ）.･････････････････････････････24
林.青樺（りん.せいか）.･･･････････････････････････････24・46

『レベルアップ日本語文法　中級』の繁体字版。
中級レベルの文法を段階的に楽しく学び、日常生
活での実用を目的とした日本語文法教材。豊富な
例文と丁寧な解説、多様な問題形式で、使い分け
や類似表現などの正確な文法理解を高める。

わたしのにほんご 
初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考え

杉浦千里/小野寺志津/ボイクマン総子

2011年3月　978-4-87424-516-3　C0081
　B5判　144頁（別冊20頁）　本体1800円+税　音声CD　1枚付 

516
わたしのにほんご
わたしのにほんご.････････････････････････････････････････24

杉浦.千里（すぎうら.ちさと）.･････････････････････････････24
小野寺.志津（おのでら.しづ）.････････････････････････････24
ボイクマン.総子（ぼいくまん.ふさこ）.････････ 18・20・24

4技能をバランスよく使用しながら「話すパター
ン」を身につけ、それを用いて学習者自身の感情・
経験について話せるようになる画期的な初級教
材。主教材と並行して使うと効果的。英・中・韓
の翻訳付きで自習にも最適。

Voices from Japan 
ありのままの日本を知る・語る

永田由利子

2009年10月　978-4-87424-453-1　C0081
　B5判　106頁　本体1800円+税　音声CD　1枚付 

453
ヴぉいすいずふろむじゃぱん
Voices.from.Japan.････････････････････････････････････････24

永田.由利子（ながた.ゆりこ）.････････････････････････････24

著者が日本全国を周り、大学生、留学生、フリー
ター、漁師、在日韓国人等々様々な人のリアルな
声を集めた新しいタイプのディスカッション用素
材集。現代社会における多くの課題や価値観を、
41のストーリーを通して考え語り合える。

１日10分の発音練習 

河野俊之/串田真知子/築地伸美/松崎寛

2004年1月　978-4-87424-286-5　C2081
　B5判　136頁　本体2000円+税　音声CD　2枚付 

286
いちにちじゅっぷんのはつおんれんしゅう
１日10分の発音練習.･････････････････････････････････････24

河野.俊之（かわの.としゆき）.････････････････････････24・26
串田.真知子（くしだ.まちこ）.････････････････････････････24
築地.伸美（つきじ.のぶみ）.･･･････････････････････････････24
松崎.寛（まつざき.ひろし）.･･･････････････････････････････24

日本語らしい自然な発音のためには、高さや長さ
がとても大切。高さを表す曲線を音節ごとに区
切って、わかりやすく示したプロソディーグラフ
を使うことにより、日本語の音が直観的に理解で
きるようになっている。

続「読み」への挑戦 

伊藤博子/三牧陽子/山下好孝/山田准

1992年4月　978-4-87424-064-9　C3081
　B5判　140頁（別冊54頁）　本体2000円+税 

64
ぞくよみへのちょうせん
続「読み」への挑戦.････････････････････････････････････････25

伊藤.博子（いとう.ひろこ）.･･･････････････････････････････25
三牧.陽子（みまき.ようこ）.････････････････････ 25・87・88
山下.好孝（やました.よしたか）.･･････････････････････････25
山田.准（やまだ.じゅん）.･････････････････････････････････25

シリーズ続編。いよいよ生教材へ。日本語の社会
を見る・視る・診る。環境問題を考える。新聞・
エッセイ・小説を読む。読む練習だけにおさまら
ず、考える力をつける教材をめざした。

25

【日本語教材】（その他の日本語教材）



日本語教育
日本語教師のためのTIPS 77 當作靖彦 /横溝紳一郎.監修

日本語教育に関わる人々が、日本語教育のいろいろな分野の知識を整理したり、アイデアを得たりする
リソースとなることをめざしたシリーズ。自分の教室にすぐに応用できる知識・アイデアを提供。

. 當作.靖彦（とうさく.やすひこ）.･･････････････････････････26
横溝.紳一郎（よこみぞ.しんいちろう）.･･････････････26・27.

第1巻▼ クラスルーム運営 

横溝紳一郎

2011年10月　978-4-87424-535-4　C3081
　四六判　240頁　本体1300円+税 

535
くらするーむうんえい
クラスルーム運営.････････････････････････････････････････26

横溝.紳一郎（よこみぞ.しんいちろう）.･･････････････26・27

「学習者のやる気を引き出すには」、「困った学習
者にどう対応するか」、「自分の授業を見直すため
のポイントは」等、よりよいクラスにするための
ヒントが満載。

第2巻▼ ICTの活用　第2版 

山田智久

2017年6月　978-4-87424-732-7　C3081
　四六判　304頁　本体1600円+税 

732
あいしーてぃーのかつようだいにはん
ICTの活用　第2版.･･･････････････････････････････････････26

山田.智久（やまだ.ともひさ）.････････････････････････26・27

「PowerPointで絵カードを作ろう」等、身近なデ
ジタル機器を使って、バラエティ豊かな授業にす
るためのアイデアを多数紹介。Webサイトやア
プリの更新、より良いWebサービスの紹介など、
バージョンアップした第2版。

第3巻▼ 音声教育の実践 

河野俊之

2014年2月　978-4-87424-615-3　C3081
　四六判　288頁　本体1600円+税 

615
おんせいきょういくのじっせん
音声教育の実践･･･････････････････････････････････････････26

［著者紹介］文字化け有

河野.俊之（かわの.としゆき）.････････････････････････24・26

「発音への関心を持たせるにはどうしたらいいか
考えよう」、「母語別の誤用の傾向を知ることにつ
いて考えよう」等、音声教育に関する疑問や指導
法を詳しく解説。学習者の母語別の音声や、指導
中の教師の動きをWEBサイトで配信。

日本語教師参考書

. 掲載無し.

日本語を教えるための教材研
究入門 
新刊

深澤のぞみ/本田弘之

2019年12月　978-4-87424-820-1　C0081
　A5判　176頁　本体1800円+税 

820
にほんごをおしえるためのきょうざいけんきゅうにゅうもん
日本語を教えるための教材研究入門.･･･････････････････26
担当：坂本

深澤.のぞみ（ふかさわ.のぞみ）.･･････････････････････････26
本田.弘之（ほんだ.ひろゆき）.････････････････････････26・37

日本語教科書の分析をとおして、授業のあり方を
考える初の入門書。授業で教科書を使う前にどう
分析すればよいのか？　教科書分析から教案を作
成するには？　教科書と「著作権」の関係とは？　
本書を使った授業用の付属資料をWeb公開。

26

【日本語教育】（日本語教師のための TIPS 77 ／日本語教師参考書）



日本語教育
日本語教師のためのTIPS 77 當作靖彦 /横溝紳一郎.監修

日本語教育に関わる人々が、日本語教育のいろいろな分野の知識を整理したり、アイデアを得たりする
リソースとなることをめざしたシリーズ。自分の教室にすぐに応用できる知識・アイデアを提供。

. 當作.靖彦（とうさく.やすひこ）.･･････････････････････････26
横溝.紳一郎（よこみぞ.しんいちろう）.･･････････････26・27.

第1巻▼ クラスルーム運営 

横溝紳一郎

2011年10月　978-4-87424-535-4　C3081
　四六判　240頁　本体1300円+税 

535
くらするーむうんえい
クラスルーム運営.････････････････････････････････････････26

横溝.紳一郎（よこみぞ.しんいちろう）.･･････････････26・27

「学習者のやる気を引き出すには」、「困った学習
者にどう対応するか」、「自分の授業を見直すため
のポイントは」等、よりよいクラスにするための
ヒントが満載。

第2巻▼ ICTの活用　第2版 

山田智久

2017年6月　978-4-87424-732-7　C3081
　四六判　304頁　本体1600円+税 

732
あいしーてぃーのかつようだいにはん
ICTの活用　第2版.･･･････････････････････････････････････26

山田.智久（やまだ.ともひさ）.････････････････････････26・27

「PowerPointで絵カードを作ろう」等、身近なデ
ジタル機器を使って、バラエティ豊かな授業にす
るためのアイデアを多数紹介。Webサイトやア
プリの更新、より良いWebサービスの紹介など、
バージョンアップした第2版。

第3巻▼ 音声教育の実践 

河野俊之

2014年2月　978-4-87424-615-3　C3081
　四六判　288頁　本体1600円+税 

615
おんせいきょういくのじっせん
音声教育の実践･･･････････････････････････････････････････26

［著者紹介］文字化け有

河野.俊之（かわの.としゆき）.････････････････････････24・26

「発音への関心を持たせるにはどうしたらいいか
考えよう」、「母語別の誤用の傾向を知ることにつ
いて考えよう」等、音声教育に関する疑問や指導
法を詳しく解説。学習者の母語別の音声や、指導
中の教師の動きをWEBサイトで配信。

日本語教師参考書

. 掲載無し.

日本語を教えるための教材研
究入門 
新刊

深澤のぞみ/本田弘之

2019年12月　978-4-87424-820-1　C0081
　A5判　176頁　本体1800円+税 

820
にほんごをおしえるためのきょうざいけんきゅうにゅうもん
日本語を教えるための教材研究入門.･･･････････････････26
担当：坂本

深澤.のぞみ（ふかさわ.のぞみ）.･･････････････････････････26
本田.弘之（ほんだ.ひろゆき）.････････････････････････26・37

日本語教科書の分析をとおして、授業のあり方を
考える初の入門書。授業で教科書を使う前にどう
分析すればよいのか？　教科書分析から教案を作
成するには？　教科書と「著作権」の関係とは？　
本書を使った授業用の付属資料をWeb公開。

日本語教師のための　シャ
ドーイング指導 
新刊

迫田久美子/古本裕美 編著　倉品さやか/
山内豊/近藤妙子 著

2019年11月　978-4-87424-817-1　C0081
　A5判　192頁　本体2000円+税 

817
にほんごきょうしのための　しゃどーいんぐしどう
日本語教師のための　シャドーイング指導.････････････27
タイトルは仮です

迫田.久美子（さこだ.くみこ）.･･･････････････････････27・36
古本.裕美（ふるもと.ゆみ）.･･･････････････････････････････27
倉品.さやか（くらしな.さやか）.･･････････････････････････27
近藤.妙子（こんどう.たえこ）.･････････････････････････････27
山内.豊（やまうち.ゆたか）.･･･････････････････････････････27

シャドーイングが日本語学習者の「わかる」を「で
きる」へと繋げられる有効な訓練法であることを
紹介し、それを実践するための指導法や評価の仕
方、日本国外の実践例も合わせて紹介。シャドー
イングを授業に取り入れるための入門書。

日本語教育はどこへ向かうのか 
移民時代の政策を動かすために
新刊

牲川波都季 編著　有田佳代子/庵功雄/
寺沢拓敬 著

2019年6月　978-4-87424-805-8　C0080
　A5判　168頁　本体1500円+税 

805
にほんごきょういくはどこへむかうのか
日本語教育はどこへ向かうのか･････････････････････････27
池上

牲川.波都季（せがわ.はづき）.･････････････････ 27・34・38
有田.佳代子（ありた.かよこ）.････････････････････････････27
庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87
寺沢.拓敬（てらさわ.たくのり）.･･････････････････････････27

外国人の受入れは一気に加速した。日本語教育の
需要が非常に高まる中、日本語教師の就職問題、
留学生の就労問題など、手放しでは喜べない状況
にある。政策に合わせて動かなければならない現
状から脱するためのヒントを与える論考集。

超基礎・日本語教育 
新刊

森篤嗣 編著　太田陽子/奥野由紀子/
小口悠紀子/嶋ちはる/中石ゆうこ/
栁田直美 著

2019年6月　978-4-87424-803-4　C1081
　A5判　160頁　本体1600円+税 

803
ちょうきそにほんごきょういく
超基礎・日本語教育.･････････････････････････････････････27
市川

森.篤嗣（もり.あつし）.･････････････････････････ 27・32・96
太田.陽子（おおた.ようこ）.･･･････････････････････････････27
奥野.由紀子（おくの.ゆきこ）.････････････････････････････27
小口.悠紀子（こぐち.ゆきこ）.････････････････････････････27
嶋.ちはる（しま.ちはる）.･････････････････････････････････27
中石.ゆうこ（なかいし.ゆうこ）.･･････････････････････････27
栁田.直美（やなぎだ.なおみ）.･････････････････････････････27日本語教育の基礎的な知識から実習まで。最新で

もっともわかりやすい日本語教育の入門書。まず
は日本語の模擬授業を体験してみることを最短距
離で目指す。日本語教育を知る、日本語教師にな
りたい人の入り口に。

日本語教師のためのアクティ
ブ・ラーニング 
新刊

横溝紳一郎/山田智久

2019年6月　978-4-87424-802-7　C0081
　A5判　320頁　本体2400円+税 

802
にほんごきょうしのためのあくてぃぶ・らーにんぐ
日本語教師のためのアクティブ・ラーニング.･････････27
担当：坂本 
変更箇所：奥付日付、目次、著者紹介

横溝.紳一郎（よこみぞ.しんいちろう）.･･････････････26・27
山田.智久（やまだ.ともひさ）.････････････････････････26・27

学習者の「主体的・対話的で深い学び」を引き出
すために、授業をどうデザインすればよいのか。
既存の授業を見直すヒント、ICTの活用方法など、
教師の自己成長を促すための具体的な手法が満
載。新たな授業改善にチャレンジしよう。

日本語教師のための　実践・
読解指導 
新刊

石黒圭 編著

2019年11月　978-4-87424-816-4　C0081
　A5判　248頁　本体2200円+税 

816
にほんごきょうしのためのじっせんどっかいしどう
日本語教師のための　実践・読解指導.･････････････････27
金高

石黒.圭（いしぐろ.けい）.･･････････････････････ 27・29・32

日々の授業に役立つ、好評「実践」シリーズ第三
弾。学習者の「つまずき」を解消するポイントや
教室活動を丁寧に解説、「読む力」と「考える力」
を育成するための、優れた授業実践を紹介。読解
授業の難しさを解決するヒントが満載。

日本語教師のための　実践・
作文指導 

石黒圭 編著

2014年10月　978-4-87424-636-8　C0081
　A5判　224頁　本体2200円+税 

636
にほんごきょうしのためのじっせんさくぶんしどう
日本語教師のための　実践・作文指導.･････････････････27

石黒.圭（いしぐろ.けい）.･･････････････････････ 27・29・32

日本語教師のための「実践」シリーズ第二弾。経
験豊かで多彩な執筆陣が、作文指導の基本と実践
に分けて、そのノウハウ、ユニークな授業実践を
公開、共有する。新米教師にはもちろん、作文授
業のマンネリ化に悩むベテラン教師にも。

27

【日本語教育】（日本語教師参考書）



日本語教師のための　実践・
漢字指導 

濱川祐紀代 編

2010年10月　978-4-87424-496-8　C0081
　A5判　256頁　本体2200円+税 

496
にほんごきょうしのためのじっせんかんじしどう
日本語教師のための　実践・漢字指導.･････････････････28

濱川.祐紀代（はまかわ.ゆきよ）.･･････････････････････････28

大学や日本語学校などの漢字指導実践例や教室活
動例を紹介し、漢字指導の理論も解説。教師が漢
字指導をする上での悩みの解決を手助けし、学習
者のニーズに合わせた指導法や授業に役立つ情
報・アイデア・ヒントを得られる。

学習力を育てる日本語　教案集 
外国人児童・生徒に学び方が伝わる授業実践
新刊

とよなか JSL 著　田中薫 監修

2019年7月　978-4-87424-790-7　C1081
　B5判　292頁　本体3400円+税　CD-ROM　1枚付 

790
がくしゅうりょくをそだてるにほんご　きょうあんしゅう
学習力を育てる日本語　教案集･････････････････････････28
池上 
CD-ROM：館内のみ利用可

とよなかJSL. .･･･････････････････････････････････････････28
田中.薫（たなか.かおる）.･････････････････････････････････28

外国にルーツを持つ子どもの学習指導について、
教育現場で悩む方も多いだろう。30年以上の実
践から生まれた、指導方法・指導案・テスト・カ
リキュラムの組立てなど、あらゆる資料を惜しみ
なく提供。すぐに使えるCD-ROM付。

学習力を育てる日本語指導 
日本の未来を担う外国人児童・生徒のために

田中薫

2015年2月　978-4-87424-646-7　C1081
　B5判　220頁　本体1900円+税 

646
がくしゅうりょくをそだてるにほんごしどう
学習力を育てる日本語指導.･･････････････････････････････28

田中.薫（たなか.かおる）.･････････････････････････････････28

一定の指導を受けても学力が上がらない子どもた
ちのどこに問題があり、どのように学力をはかり、
どう改善すべきか。中学校で外国人児童・生徒を
20年以上にわたり指導してきた著者が、日本語
指導者たちの悩みに答える。

一歩進んだ日本語文法の教え方1 

庵功雄

2017年6月　978-4-87424-736-5　C1081
　A5判　176頁　本体1400円+税 

736
いっぽすすんだにほんごぶんぽうのおしえかた 1
一歩進んだ日本語文法の教え方1.･･･････････････････････28

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87

文法項目は、典型的なルールと少しの例外を頭に
入れて、無理のない導入を図ることが大切。初
中級で問題となる10項目を選び導入方法を解説。
さらに、用語編では正確に理解しておきたい用語、
発想編では、導入時の心構えなどを紹介。

一歩進んだ日本語文法の教え方2 

庵功雄

2018年12月　978-4-87424-784-6　C1081
　A5判　184頁　本体1500円+税 

784
いっぽすすんだにほんごぶんぽうのおしえかた 2
一歩進んだ日本語文法の教え方2.･･･････････････････････28
池上

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87

前著の中級編にあたる。ボイス表現、「は」と「が」、
「のだ」など、ある程度、知識を積み上げなけれ
ば産出まで持って行くことが難しい項目を取り上
げる。「用語編」では日本語文法の概念を体系的
に説明した。「発想編」も充実。

日本語教育・日本語学の「次
の一手」 

庵功雄

2013年10月　978-4-87424-607-8　C3081
　四六判　208頁　本体1600円+税 

607
にほんごきょういくにほんごがくのつぎのいって
日本語教育・日本語学の「次の一手」.･･･････････････････28

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87

日本語教育、日本語学がともに深刻な「危機」に
あるという現状認識のもと、それに対する筆者の
考えを綴ったエッセー集。日本語教育をめぐって
／「やさしい日本語」をめぐって／日本語研究の
可能性／研究の担い手としての大学院生

28
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日本語教師のための　実践・
漢字指導 

濱川祐紀代 編

2010年10月　978-4-87424-496-8　C0081
　A5判　256頁　本体2200円+税 

496
にほんごきょうしのためのじっせんかんじしどう
日本語教師のための　実践・漢字指導.･････････････････28

濱川.祐紀代（はまかわ.ゆきよ）.･･････････････････････････28

大学や日本語学校などの漢字指導実践例や教室活
動例を紹介し、漢字指導の理論も解説。教師が漢
字指導をする上での悩みの解決を手助けし、学習
者のニーズに合わせた指導法や授業に役立つ情
報・アイデア・ヒントを得られる。

学習力を育てる日本語　教案集 
外国人児童・生徒に学び方が伝わる授業実践
新刊

とよなか JSL 著　田中薫 監修

2019年7月　978-4-87424-790-7　C1081
　B5判　292頁　本体3400円+税　CD-ROM　1枚付 

790
がくしゅうりょくをそだてるにほんご　きょうあんしゅう
学習力を育てる日本語　教案集･････････････････････････28
池上 
CD-ROM：館内のみ利用可

とよなかJSL. .･･･････････････････････････････････････････28
田中.薫（たなか.かおる）.･････････････････････････････････28

外国にルーツを持つ子どもの学習指導について、
教育現場で悩む方も多いだろう。30年以上の実
践から生まれた、指導方法・指導案・テスト・カ
リキュラムの組立てなど、あらゆる資料を惜しみ
なく提供。すぐに使えるCD-ROM付。

学習力を育てる日本語指導 
日本の未来を担う外国人児童・生徒のために

田中薫

2015年2月　978-4-87424-646-7　C1081
　B5判　220頁　本体1900円+税 

646
がくしゅうりょくをそだてるにほんごしどう
学習力を育てる日本語指導.･･････････････････････････････28

田中.薫（たなか.かおる）.･････････････････････････････････28

一定の指導を受けても学力が上がらない子どもた
ちのどこに問題があり、どのように学力をはかり、
どう改善すべきか。中学校で外国人児童・生徒を
20年以上にわたり指導してきた著者が、日本語
指導者たちの悩みに答える。

一歩進んだ日本語文法の教え方1 

庵功雄

2017年6月　978-4-87424-736-5　C1081
　A5判　176頁　本体1400円+税 

736
いっぽすすんだにほんごぶんぽうのおしえかた 1
一歩進んだ日本語文法の教え方1.･･･････････････････････28

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87

文法項目は、典型的なルールと少しの例外を頭に
入れて、無理のない導入を図ることが大切。初
中級で問題となる10項目を選び導入方法を解説。
さらに、用語編では正確に理解しておきたい用語、
発想編では、導入時の心構えなどを紹介。

一歩進んだ日本語文法の教え方2 

庵功雄

2018年12月　978-4-87424-784-6　C1081
　A5判　184頁　本体1500円+税 

784
いっぽすすんだにほんごぶんぽうのおしえかた 2
一歩進んだ日本語文法の教え方2.･･･････････････････････28
池上

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87

前著の中級編にあたる。ボイス表現、「は」と「が」、
「のだ」など、ある程度、知識を積み上げなけれ
ば産出まで持って行くことが難しい項目を取り上
げる。「用語編」では日本語文法の概念を体系的
に説明した。「発想編」も充実。

日本語教育・日本語学の「次
の一手」 

庵功雄

2013年10月　978-4-87424-607-8　C3081
　四六判　208頁　本体1600円+税 

607
にほんごきょういくにほんごがくのつぎのいって
日本語教育・日本語学の「次の一手」.･･･････････････････28

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87

日本語教育、日本語学がともに深刻な「危機」に
あるという現状認識のもと、それに対する筆者の
考えを綴ったエッセー集。日本語教育をめぐって
／「やさしい日本語」をめぐって／日本語研究の
可能性／研究の担い手としての大学院生

新・日本語教育のためのコー
パス調査入門 

李在鎬/石川慎一郎/砂川有里子

2018年7月　978-4-87424-771-6　C1081
　A5判　304頁　本体2400円+税 

771
しんにほんごきょういくのためのこーぱすちょうさにゅうもん
新・日本語教育のためのコーパス調査入門.････････････29
池上 
http://www.9640.jp/cps/

李.在鎬（り.じぇほ）.･･･････････････････････････ 29・37・83
石川.慎一郎（いしかわ.しんいちろう）.････････ 29・66・77
砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31

2012年に発行し、実践できる入門書として幅広
い支持を集めた『日本語教育のためのコーパス調
査入門』を大幅に加筆修正。研究の事例を幅広く
取り入れ、コーパス調査を実施した結果を論文な
どで報告する際に役立つ情報を収録。

日本語の習得を支援するカリ
キュラムの考え方 

畑佐由紀子

2018年4月　978-4-87424-758-7　C3081
　A5判　240頁　本体2000円+税 

758
にほんごのしゅうとくをしえんするかりきゅらむのかんがえかた
日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方･･･････29
金髙

畑佐.由紀子（はたさ.ゆきこ）.･････････････････ 29・38・99

言語習得の基礎、コミュニケーション能力、コー
ス・デザインから評価まで、日本語教育プログラ
ムにおけるカリキュラム開発を総合的に捉え、精
細に整理した1冊。日本語教師を目指す人や現場
の教師が押さえておきたい基本知識が満載。

日本語教育に役立つ心理学入門 

小林明子/福田倫子/向山陽子/鈴木伸子

2018年1月　978-4-87424-753-2　C1081
　A5判　224頁　本体1800円+税 

753
にほんごきょういくにやくだつしんりがくにゅうもん
日本語教育に役立つ心理学入門･････････････････････････29
池上

小林.明子（こばやし.あきこ）.･････････････････････････････29
福田.倫子（ふくだ.みちこ）.･･･････････････････････････････29
向山.陽子（むこうやま.ようこ）.･････････････････････29・98
鈴木.伸子（すずき.のぶこ）.･･･････････････････････････････29

日本語教育に関わる心理学的な知識を学ぶための
入門書。日本語を教えるときや、学習者の考え方
や行動を理解したり悩みの相談に乗ったりすると
きにも役に立てよう。プレタスク・本文・確認・
ポストタスク・読書案内で構成。

人とつながり、世界とつなが
る日本語教育 

トムソン木下千尋 編

2016年9月　978-4-87424-707-5　C0081
　A5判　244頁　本体2600円+税 

707
ひととつながりせかいとつながるにほんごきょういく
人とつながり、世界とつながる日本語教育.････････････29

トムソン.木下.千尋（とむそん.きのした.ちひろ）.･･･････29

ことばは、人と人とをつなぎ、教室、社会、国境、
世代を越えてつながっていく。2014年シドニー
日本語教育国際研究大会の成果をもとに、日本語
教育がこれから進むべき方向性を見事に描いた一
冊。

日本語教師のためのCEFR 

奥村三菜子/櫻井直子/鈴木裕子 編

2016年6月　978-4-87424-701-3　C0081
　A5判　200頁　本体2000円+税 

701
にほんごきょうしのためのせふあーる
日本語教師のためのCEFR.････････････････････････････････29

奥村.三菜子（おくむら.みなこ）.･･････････････････････････29
櫻井.直子（さくらい.なおこ）.･････････････････････････････29
鈴木.裕子（すずき.ゆうこ）.･･･････････････････････････････29

CEFR（外国語の学習、教授、評価のためのヨー
ロッパ共通参照枠）について、その背景や基本的
な考え方をQ&A方式で紹介する第一部と、CEFR
を参照した日本語教育の実践例を紹介した第二部
から成るCEFR研究の入門書。

心ときめくオキテ破りの日本
語教授法 

五味政信/石黒圭 編著

2016年5月　978-4-87424-696-2　C0081
　A5判　216頁　本体2200円+税 

696
こころときめくおきてやぶりのにほんごきょうじゅほう
心ときめくオキテ破りの日本語教授法.･････････････････29

五味.政信（ごみ.まさのぶ）.･･･････････････････････････････29
石黒.圭（いしぐろ.けい）.･･････････････････････ 27・29・32

日々理想の教室作りに試行錯誤している日本語教
師のために、学習者主体の「心ときめく」授業を
目指した新しい日本語教授法。教師が抱える様々
なオキテを創造的に壊し、学習者の力を最大限に
引き出す秘訣、活動のアイデアが満載。

29

【日本語教育】（日本語教師参考書）



７日でわかる日本語教師のた
めのIT講座 
Word・Excel・PowerPointから画像・動
画編集まで

中澤一亮/畑佐一味

2015年6月　978-4-87424-657-3　C1081
　B5判　174頁　本体1900円+税 

657
なのかでわかるにほんごきょうしのためのあいてぃこうざ
７日でわかる日本語教師のための IT講座.･･････････････30

［著者紹介］文字化け有

中澤.一亮（なかざわ.かずあき）.･･････････････････････････30
畑佐.一味（はたさ.かずみ）.･･････････････････････････30・99

日本語教師にとって必要な ITの基本スキルをや
さしく解説。実際の日本語教師からの声に基づい
ており、頻繁に行う作業を軽減するテクニックが
満載。動画サイトも用意し、紙面だけではわかり
にくい動作も確認できる。

外国人児童生徒の学びを創る
授業実践 
「ことばと教科の力」を育む浜松のとりくみ

齋藤ひろみ/池上摩希子/近田由紀子 編

2015年6月　978-4-87424-662-7　C1081
　A5判　256頁　本体2200円+税 

662
がいこくじんじどうせいとのまなびをつくるじっせんじゅぎょう
外国人児童生徒の学びを創る授業実践.･････････････････30

［著者紹介］文字化け有

齋藤.ひろみ（さいとう.ひろみ）.･･････････････････････････30
池上.摩希子（いけがみ.まきこ）.･･････････････････････････30
近田.由紀子（こんだ.ゆきこ）.････････････････････････････30

浜松市での実例をもとに、外国人の子どもたちの
学びを育む授業づくりを考える。豊富な実践例と
ともに、実践に取り組む方々へのインタビューも
掲載。小中学校・地域の現場で、外国人児童生徒
の教育に関わる教師に必携の一冊。

日本語教育のための文法コロ
ケーションハンドブック 

中俣尚己

2014年11月　978-4-87424-630-6　C1081
　A5判　252頁　本体1800円+税 

630
にほんごきょういくのためのぶんぽうころけーしょんはんどぶっく
日本語教育のための文法コロケーションハンドブック･･･30

中俣.尚己（なかまた.なおき）.･･････････････････ 30・32・52

初級日本語の93の文法項目について「ある文法
項目と一緒に、こういう動詞がよく使われる」と
いう指標を示し、その用法や意味を例文とともに
丁寧に解説。実際の使用と教科書の実態が違う
ケースも。例文づくりの貴重な資料として。

日本語を学ぶ／複言語で育つ 
子どものことばを考えるワークブック

川上郁雄/尾関史/太田裕子

2014年10月　978-4-87424-635-1　C0081
　B5判　132頁　本体1600円+税 

635
にほんごをまなぶ／ふくげんごでそだつ
日本語を学ぶ／複言語で育つ.･･･････････････････････････30

川上.郁雄（かわかみ.いくお）.･･････････････････30・34～37
尾関.史（おぜき.ふみ）.････････････････････････････････････30
太田.裕子（おおた.ゆうこ）.･･･････････････････････････････30

国内外で日本語を学ぶ子どものことばの学びにつ
いて、さまざまなテーマから考えるためのテキス
ト。子どものエピソードやライフストーリーを読
んだり、問いに対して受講生同士が話し合いなが
ら理解を深める。巻末に授業デザイン付き。

私も「移動する子ども」だった 
異なる言語の間で育った子どもたちのラ
イフストーリー

川上郁雄

2010年5月　978-4-87424-474-6　C0037
　四六判　224頁　本体1400円+税 

474
わたしもいどうするこどもだった
私も「移動する子ども」だった.･･･････････････････････････30

川上.郁雄（かわかみ.いくお）.･･････････････････30・34～37

国際化に伴い日本でもその数が急増している「移
動」する（国境を越えて育つ・複数の言語の中で
育つ）子どもたち。現在各方面で活躍する「移動
する子ども」だった大人達が、自身の心の軌跡を
惜しみなく語る対談集。

日本語教師のための評価入門 

近藤ブラウン妃美

2012年6月　978-4-87424-556-9　C3081
　B5判　272頁　本体2800円+税 

556
にほんごきょうしのためのひょうかにゅうもん
日本語教師のための評価入門.･･･････････････････････････30

近藤ブラウン.妃美（こんどうぶらうん.きみ）.･･････30・36

評価がわかれば、日本語指導は変わる。全米最大
の日本語教育機関であるハワイ大学で、長年日本
語教育に携わってきた著者が、「評価」に関する
基礎的な事項から実践の方法まで惜しみなく解
説。授業に役立つ実践例や資料も多数収録。

30
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にほんごきょうしのためのひょうかにゅうもん
日本語教師のための評価入門.･･･････････････････････････30

近藤ブラウン.妃美（こんどうぶらうん.きみ）.･･････30・36

評価がわかれば、日本語指導は変わる。全米最大
の日本語教育機関であるハワイ大学で、長年日本
語教育に携わってきた著者が、「評価」に関する
基礎的な事項から実践の方法まで惜しみなく解
説。授業に役立つ実践例や資料も多数収録。

日本語を教えるための第二言
語習得論入門 

大関浩美 著　白井恭弘 監修

2010年6月　978-4-87424-480-7　C1081
　A5判　216頁　本体1800円+税 

480
にほんごをおしえるためのだいにげんごしゅうとくろんにゅうもん
日本語を教えるための第二言語習得論入門.････････････31

大関.浩美（おおぜき.ひろみ）.･･････････････････ 31・97・99
白井.恭弘（しらい.やすひろ）.･････････････････････････････31

日本語教師にとって「これだけは知っておきた
い！」第二言語習得の考え方をやさしく紹介。学
習者の誤りの原因は？　母語はどんなふうに影響
するのか、習得の順序はあるのか、文法指導に意
味はあるのかなどを、実例をもとに解説。

チュウ太の虎の巻 
日本語教育のためのインターネット活用術

川村よし子

2009年10月　978-4-87424-456-2　C2081
　四六判　110頁　本体1200円+税 

456
ちゅうたのとらのまき
チュウ太の虎の巻.････････････････････････････････････････31

川村.よし子（かわむら.よしこ）.･･････････････････････････31

日本語読解学習支援システム「リーディング チュ
ウ太」。6カ国語辞書ツールや日本語能力試験対
応の語彙・漢字チェッカーなど有用ツールが盛り
沢山。目から鱗の効果的利用法を開発者自らがま
とめた公式ガイドブック。

おたすけタスク 
初級日本語クラスのための文型別タスク集

砂川有里子 監修　石田小百合/加藤紀子/
森田有紀子/和氣圭子 著

2008年1月　978-4-87424-401-2　C0081
　B5判　274頁　本体2800円+税　CD-ROM　1枚付 

401
おたすけたすく
おたすけタスク･･･････････････････････････････････････････31

砂川.有里子（すなかわ.ゆりこ）.･･････････ 14・22・29・31
石田.小百合（いしだ.さゆり）.････････････････････････････31
加藤.紀子（かとう.のりこ）.･･･････････････････････････････31
森田.有紀子（もりた.ゆきこ）.････････････････････････････31
和氣.圭子（わき.けいこ）.･････････････････････････････････31

初級文型を楽しくコミュニカティブに教えるため
のタスク集。教える項目をすぐに探せるよう文型
別に配列し、活動ごとにすぐにコピーして使える
シートやカードを装備。タスク活動を上手く運ぶ
ためのコツを解説したコラムも充実。

教える前に確認しよう！　日
本語文法の要点 
Essentials of Japanese Grammar for Teachers

富田英夫

2007年3月　978-4-87424-371-8　C2081
　A5判　244頁　本体1800円+税 

371
おしえるまえにかくにんしようにほんごぶんぽうのようてん
教える前に確認しよう！　日本語文法の要点.･････････31

富田.英夫（とみた.ひでお）.･･･････････････････････････････31

長年アメリカで日本語教育に携わった著者が、こ
れまでの言語学研究をふまえて書いた日本語文法
書。学習者の視点から従来の文法説明を見直し、
発話の動機がよくわかるように解説。

談話表現ハンドブック 
日本語教育の現場で使える

泉子・K・メイナード

2005年11月　978-4-87424-335-0　C3081
　A5判　522頁　本体3000円+税 

335
だんわひょうげんはんどぶっく
談話表現ハンドブック.･･･････････････････････････････････31

メイナード,.泉子・K（めいなーど.せんこＫ）.･･･････････31

日々刻々と変わる日本語を教育現場でいかに教え
るか？　文学作品・新聞・テレビ・インターネッ
トなどから使われている多様な日本語を集め、談
話の表現効果を詳説。教室で役立つ教え方のツボ
も満載の日本語教師必携ハンドブック。

続日英比較話しことばの文法 

水谷信子

2001年4月　978-4-87424-214-8　C3081
　A5判　180頁　本体2200円+税 

214
ぞくにちえいひかくはなしことばのぶんぽう
続日英比較話しことばの文法.･･･････････････････････････31

水谷.信子（みずたに.のぶこ）.･･････････････････････ 31・105

1985年『日英比較話しことばの文法』の続編。
脚光を浴びるディスコースを中心として見据え、
数量的分析を加えた。話しことばの流動性を捉え、
日本語教育関係の研究者の参考となるよう報告や
観察を提示した。
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現場に役立つ日本語教育研究 山内博之.監修
日本語教育における文法や語彙の指導項目は、必ずしも客観的データに基いて導かれたものとは言えな
い。文法・語彙項目の要・不要や配列が日本語を習得していく上で妥当かどうか、コーパスなどのデー
タを用いて網羅的に検証し、新たな指導項目を提示する。全 6 巻。

. 山内.博之（やまうち.ひろゆき）.･･････････････････････････32.

1▼ データに基づく文法シラバス 

庵功雄/山内博之 編

2015年6月　978-4-87424-663-4　C3081
　A5判　280頁　本体2400円+税 

663
でーたにもとづくぶんぽうしらばす
データに基づく文法シラバス.･･･････････････････････････32

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87
山内.博之（やまうち.ひろゆき）.･･････････････････････････32

日本語教育においてこれまで教師の直観によって
作られていた文法シラバスを、本書ではデータに
基いて科学的かつ多角的に再検討する。その上で

「究極」とも言える初級文法シラバスの内容を提
示する。日本語教育関係者必読の書。

2▼ ニーズを踏まえた語彙シラバス 

森篤嗣 編

2016年10月　978-4-87424-715-0　C3081
　A5判　280頁　本体2400円+税 

715
にーずをふまえたごいしらばす
ニーズを踏まえた語彙シラバス･････････････････････････32

森.篤嗣（もり.あつし）.･････････････････････････ 27・32・96

「言語の習得に必要な語を理念やニーズに基づい
て配列し、学習者に提示するためのもの」である

「語彙シラバス」について、コーパスなどの客観
的データを分析することによって、各ニーズに最
適な語彙シラバスを提案する。

3▼ わかりやすく書ける作文シ
ラバス 

石黒圭 編

2017年12月　978-4-87424-752-5　C3081
　A5判　280頁　本体2400円+税 

752
わかりやすくかけるさくぶんしらばす
わかりやすく書ける作文シラバス.･･････････････････････32
荻原

石黒.圭（いしぐろ.けい）.･･････････････････････ 27・29・32

作文を「わかりやすく書く」ための条件を「正確
で自然な日本語」「流れがスムーズな日本語」「説
得力のある日本語」と捉え、これらの詳細を日本
語母語話者及び学習者の作文分析を通して明らか
にし、「シラバス」として提示する。

5▼ コーパスから始まる例文作り 

中俣尚己 編

2017年6月　978-4-87424-731-0　C3081
　A5判　256頁　本体2400円+税 

731
こーぱすからはじまるれいぶんづくり
コーパスから始まる例文作り.･･･････････････････････････32

中俣.尚己（なかまた.なおき）.･･････････････････ 30・32・52

日本語教師が説明に困るような「中上級のアカデ
ミックライティングなどで必要となる項目」につ
いて、コロケーションとコンテクストに注目して
その使用実態を記述。日本語教師が日々の授業で
使用する例文を作る際のヒントを示す。

6▼ 語から始まる教材作り 

岩田一成 編

2018年10月　978-4-87424-781-5　C3081
　A5判　272頁　本体2400円+税 

781
ごからはじまるきょうざいづくり
語から始まる教材作り.･･･････････････････････････････････32
荻原

岩田.一成（いわた.かずなり）.････････････････････････32・47

「語彙を中心にして教材を作ってみたらどうなる
か」という共通課題で取り組んだ論文集。話題別
やニーズ別に整理された語彙リストを活用し、従
来の文法中心の日本語教育に代わる将来のあるべ
き姿「語彙重視の日本語教育」を提案する。
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現場に役立つ日本語教育研究 山内博之.監修
日本語教育における文法や語彙の指導項目は、必ずしも客観的データに基いて導かれたものとは言えな
い。文法・語彙項目の要・不要や配列が日本語を習得していく上で妥当かどうか、コーパスなどのデー
タを用いて網羅的に検証し、新たな指導項目を提示する。全 6 巻。

. 山内.博之（やまうち.ひろゆき）.･･････････････････････････32.

1▼ データに基づく文法シラバス 

庵功雄/山内博之 編

2015年6月　978-4-87424-663-4　C3081
　A5判　280頁　本体2400円+税 

663
でーたにもとづくぶんぽうしらばす
データに基づく文法シラバス.･･･････････････････････････32

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87
山内.博之（やまうち.ひろゆき）.･･････････････････････････32

日本語教育においてこれまで教師の直観によって
作られていた文法シラバスを、本書ではデータに
基いて科学的かつ多角的に再検討する。その上で

「究極」とも言える初級文法シラバスの内容を提
示する。日本語教育関係者必読の書。

2▼ ニーズを踏まえた語彙シラバス 

森篤嗣 編

2016年10月　978-4-87424-715-0　C3081
　A5判　280頁　本体2400円+税 

715
にーずをふまえたごいしらばす
ニーズを踏まえた語彙シラバス･････････････････････････32

森.篤嗣（もり.あつし）.･････････････････････････ 27・32・96

「言語の習得に必要な語を理念やニーズに基づい
て配列し、学習者に提示するためのもの」である

「語彙シラバス」について、コーパスなどの客観
的データを分析することによって、各ニーズに最
適な語彙シラバスを提案する。

3▼ わかりやすく書ける作文シ
ラバス 

石黒圭 編

2017年12月　978-4-87424-752-5　C3081
　A5判　280頁　本体2400円+税 

752
わかりやすくかけるさくぶんしらばす
わかりやすく書ける作文シラバス.･･････････････････････32
荻原

石黒.圭（いしぐろ.けい）.･･････････････････････ 27・29・32

作文を「わかりやすく書く」ための条件を「正確
で自然な日本語」「流れがスムーズな日本語」「説
得力のある日本語」と捉え、これらの詳細を日本
語母語話者及び学習者の作文分析を通して明らか
にし、「シラバス」として提示する。

5▼ コーパスから始まる例文作り 

中俣尚己 編

2017年6月　978-4-87424-731-0　C3081
　A5判　256頁　本体2400円+税 

731
こーぱすからはじまるれいぶんづくり
コーパスから始まる例文作り.･･･････････････････････････32

中俣.尚己（なかまた.なおき）.･･････････････････ 30・32・52

日本語教師が説明に困るような「中上級のアカデ
ミックライティングなどで必要となる項目」につ
いて、コロケーションとコンテクストに注目して
その使用実態を記述。日本語教師が日々の授業で
使用する例文を作る際のヒントを示す。

6▼ 語から始まる教材作り 

岩田一成 編

2018年10月　978-4-87424-781-5　C3081
　A5判　272頁　本体2400円+税 

781
ごからはじまるきょうざいづくり
語から始まる教材作り.･･･････････････････････････････････32
荻原

岩田.一成（いわた.かずなり）.････････････････････････32・47

「語彙を中心にして教材を作ってみたらどうなる
か」という共通課題で取り組んだ論文集。話題別
やニーズ別に整理された語彙リストを活用し、従
来の文法中心の日本語教育に代わる将来のあるべ
き姿「語彙重視の日本語教育」を提案する。

言語学と日本語教育
日本語実用言語学国際会議（ICPLJ）の講演や発表を中心に構成された論文集。自然発話とデータ収集
の方法論を中心に編纂され、認知言語科学や社会科学としての言語学だけでなく、実践的な日本語指導
を向上させていくための論文を集めている。全 6 巻（完結・品切あり）。

. 掲載無し.

言語学と日本語教育Ⅱ 
在庫僅少

南雅彦/アラム佐々木幸子 編

2001年4月　978-4-87424-217-9　C3081
　A5判　358頁　本体3500円+税 

217
げんごがくとにほんごきょういく 2
言語学と日本語教育.Ⅱ・・Ⅵ.･･････････････････････････33

南.雅彦（みなみ.まさひこ）.････････････････････ 33・85・86
アラム.佐々木.幸子（あらむ.ささき.ゆきこ）.････････････33

【目次】まえがき　南雅彦／日本語の非規範的構文
について　柴谷方良／「今」の対応物を同定する

「今ごろ」について　田窪行則／「燃やしたけれ
ど燃えなかった」のはなぜ？　アラム佐々木幸子
／ほか

言語学と日本語教育Ⅴ 
在庫僅少

南雅彦 編

2007年10月　978-4-87424-384-8　C3081
　A5判　304頁　本体3800円+税 

384
げんごがくとにほんごきょういく 5
言語学と日本語教育.Ⅱ・・Ⅵ.･･････････････････････････33

南.雅彦（みなみ.まさひこ）.････････････････････ 33・85・86

【目次】「痛み」の擬態語をめぐる音象徴：英語話
者が語音から感じ取る「痛み」　岩崎典子・デイ
ビッド ヴィンソン／形式名詞の機能：「の」「こ
と」の本質をめぐって　ジョンソン由紀／ほか

言語学と日本語教育Ⅵ 

南雅彦 編

2010年6月　978-4-87424-479-1　C3081
　A5判　280頁　本体3800円+税 

479
げんごがくとにほんごきょういく 6
言語学と日本語教育.Ⅱ・・Ⅵ.･･････････････････････････33

［目次］文字化け有

南.雅彦（みなみ.まさひこ）.････････････････････ 33・85・86

【目次】現代日本語の「役割語」：ステレオタイプ
的話体の研究　金水敏／「が・の」交替現象の背
景：空範疇構造と名詞性　吉村紀子・仁科明／格
助詞の学習・指導における投射モデルの応用　秋
葉多佳子・堀江薫・白井恭弘／ほか

リテラシーズ リテラシーズ研究会.編
前身の『21 世紀の「日本事情」』を受けて、知識・能力の別を超え、複数のリテラシーズ育成にむけた、
新たな言語教育の方向性を提案する学術研究誌。「ことば・文化・社会の日本語教育へ」という理念を
発信する。第 4 号で完結。以後 WEB 版にて公開。

. リテラシーズ研究会. .･･･････････････････････････････33・34.

リテラシーズ1 
ことば・文化・社会の日本語教育へ

リテラシーズ研究会 編

2005年5月　978-4-87424-322-0　C3337
　A5判　144頁　本体1800円+税 

322
りてらしーず１
リテラシーズ.1～4.･･････････････････････････････････････33

リテラシーズ研究会. .･･･････････････････････････････33・34

【目次】ラング・パロール往還文化論序説：新しい
「日本事情」教育の可能性　三代純平／対話教育
としての日本語教育についての考察：〈声〉を発
し，響き合わせるために　矢部まゆみ／ほか

33
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リテラシーズ2 
ことば・文化・社会の日本語教育へ
在庫僅少

リテラシーズ研究会 編

2006年7月　978-4-87424-351-0　C3377
　A5判　179頁　本体1800円+税 

351
りてらしーず２
リテラシーズ.1～4.･･････････････････････････････････････34

リテラシーズ研究会. .･･･････････････････････････････33・34

【目次】韓国外国語高校における批判的日本語教育
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どもの言語発達・教育に関する悩み・疑問につい
て、気鋭の執筆陣と共に考える。海外で子育てを
する親や継承日本語教育に携わる教育者に。

学習者コーパスと日本語教育研究 
新刊

野田尚史/迫田久美子 編

2019年5月　978-4-87424-800-3　C3081
　A5判　204頁　本体2700円+税 
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がくしゅうしゃこーぱすとにほんごきょういくけんきゅう
学習者コーパスと日本語教育研究.･･････････････････････36
荻原

野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

迫田.久美子（さこだ.くみこ）.･･･････････････････････27・36

近年様々な日本語学習者コーパスが作成されてい
る。それをどのように活用すべきか、また今後必
要とされる学習者コーパスはどのようなものか。
この2点について新たな考察を加え提言を行う。
今後の日本語教育研究の方向を示す1冊。

中国語母語話者のための漢字
語彙研究 
母語知識を活かした教育をめざして
新刊

小室リー郁子

2019年4月　978-4-87424-796-9　C3081
　A5判　296頁　本体3400円+税 

796
ちゅうごくごぼごわしゃのためのかんじごいけんきゅう
中国語母語話者のための漢字語彙研究.･････････････････36
坂本 
http://www.9640.jp/books_796/

小室.リー.郁子（こむろ.りー.いくこ）.･･････････････18・36

漢字圏の学習者は、漢字語彙に関して何を知って
いて、何を知らないのか。日中の漢字語彙の類似
点および相違点を明らかにし、母語知識を活かし
た漢字語彙教育の重要性を提案。日本語教育に活
かせる「日中対照語彙リスト」も公開。

大学と社会をつなぐライティ
ング教育 

村岡貴子/鎌田美千子/仁科喜久子 編著
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　A5判　232頁　本体2700円+税 
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だいがくとしゃかいをつなぐらいてぃんぐきょういく
大学と社会をつなぐライティング教育.･････････････････36
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大学での教育から社会での実務に至るまで、そこ
で必要なライティングについてさまざまな観点か
ら論じる。SNSでの意思疎通が日常となった現況
において、社会で活躍する人材の育成のため、大
学で求められているライティング教育とは。

移動とことば 

川上郁雄/三宅和子/岩﨑典子 編

2018年8月　978-4-87424-774-7　C3080
　A5判　304頁　本体3200円+税 
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多様な越境が常態となった今日、「移動」という
視点抜きに、流動的な「ことば」を語ることはで
きない。インタビューやライフストーリーをもと
に、複数言語環境の中で移動する人々の、他者と
の関係性、言語経験・記憶を解き明かす。
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「移動する子どもたち」のこと
ばの教育学 

川上郁雄
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　A5判　288頁　本体3600円+税 
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いどうするこどもたちのことばのきょういくがく
「移動する子どもたち」のことばの教育学.･･････････････37

川上.郁雄（かわかみ.いくお）.･･････････････････30・34～37

「移動する子どもたち」のことばの教育と生き方
をテーマとし、日本において日本語を第二言語と
して学ぶ JSL児童生徒を取り上げる。彼らのこと
ばの教育と自己形成をどのように捉え、どのよう
な教育実践を行うべきかを追究。

習ったはずなのに使えない文法 

江田すみれ/堀恵子 編

2017年10月　978-4-87424-743-3　C3081
　A5判　242頁　本体2500円+税 
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ならったはずなのにつかえないぶんぽう
習ったはずなのに使えない文法･････････････････････････37

江田.すみれ（ごうだ.すみれ）.･･･････････････････････37・55
堀.恵子（ほり.けいこ）.････････････････････････････････････37

教師の教えたつもり、学習者の覚えたつもりをど
う解決していくか。「習ったはずなのに使えない」
日本語の文法項目をとりあげ論じていく研究論
集。砂川有里子・太田陽子・高梨信乃・増田真理
子・牧原功・石黒圭・仁科喜久子ほか。

公共日本語教育学 
社会をつくる日本語教育

川上郁雄 編

2017年6月　978-4-87424-733-4　C3081
　A5判　264頁　本体2400円+税 

733
こうきょうにほんごきょういくがく
公共日本語教育学.････････････････････････････････････････37

川上.郁雄（かわかみ.いくお）.･･････････････････30・34～37

人とことばと社会を視点に、どのような社会を築
けるか。日本語教育を通じて探究していく実践の
学。周辺領域の専門家による5つの講演会をまと
めた第1部のほか、15本の教育実践を紹介。日本
語教育の社会的役割とは。

日本語教材研究の視点 
新しい教材研究論の確立をめざして

吉岡英幸/本田弘之 編
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　A5判　240頁　本体2400円+税 
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日本語教材研究の視点.･･･････････････････････････････････37

吉岡.英幸（よしおか.ひでゆき）.･･････････････････････････37
本田.弘之（ほんだ.ひろゆき）.････････････････････････26・37

日本語教材を多角的に捉え、どのような視点から
研究が可能であるかを検討する入門書。日本語教
材の歴史、第二言語習得やコーパスの視点から見
た分析、教材と教員の役割など、全9章。「日本
語教材目録データベース」の解説も収録。

「評価」を持って街に出よう 
「教えたこと・学んだことの評価」という
発想を超えて

宇佐美洋 編

2016年1月　978-4-87424-686-3　C3081
　A5判　368頁　本体3600円+税 

686
ひょうかをもってまちにでよう
「評価」を持って街に出よう.･･････････････････････････････37

宇佐美.洋（うさみ.よう）.･････････････････････････････････37

教室外の社会生活においても日常的に行われる
「評価」の視点に着目。評価価値観の形成と変容
や、言語（変種）に対する評価と言語行動など、
言語評価について幅広く研究した論文集。さまざ
まな視点から評価を考える。

日本語教育のための言語テス
トガイドブック 

李在鎬 編

2015年3月　978-4-87424-652-8　C3081
　A5判　248頁　本体2400円+税 

652
にほんごきょういくのためのげんごてすとがいどぶっく
日本語教育のための言語テストガイドブック.･････････37

李.在鎬（り.じぇほ）.･･･････････････････････････ 29・37・83

日本語能力試験、BJTビジネス日本語能力テスト、
OPIなど、運用中または開発中の大規模日本語テ
ストについて、その開発者、開発に関与した研究
者たちが、テストの背景・目的・開発プロセス・
運用実績などを分かりやすく紹介。
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「グローバル人材」再考 
言語と教育から日本の国際化を考える

西山教行/平畑奈美 編著

2014年12月　978-4-87424-639-9　C3036
　A5判　304頁　本体2700円+税 
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ぐろーばるじんざいさいこう
「グローバル人材」再考.･･･････････････････････････････････38

西山.教行（にしやま.のりゆき）.･･･････････････ 34・35・38
平畑.奈美（ひらはた.なみ）.･･･････････････････････････････38

鈴木孝夫・當作靖彦・大木充による鼎談「グロー
バル人材と日本語」収録。グローバル人材を日本
語との関わりから捉え、日本語教育と外国語教育
の専門家たちが論じた画期的研究書。真のグロー
バル人材育成に必要な人・教育・政策とは。

日本語教育のためのコミュニ
ケーション研究 

野田尚史 編
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　A5判　232頁　本体2400円+税 
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にほんごきょういくのためのこみゅにけーしょんけんきゅう
日本語教育のためのコミュニケーション研究.･････････38

野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

「日本語教育をコミュニケーション重視のものに
するには、目的に合わせた研究が必要だ」。日本
語教育に役立つ研究を具体的に示し、新たな日本
語教育学の構築を目指す。

コミュニケーションのための
日本語教育文法 
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334
こみゅにけーしょんのためのにほんごきょういくぶんぽう
コミュニケーションのための日本語教育文法.･････････38

野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

文法が変わらなければ、日本語教育は変わらな
い！　コミュニケーション重視の新しい「日本語
教育文法」のための10章からなる提言。日本語
教育関係者必読の一冊。

戦後の国家と日本語教育 

山本冴里

2014年6月　978-4-87424-621-4　C1037
　A5判　360頁　本体3500円+税 

621
せんごのこっかとにほんごきょういく
戦後の国家と日本語教育.････････････････････････････････38

山本.冴里（やまもと.さえり）.･･････････････････････ 38・101

戦後の国家政策の中で、日本語教育はどのような
意味を持たされてきたのか。大きな政治的影響力
を持つ人々が日本語教育に期待した役割を、彼ら
が日本語教育に与えた意味の歴史とともにたどっ
ていく。歴史小説のように面白い。

戦後日本語教育学とナショナ
リズム 
「思考様式言説」に見る包摂と差異化の論理

牲川波都季

2012年2月　978-4-87424-545-3　C3037
　A5判　244頁　本体3000円+税 

545
せんごにほんごきょういくがくとなしょなりずむ
戦後日本語教育学とナショナリズム.･･･････････････････38

牲川.波都季（せがわ.はづき）.･････････････････ 27・34・38

日本語教育学が織りなしてきたナショナリズムの
論理とは？　学習者の包摂／差異化を正当化する
言説、その連綿と続く絡まりを、戦後60年にわ
たる日本語教育学の事例から解きほぐしていく。
メタ日本語教育学の始動をつげる一冊。

外国語としての日本語教育 
多角的視野に基づく試み

畑佐由紀子 編

2008年5月　978-4-87424-417-3　C3081
　A5判　320頁　本体3800円+税 

417
がいこくごとしてのにほんごきょういく
外国語としての日本語教育.･･････････････････････････････38

畑佐.由紀子（はたさ.ゆきこ）.･････････････････ 29・38・99

2007 年 に ア イ オ ワ 大 学 で 開 催 さ れ た Central 
Association of Teachers of Japanese（CATJ）第19回
大会における発表論文のうち、査読に通過した12
本と基調講演等をまとめた論文集。【目次】米国にお
ける外国語としての日本語教育　畑佐由紀子／ほか

38
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「グローバル人材」再考 
言語と教育から日本の国際化を考える

西山教行/平畑奈美 編著

2014年12月　978-4-87424-639-9　C3036
　A5判　304頁　本体2700円+税 

639
ぐろーばるじんざいさいこう
「グローバル人材」再考.･･･････････････････････････････････38

西山.教行（にしやま.のりゆき）.･･･････････････ 34・35・38
平畑.奈美（ひらはた.なみ）.･･･････････････････････････････38

鈴木孝夫・當作靖彦・大木充による鼎談「グロー
バル人材と日本語」収録。グローバル人材を日本
語との関わりから捉え、日本語教育と外国語教育
の専門家たちが論じた画期的研究書。真のグロー
バル人材育成に必要な人・教育・政策とは。

日本語教育のためのコミュニ
ケーション研究 

野田尚史 編

2012年5月　978-4-87424-555-2　C3081
　A5判　232頁　本体2400円+税 

555
にほんごきょういくのためのこみゅにけーしょんけんきゅう
日本語教育のためのコミュニケーション研究.･････････38

野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

「日本語教育をコミュニケーション重視のものに
するには、目的に合わせた研究が必要だ」。日本
語教育に役立つ研究を具体的に示し、新たな日本
語教育学の構築を目指す。

コミュニケーションのための
日本語教育文法 

野田尚史 編

2005年10月　978-4-87424-334-3　C3081
　A5判　232頁　本体2400円+税 

334
こみゅにけーしょんのためのにほんごきょういくぶんぽう
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野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

文法が変わらなければ、日本語教育は変わらな
い！　コミュニケーション重視の新しい「日本語
教育文法」のための10章からなる提言。日本語
教育関係者必読の一冊。

戦後の国家と日本語教育 

山本冴里

2014年6月　978-4-87424-621-4　C1037
　A5判　360頁　本体3500円+税 
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せんごのこっかとにほんごきょういく
戦後の国家と日本語教育.････････････････････････････････38

山本.冴里（やまもと.さえり）.･･････････････････････ 38・101

戦後の国家政策の中で、日本語教育はどのような
意味を持たされてきたのか。大きな政治的影響力
を持つ人々が日本語教育に期待した役割を、彼ら
が日本語教育に与えた意味の歴史とともにたどっ
ていく。歴史小説のように面白い。

戦後日本語教育学とナショナ
リズム 
「思考様式言説」に見る包摂と差異化の論理

牲川波都季

2012年2月　978-4-87424-545-3　C3037
　A5判　244頁　本体3000円+税 

545
せんごにほんごきょういくがくとなしょなりずむ
戦後日本語教育学とナショナリズム.･･･････････････････38

牲川.波都季（せがわ.はづき）.･････････････････ 27・34・38

日本語教育学が織りなしてきたナショナリズムの
論理とは？　学習者の包摂／差異化を正当化する
言説、その連綿と続く絡まりを、戦後60年にわ
たる日本語教育学の事例から解きほぐしていく。
メタ日本語教育学の始動をつげる一冊。

外国語としての日本語教育 
多角的視野に基づく試み

畑佐由紀子 編

2008年5月　978-4-87424-417-3　C3081
　A5判　320頁　本体3800円+税 

417
がいこくごとしてのにほんごきょういく
外国語としての日本語教育.･･････････････････････････････38

畑佐.由紀子（はたさ.ゆきこ）.･････････････････ 29・38・99

2007 年 に ア イ オ ワ 大 学 で 開 催 さ れ た Central 
Association of Teachers of Japanese（CATJ）第19回
大会における発表論文のうち、査読に通過した12
本と基調講演等をまとめた論文集。【目次】米国にお
ける外国語としての日本語教育　畑佐由紀子／ほか

日本語学
日本語学入門

. 掲載無し.

わかりやすい日本語 

野村雅昭/木村義之 編

2016年10月　978-4-87424-713-6　C1081
　A5判　290頁　本体2800円+税 

713
わかりやすいにほんご
わかりやすい日本語.･････････････････････････････････････39

野村.雅昭（のむら.まさあき）.･････････････････････････････39
木村.義之（きむら.よしゆき）.･････････････････････････････39

医療・福祉・放送などの現場の日本語、標識・看
板や災害時の伝達手段としての日本語など、様々
な日本語について、文の構造、語彙の選択、表記
の揺れなどを「わかりやすさ」の観点から検証、
日本語の今と今後のあるべき姿を考える。

ワークブック　日本語の歴史 

岡﨑友子/森勇太

2016年10月　978-4-87424-706-8　C1081
　B5判　144頁（別冊4頁）　本体1500円+税 

706
わーくぶっくにほんごのれきし
ワークブック　日本語の歴史.･･･････････････････････････39

岡﨑.友子（おかざき.ともこ）.････････････････････････39・51
森.勇太（もり.ゆうた）.･･･････････････････････････････39・51

日本語の歴史について上代から現代まで学べる
書き込み式ワークブック。全30講。各講見開き2
ページで構成。基礎から応用まで含み、幅広い学
習者に対応。用語解説や文献紹介も適宜補われて
いる。解答・切り取って使える課題付き。

日本語学の教え方 
教育の意義と実践

福嶋健伸/小西いずみ 編

2016年6月　978-4-87424-698-6　C3081
　A5判　272頁　本体2200円+税 

698
にほんごがくのおしえかた
日本語学の教え方.････････････････････････････････････････39

福嶋.健伸（ふくしま.たけのぶ）.･･････････････････････････39
小西.いずみ（こにし.いずみ）.････････････････････････････39

今後の日本語学界の未来は「良い日本語学教育」
にかかっている！　では「良い日本語学教育」と
は何か。それを議論するきっかけとして、各執筆
者が考える日本語学教育の意義、そしてそれを踏
まえた授業実践を紹介。関係者必読の書。

日本語文法ファイル 
日本語学と言語学からのアプローチ

鈴木孝明

2015年6月　978-4-87424-661-0　C1081
　A5判　216頁　本体1600円+税 

661
にほんごぶんぽうふぁいる
日本語文法ファイル.･････････････････････････････････････39

鈴木.孝明（すずき.たかあき）.･････････････････ 39・97・100

日本語学を理解するために必要な情報だけを厳
選。多くの用語で混乱しないよう、専門用語の配
置の仕方にも留意。日本語学と一般言語学の両方
の基礎知識をまとめて得られる。練習問題、用語
相互参照、キーワード、索引付。

日本語文法練習帳 

山田敏弘

2015年6月　978-4-87424-655-9　C0081
　B5判　120頁　本体1200円+税 

655
にほんごぶんぽうれんしゅうちょう
日本語文法練習帳.････････････････････････････････････････39

［著者紹介］文字化け有

山田.敏弘（やまだ.としひろ）.････････････････････････39・40

学校文法をもとに、現代日本語の文法を丁寧に解
説。作文の誤りを直したり、古典文学や身近な作
品を読み解いたり、多様な問題を解きながら、役
立つ文法を楽しく学べる。『国語教師が知ってお
きたい日本語文法』のワークブック編。

39

【日本語学】（日本語学入門）



国語教師が知っておきたい日
本語文法 

山田敏弘

2004年8月　978-4-87424-310-7　C1081
　A5判　200頁　本体1600円+税 

310
こくごきょうしがしっておきたいにほんごぶんぽう
国語教師が知っておきたい日本語文法.･････････････････40

山田.敏弘（やまだ.としひろ）.････････････････････････39・40

学校の文法がつまらなく思えるのはなぜだろう
か？　覚えなければならない性質の強すぎる文法
を見直し、知識としてだけでなく考えるため土台
としての文法を提案する日本語文法入門書。

国語教師が知っておきたい日本
語音声・音声言語　改訂版 

山田敏弘

2013年4月　978-4-87424-583-5　C1081
　A5判　200頁　本体1600円+税 

583
こくごきょうしがしっておきたいにほんごおんせいおんせいげんごかいて
いばん
国語教師が知っておきたい日本語音声・音声言語　
改訂版.･･････････････････････････････････････････････････40

坂本 
http://www.9640.jp/kokugok/

山田.敏弘（やまだ.としひろ）.････････････････････････39・40

平成24年度に施行された新学習指導要領に合わ
せて、初版より一部の内容を書き換えた改訂版。
国語教師が、日本語の音声の特徴を正しく理解し、
コミュニケーション方法の知識を得ることで、よ
り児童に伝わる授業に。

やさしい日本語のしくみ 

庵功雄/日高水穂/前田直子/山田敏弘/
大和シゲミ

2003年10月　978-4-87424-284-1　C1081
　A5判　104頁　本体1000円+税 

284
やさしいにほんごのしくみ
やさしい日本語のしくみ.････････････････････････････････40

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87
日高.水穂（ひだか.みずほ）.･･･････････････････････････････40
前田.直子（まえだ.なおこ）.･･････････････････････････40・57
山田.敏弘（やまだ.としひろ）.････････････････････････39・40
大和.シゲミ（やまと.しげみ）.････････････････････････････40

これから日本語学の勉強を始める人や日本語教師
になる人のための、日本語入門の最新の教科書。
重要かつ興味深いトピックを厳選し、平易であり
ながら最新の研究の成果もきちんと押さえた好
著。

日本語の発音教室 

田中真一/窪薗晴夫

1999年10月　978-4-87424-176-9　C3081
　B5判　192頁　本体2000円+税　音声CD　1枚付 

176
にほんごのはつおんきょうしつ
日本語の発音教室.････････････････････････････････････････40

田中.真一（たなか.しんいち）.････････････････････････40・57
窪薗.晴夫（くぼぞの.はるお）.･･････････････････ 40・50・78

発音はルールによって行われている！　音声学／
音韻論の理論を生かして日本語の発音を正確に理
解する。日本語の発音を通して日本語の音声学を
学ぶ。

24週日本語文法ツアー 

益岡隆志

1993年10月　978-4-87424-084-7　C3081
　A5判　176頁　本体2200円+税 

84
にじゅうよんしゅうにほんごぶんぽうつあー
24週日本語文法ツアー.･･････････････････････････････････40

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

日本語文法全体を眺める作業をツアーに例え、著
者自らがガイドになり、各名所を解説。学問的に
も優れた日本語の啓蒙書。小社刊『基礎日本語文
法』と併読することにより、より理解が深まる。

基礎日本語文法・改訂版 

益岡隆志/田窪行則

1992年5月　978-4-87424-066-3　C3081
　A5判　264頁　本体2200円+税 

66
きそにほんごぶんぽう・かいていばん
基礎日本語文法・改訂版.････････････････････････････････40

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

田窪.行則（たくぼ.ゆきのり）
.･･････････････････････････40・44・45・52・54・56・59

説明文を簡潔に、見た目をすっきりとするよう心
がけた日本語文法の教科書のベストセラー。「動
詞」「形容詞」「助動詞」などの節をさらに「基本
的性格」「分類」などに細分化。文法知識を体系
的整理するのに便利。

40

【日本語学】（日本語学入門）



国語教師が知っておきたい日
本語文法 

山田敏弘

2004年8月　978-4-87424-310-7　C1081
　A5判　200頁　本体1600円+税 

310
こくごきょうしがしっておきたいにほんごぶんぽう
国語教師が知っておきたい日本語文法.･････････････････40

山田.敏弘（やまだ.としひろ）.････････････････････････39・40

学校の文法がつまらなく思えるのはなぜだろう
か？　覚えなければならない性質の強すぎる文法
を見直し、知識としてだけでなく考えるため土台
としての文法を提案する日本語文法入門書。

国語教師が知っておきたい日本
語音声・音声言語　改訂版 

山田敏弘

2013年4月　978-4-87424-583-5　C1081
　A5判　200頁　本体1600円+税 

583
こくごきょうしがしっておきたいにほんごおんせいおんせいげんごかいて
いばん
国語教師が知っておきたい日本語音声・音声言語　
改訂版.･･････････････････････････････････････････････････40

坂本 
http://www.9640.jp/kokugok/

山田.敏弘（やまだ.としひろ）.････････････････････････39・40

平成24年度に施行された新学習指導要領に合わ
せて、初版より一部の内容を書き換えた改訂版。
国語教師が、日本語の音声の特徴を正しく理解し、
コミュニケーション方法の知識を得ることで、よ
り児童に伝わる授業に。

やさしい日本語のしくみ 

庵功雄/日高水穂/前田直子/山田敏弘/
大和シゲミ

2003年10月　978-4-87424-284-1　C1081
　A5判　104頁　本体1000円+税 

284
やさしいにほんごのしくみ
やさしい日本語のしくみ.････････････････････････････････40

庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87
日高.水穂（ひだか.みずほ）.･･･････････････････････････････40
前田.直子（まえだ.なおこ）.･･････････････････････････40・57
山田.敏弘（やまだ.としひろ）.････････････････････････39・40
大和.シゲミ（やまと.しげみ）.････････････････････････････40

これから日本語学の勉強を始める人や日本語教師
になる人のための、日本語入門の最新の教科書。
重要かつ興味深いトピックを厳選し、平易であり
ながら最新の研究の成果もきちんと押さえた好
著。

日本語の発音教室 

田中真一/窪薗晴夫

1999年10月　978-4-87424-176-9　C3081
　B5判　192頁　本体2000円+税　音声CD　1枚付 

176
にほんごのはつおんきょうしつ
日本語の発音教室.････････････････････････････････････････40

田中.真一（たなか.しんいち）.････････････････････････40・57
窪薗.晴夫（くぼぞの.はるお）.･･････････････････ 40・50・78

発音はルールによって行われている！　音声学／
音韻論の理論を生かして日本語の発音を正確に理
解する。日本語の発音を通して日本語の音声学を
学ぶ。

24週日本語文法ツアー 

益岡隆志

1993年10月　978-4-87424-084-7　C3081
　A5判　176頁　本体2200円+税 

84
にじゅうよんしゅうにほんごぶんぽうつあー
24週日本語文法ツアー.･･････････････････････････････････40

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

日本語文法全体を眺める作業をツアーに例え、著
者自らがガイドになり、各名所を解説。学問的に
も優れた日本語の啓蒙書。小社刊『基礎日本語文
法』と併読することにより、より理解が深まる。

基礎日本語文法・改訂版 

益岡隆志/田窪行則

1992年5月　978-4-87424-066-3　C3081
　A5判　264頁　本体2200円+税 

66
きそにほんごぶんぽう・かいていばん
基礎日本語文法・改訂版.････････････････････････････････40

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

田窪.行則（たくぼ.ゆきのり）
.･･････････････････････････40・44・45・52・54・56・59

説明文を簡潔に、見た目をすっきりとするよう心
がけた日本語文法の教科書のベストセラー。「動
詞」「形容詞」「助動詞」などの節をさらに「基本
的性格」「分類」などに細分化。文法知識を体系
的整理するのに便利。

はじめての人の日本語文法 

野田尚史

1991年3月　978-4-87424-053-3　C3081
　A5判　240頁　本体2200円+税 

53
はじめてのひとのにほんごぶんぽう
はじめての人の日本語文法.･･････････････････････････････41

野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

日本語の文法について易しく述べた初心者向け教
科書。各テーマの最後に付いた「復習」「発展」「研
究」は必要に応じて利用でき、初心者向けであり
ながら、レポートや卒業論文のテーマの参考にも
なる。

三上章著作 三上章
現代的観点からもその功績が高く評価され、時代を経て今なお脚光を浴びる三上章の研究。代表的な著
作である『象は鼻が長い』をはじめ、その成果を整った形で刊行。完結（品切あり）。

. 三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42.

現代語法新説 

三上章

1972年8月　978-4-87424-264-3　C3081
　B6判　408頁　本体3400円+税 

264
げんだいごほうしんせつ
現代語法新説.･････････････････････････････････････････････41

三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42

当時の学界を話題を独占した『現代語法序説』。
その斬新に満ちた前作を体系化しようとする試
み。序　金田一春彦。【目次】文法用語など／何を
単語と見なすか／名詞／動詞／形容詞と副詞／代
名詞と承前詞／ほか

象は鼻が長い 
日本文法入門

三上章

1960年10月　978-4-87424-117-2　C3081
　B6判　272頁　本体2200円+税 

117
ぞうははながながい
象は鼻が長い.･････････････････････････････････････････････41

三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42

二重主語問題の代表的例文を書名に、鮮やかな変
形操作と千以上の生きた例文を駆使し「ハ」の本
質を明らかにしたベストセラー。現在の日本語学
研究に海外にまで大きな影響をもたらした一冊。
三上章の代表作。

文法小論集 

三上章

1970年12月　978-4-87424-186-8　C3081
　B6判　228頁　本体2000円+税 

186
ぶんぽうしょうろんしゅう
文法小論集.････････････････････････････････････････････････41

三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42

ハーバード大学から帰国後にまとめた、変形文法
との交流を示す晩年の論集。生前の最期の単行
本。【目次】文法と文法教育／変説のおわび／文型
／Topic-Comment／Subjective／敬語法内外／主
格と対格／ほか

日本語の構文 

三上章

1963年12月　978-4-87424-267-4　C3081
　B6判　192頁　本体2200円+税 

267
にほんごのこうぶん
日本語の構文.･････････････････････････････････････････････41

三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42

これまでの三上の著作や、当時の新しい研究者に
よって、文法の捉え方は大きくかわってきてい
た。これまでの構文様式の根本的相違を認識しつ
つも、動詞のカテゴリーやセンテンスの区切り方
の規定を独自の発想で展開。

41

【日本語学】（日本語学入門 ／三上章著作）



構文の研究 

三上章

2002年12月　978-4-87424-260-5　C3081
　A5判　192頁　本体2800円+税 

260
こうぶんのけんきゅう
構文の研究.････････････････････････････････････････････････42

三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42

解題　益岡隆志【目次】《序論》文法の単位／活用
形《本論》コトの類型／題述関係／ムウド／テン
ス／スタイル／係り係られ（構造式／単式と複式
／軟式と硬式／フレエズ／副詞／ゆるやかな係
り）引用法／間投詞など

三上章論文集 

三上章

1975年6月　978-4-87424-526-2　C3081
　A5判　478頁　本体9500円+税 

526
みかみあきらろんぶんしゅう
三上章論文集.･････････････････････････････････････････････42

三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42

75年初版刊行の論文集が限定部数で復刊。三上
章著作集（全８巻）の索引付。【目次】「語法研究
への一提試」／語法研究の不振／連体と連用／動
詞の境遇性／敬語法の境界線／述語としての体言
／用言の種類／代名詞の問題／ほか

日本語のシンタクスと意味 寺村秀夫
日本語の文法研究とその教育実践に大きな功績を残した寺村秀夫の代表的著作。日本語教育の現場にい
た著者が、伝統的な国語学説ではなく、日本語自体がもっている理屈を客観的に説明することを試みた
成果がまとめられている。全 3 巻（完結・Ⅲは関係者により補訂）。

. 寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43.

日本語のシンタクスと意味Ⅰ 

寺村秀夫

1982年11月　978-4-87424-002-1　C3081
　A5判　330頁　本体3800円+税 

2
にほんごのしんたくすといみ 1
日本語のシンタクスと意味.Ⅰ～Ⅲ.･････････････････････42

寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43

【目次】文の基本的構成（発話、形態、形態素／文
と単語／文の構成要素／品詞間の連続性）／コト
の類型（動的事象の描写／感情表現／存在の表現
／ほか）／態―格の移動と述語の形態との相関

（受動態／可能態／自発態／ほか）

日本語のシンタクスと意味Ⅱ 

寺村秀夫

1984年9月　978-4-87424-003-8　C3081
　A5判　368頁　本体3800円+税 

3
にほんごのしんたくすといみ 2
日本語のシンタクスと意味.Ⅰ～Ⅲ.･････････････････････42

［目次］文字化け有

寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43

【目次】活用（構文要素としての活用／活用の形態
的体系／各活用形の用法とムード）／確言の文

（確言のムード／時間と無関係な確言的陳述／陳
述の時制－テンス／動的事象の諸相－アスペクト
／従属節のテンス、アスペクト）／ほか

日本語のシンタクスと意味Ⅲ 

寺村秀夫

1991年2月　978-4-87424-050-2　C3081
　A5判　358頁　本体3800円+税 

50
にほんごのしんたくすといみ 3
日本語のシンタクスと意味.Ⅰ～Ⅲ.･････････････････････42

寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43

【目次】取り立て（取り立て総説／各論）／構文要
素の結合と拡大－連用と連体（要素の並立的結合
／要素の主従的結合／呼応／添加）／総索引

42

【日本語学】（三上章著作 ／日本語のシンタクスと意味）
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三上章
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　A5判　192頁　本体2800円+税 
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こうぶんのけんきゅう
構文の研究.････････････････････････････････････････････････42

三上.章（みかみ.あきら）.････････････････････････････41・42

解題　益岡隆志【目次】《序論》文法の単位／活用
形《本論》コトの類型／題述関係／ムウド／テン
ス／スタイル／係り係られ（構造式／単式と複式
／軟式と硬式／フレエズ／副詞／ゆるやかな係
り）引用法／間投詞など

三上章論文集 

三上章

1975年6月　978-4-87424-526-2　C3081
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75年初版刊行の論文集が限定部数で復刊。三上
章著作集（全８巻）の索引付。【目次】「語法研究
への一提試」／語法研究の不振／連体と連用／動
詞の境遇性／敬語法の境界線／述語としての体言
／用言の種類／代名詞の問題／ほか

日本語のシンタクスと意味 寺村秀夫
日本語の文法研究とその教育実践に大きな功績を残した寺村秀夫の代表的著作。日本語教育の現場にい
た著者が、伝統的な国語学説ではなく、日本語自体がもっている理屈を客観的に説明することを試みた
成果がまとめられている。全 3 巻（完結・Ⅲは関係者により補訂）。

. 寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43.
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【目次】文の基本的構成（発話、形態、形態素／文
と単語／文の構成要素／品詞間の連続性）／コト
の類型（動的事象の描写／感情表現／存在の表現
／ほか）／態―格の移動と述語の形態との相関

（受動態／可能態／自発態／ほか）

日本語のシンタクスと意味Ⅱ 

寺村秀夫
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【目次】活用（構文要素としての活用／活用の形態
的体系／各活用形の用法とムード）／確言の文

（確言のムード／時間と無関係な確言的陳述／陳
述の時制－テンス／動的事象の諸相－アスペクト
／従属節のテンス、アスペクト）／ほか
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【目次】取り立て（取り立て総説／各論）／構文要
素の結合と拡大－連用と連体（要素の並立的結合
／要素の主従的結合／呼応／添加）／総索引

寺村秀夫論文集 寺村秀夫
雑誌や論文集に書かれた寺村秀夫の論文を集めて編纂した論文集。収録論文の選び取りは、『日本語の
シンタクスと意味Ⅰ～Ⅲ』を補完する形で行われている。仁田義雄、山本進、益岡隆志、野田尚史によ
る解説のほか、年譜、業績目録なども付記。全 2 巻（「I」は品切）。

. 寺村.秀夫（てらむら.ひでお）.･･････････････････ 22・42・43.
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次の文」による分析の一例－／語の個性と文法／

「前提」「含意」と「影」／意味研究メモ／語法と
社会概念／聴き取りにおける予測能力と文法的知
識／ほか

現代日本語文法 日本語記述文法研究会.編
日本語文法研究の気鋭の執筆陣が、日本語文法の細目を詳解する。日本語の文法現象について調べたい
こと、知りたいことがわかる、網羅的で体系的な参照文法シリーズ。全 7 巻（完結）。
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【目次】（第5部）アスペクトの概観／スル形とシ
テイル形／アスペクトに関わる形式／アスペクト
に関わる副詞的成分／ほか（第6部）テンスの概
観／主文末における非過去形・過去形／ほか（第
7部）肯否の概観／否定の形式／ほか
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【目次】モダリティの概観／表現類型のモダリティ
／評価のモダリティ／認識のモダリティ／説明の
モダリティ／伝達のモダリティ
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第9部とりたて 第10部主題
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【目次】（第9部）とりたての概観／累加を表すと
りたて助詞／対比を表すとりたて助詞／限定を表
すとりたて助詞／極限を表すとりたて助詞／評価
を表すとりたて助詞／ほか（第10部）主題を表
す「は」／ほか

現代日本語文法6 
第11部複文

日本語記述文法研究会 編
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【目次】複文の概観／補足節／名詞修飾節／条件節
／時間節／目的節／様態節／等位節・並列節

現代日本語文法7 
第12部談話 第13部待遇表現

日本語記述文法研究会 編
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【目次】（第12部）談話の概観／指示／接続表現／
応答表現と間投表現／語順／談話における文法カ
テゴリー／文体とジャンル／（第13部）待遇表
現の概観／敬語／丁寧体と普通体／待遇的意味を
もつそのほかの表現／待遇表現の運用

新日本語文法選書 仁田義雄 /益岡隆志 /田窪行則.編
きめの細かい文法分析・文法記述書のシリーズ。説明されなければならない事柄が、可能な限り明示的
かつ一貫性を持って説明されている。単なる概説書ではなく、研究書であることを目指し、各巻は一人、
ないしはごく少数の著者が記述。全 4 巻（完結・品切あり）。

. 仁田.義雄（にった.よしお）.･････44・45・52・55・57・59
益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

田窪.行則（たくぼ.ゆきのり）
.･･････････････････････････40・44・45・52・54・56・59.
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「は」と「が」が文の主題を表すかという対立を
ポイントとして分析。「象は鼻が長い」構文「か
き料理は広島が本場だ」構文「富士山が見えるよ」
構文など、具体的な例文による分類がわかりやす
いと好評を博している。
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1▼ 「は」 と 「が」 

野田尚史

1996年11月　978-4-87424-128-8　C3081
　A5判　348頁　本体3000円+税 

128
はとが
「は」.と.「が」.･･････････････････････････････････････････････44

野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

「は」と「が」が文の主題を表すかという対立を
ポイントとして分析。「象は鼻が長い」構文「か
き料理は広島が本場だ」構文「富士山が見えるよ」
構文など、具体的な例文による分類がわかりやす
いと好評を博している。

2▼ 複文 

益岡隆志

1997年5月　978-4-87424-139-4　C3081
　A5判　218頁　本体3000円+税 

139
ふくぶん
複文.･･･････････････････････････････････････････････････････45

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

複文全般にわたる簡潔ながら要を得た分析・記述
を提供する。文の階層レベルという捉え方を一つ
の核として、様々な複文の問題に統一的な説明を
与える。【目次】従属節の類型／従属節と文の概念
レベル／従属節の従属度

日本語研究叢書（フロンティアシリーズ）
編集委員会：仁田義雄 /田窪行則 /野田尚史 /益岡隆志 /森山卓郎

現代日本語についての開拓的研究を、同学の士の共同財産とするために、できるだけ発表後すみやかに、
廉価な形で刊行することを目的としたシリーズ。主に国内外で出された博士論文またはそれに準じる論
文を刊行。品切あり。

. 仁田.義雄（にった.よしお）.･････44・45・52・55・57・59
田窪.行則（たくぼ.ゆきのり）
.･･････････････････････････40・44・45・52・54・56・59

野田.尚史（のだ.ひさし）
.････････････････････ 36・38・41・44・45・50・54・58

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

森山.卓郎（もりやま.たくろう）.･････････････････････45・51.

5▼ 日本語の談話の構造分析 
勧誘のストラテジーの考察

ポリー・ザトラウスキー

1993年5月　978-4-87424-080-9　C3081
　B5判　232頁（別冊88頁）　本体4200円+税 

80
にほんごのだんわのこうぞうぶんせき
日本語の談話の構造分析.････････････････････････････････45

ザトラウスキー,.ポリー .････････････････････････････････45

著者が自ら収集した膨大な談話データから、日本
語の談話において、勧誘行動がどのような構造と
形式をもっているかを分析した労作。日本語の談
話分析の研究の先駆書であり、その手法から学ぶ
ところは大きい。

9▼ 「の（だ）」の機能 

野田春美

1997年10月　978-4-87424-150-9　C3081
　A5判　276頁　本体3800円+税 

150
のだのきのう
「の（だ）」の機能･･･････････････････････････････････････････45

野田.春美（のだ.はるみ）.･････････････････････････････････45

「の（だ）」は文を名詞文に準じる形に変えるもの
であるという考えに基づき、「の（だ）」の文と名
詞文との共通性を重視し、かつ、名詞文との異な
りにも注意をむけながら考察を進める。

11▼ 日本語疑問文における判
断の諸相 

安達太郎

1999年6月　978-4-87424-175-2　C3081
　A5判　240頁　本体3800円+税 

175
にほんごぎもんぶんにおけるはんだんのしょそう
日本語疑問文における判断の諸相.･･････････････････････45

安達.太郎（あだち.たろう）.･･･････････････････････････････45

疑問文は、相手から情報を引き出すだけでなく、
情報を伝えさえする。話し手の主観的な判断が疑
問文にどのように反映するか、そしてそれが伝達
の様相にどんな影響を与えるのかを考察する。

12▼ 日本語母語話者の雑談に
おける「物語」の研究 

会話管理の観点から

李麗燕

2000年6月　978-4-87424-194-3　C3081
　A5判　278頁　本体3800円+税 

194
にほんごぼごわしゃのざつだんにおけるものがたりのけんきゅう
日本語母語話者の雑談における「物語」の研究.･････････45

李.麗燕（り.りえん）.･･････････････････････････････････････45

雑談の中に現れる「物語＝（過去の経験や出来事
を語ること）」に焦点を当て、その開始・終了・
維持等のためにどんな言語行動をとるのかを分
析。膨大な談話資料も提供可能。

45

【日本語学】（新日本語文法選書 ／日本語研究叢書（フロンティアシリーズ））



13▼ 日本語の述語と文機能 

山岡政紀

2000年10月　978-4-87424-207-0　C3081
　A5判　304頁　本体3800円+税 

207
にほんごのじゅつごとぶんきのう
日本語の述語と文機能.･･･････････････････････････････････46

山岡.政紀（やまおか.まさき）.･･････････････････ 46・49・57

文の構造と機能との関係の記述に、文形式そのも
のの機能的意味（文機能）を中心に据え、理論的
な枠組みを提起した意欲作。動詞・形容詞の語用
論に新たな知見を提示。

14▼ 日本語の時間表現 

中村ちどり

2001年12月　978-4-87424-244-5　C3081
　A5判　224頁　本体3800円+税 

244
にほんごのじかんひょうげん
日本語の時間表現.････････････････････････････････････････46

中村.ちどり（なかむら.ちどり）.･･････････････････････････46

従来の研究を踏まえた上で、意味論等の方法論も
とりいれ、日本語のテンス・アスペクトの広汎な
事象を論じる。現象の記述にとどまらず、それを
説明する形式化されたモデルを提示。

16▼ 水海道方言における格と
文法関係 

佐々木冠

2004年3月　978-4-87424-281-0　C3081
　A5判　288頁　本体3800円+税 

281
みつかいどうほうげんにおけるかくとぶんぽうかんけい
水海道方言における格と文法関係.･･････････････････････46

佐々木.冠（ささき.かん）.･･････････････････････ 46・77・83

標準語よりはるかに豊かな格体系を有する水海道
方言の、統語論的側面の解明を行う。理論的価値
の高い真実を数多く発掘し、既存の資料を補って
余りある成果を収めている。

17▼ 日本語学習者によるアス
ペクトの習得 

許夏珮

2005年3月　978-4-87424-297-1　C3081
　A5判　202頁　本体3800円+税 

297
にほんごがくしゅうしゃによるあすぺくとのしゅうとく
日本語学習者によるアスペクトの習得.･････････････････46

許.夏珮（きょ.かはい）.････････････････････････････････････46

本格的な第二言語習得研究として、日本語のアス
ペクト表現の典型とされる「テイル」「テイタ」
という言語形式に焦点をあてて、主に台湾人日本
語学習者によるその習得過程を明らかにした一
作。

18▼ 日本語否定文の構造 
かき混ぜ文と否定呼応表現

片岡喜代子

2006年11月　978-4-87424-365-7　C3081
　A5判　296頁　本体3800円+税 

365
にほんごひていぶんのこうぞう
日本語否定文の構造.･････････････････････････････････････46

片岡.喜代子（かたおか.きよこ）.･･････････････････････････46

日本語の否定呼応表現の構造を特定する試み。
「シカ」や「誰も」のような否定呼応表現は、否
定辞を構成素統御する位置にあり、否定辞の作用
域にはないことなどを主張する。

22▼ 現代日本語におけるヴォ
イスの諸相 

事象のあり方との関わりから

林青樺

2009年2月　978-4-87424-438-8　C3081
　A5判　256頁　本体3800円+税 

438
げんだいにほんごにおけるヴぉいすのしょそう
現代日本語におけるヴォイスの諸相.･･･････････････････46

林.青樺（りん.せいか）.･･･････････････････････････････24・46

事象のあり方という観点から、現代日本語のヴォ
イスの対立・非対立の諸現象や、自動性・他動性
とヴォイスとの関係を中心に考察を行う。【目次】

「能動－受動」の対立が成り立たない〈慣用的受
身文〉の位置付け／ほか
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13▼ 日本語の述語と文機能 

山岡政紀

2000年10月　978-4-87424-207-0　C3081
　A5判　304頁　本体3800円+税 

207
にほんごのじゅつごとぶんきのう
日本語の述語と文機能.･･･････････････････････････････････46

山岡.政紀（やまおか.まさき）.･･････････････････ 46・49・57

文の構造と機能との関係の記述に、文形式そのも
のの機能的意味（文機能）を中心に据え、理論的
な枠組みを提起した意欲作。動詞・形容詞の語用
論に新たな知見を提示。

14▼ 日本語の時間表現 

中村ちどり

2001年12月　978-4-87424-244-5　C3081
　A5判　224頁　本体3800円+税 

244
にほんごのじかんひょうげん
日本語の時間表現.････････････････････････････････････････46

中村.ちどり（なかむら.ちどり）.･･････････････････････････46

従来の研究を踏まえた上で、意味論等の方法論も
とりいれ、日本語のテンス・アスペクトの広汎な
事象を論じる。現象の記述にとどまらず、それを
説明する形式化されたモデルを提示。

16▼ 水海道方言における格と
文法関係 

佐々木冠

2004年3月　978-4-87424-281-0　C3081
　A5判　288頁　本体3800円+税 

281
みつかいどうほうげんにおけるかくとぶんぽうかんけい
水海道方言における格と文法関係.･･････････････････････46

佐々木.冠（ささき.かん）.･･････････････････････ 46・77・83

標準語よりはるかに豊かな格体系を有する水海道
方言の、統語論的側面の解明を行う。理論的価値
の高い真実を数多く発掘し、既存の資料を補って
余りある成果を収めている。

17▼ 日本語学習者によるアス
ペクトの習得 

許夏珮

2005年3月　978-4-87424-297-1　C3081
　A5判　202頁　本体3800円+税 

297
にほんごがくしゅうしゃによるあすぺくとのしゅうとく
日本語学習者によるアスペクトの習得.･････････････････46

許.夏珮（きょ.かはい）.････････････････････････････････････46

本格的な第二言語習得研究として、日本語のアス
ペクト表現の典型とされる「テイル」「テイタ」
という言語形式に焦点をあてて、主に台湾人日本
語学習者によるその習得過程を明らかにした一
作。

18▼ 日本語否定文の構造 
かき混ぜ文と否定呼応表現

片岡喜代子

2006年11月　978-4-87424-365-7　C3081
　A5判　296頁　本体3800円+税 

365
にほんごひていぶんのこうぞう
日本語否定文の構造.･････････････････････････････････････46

片岡.喜代子（かたおか.きよこ）.･･････････････････････････46

日本語の否定呼応表現の構造を特定する試み。
「シカ」や「誰も」のような否定呼応表現は、否
定辞を構成素統御する位置にあり、否定辞の作用
域にはないことなどを主張する。

22▼ 現代日本語におけるヴォ
イスの諸相 

事象のあり方との関わりから

林青樺

2009年2月　978-4-87424-438-8　C3081
　A5判　256頁　本体3800円+税 

438
げんだいにほんごにおけるヴぉいすのしょそう
現代日本語におけるヴォイスの諸相.･･･････････････････46

林.青樺（りん.せいか）.･･･････････････････････････････24・46

事象のあり方という観点から、現代日本語のヴォ
イスの対立・非対立の諸現象や、自動性・他動性
とヴォイスとの関係を中心に考察を行う。【目次】

「能動－受動」の対立が成り立たない〈慣用的受
身文〉の位置付け／ほか

23▼ 空間表現の日中対照研究 

王軼群

2009年11月　978-4-87424-462-3　C3081
　A5判　176頁　本体3800円+税 

462
くうかんひょうげんのにっちゅうたいしょうけんきゅう
空間表現の日中対照研究.････････････････････････････････47

王.軼群（おう.いつぐん）.･････････････････････････････････47

日中両言語の起点表現、場所表現、移動動詞を中
心に取り上げる。認知言語学的立場と類型論的立
場から日本語と中国語における空間表現を比較対
照し、深く考察した論文。

24▼ 日本語文法の形式理論 
活用体系・統語構造・意味合成

戸次大介

2010年3月　978-4-87424-468-5　C3081
　A5判　356頁　本体4200円+税 

468
にほんごぶんぽうのけいしきりろん
日本語文法の形式理論.･･･････････････････････････････････47

戸次.大介（べっき.だいすけ）.･････････････････････････････47

組合せ範疇文法（CCG）と高階動的論理に基づ
き「日本語の言語現象に対する網羅性」「計算機
で扱うのに充分な形式的厳密性」「活用体系・統
語構造・意味合成に亘る理論的統合性」を同時に
満たす日本語文法を構築・提示する試み。

25▼ 話し言葉における引用表現 
引用標識に注目して

加藤陽子

2010年6月　978-4-87424-477-7　C3081
　A5判　280頁　本体3800円+税 

477
はなしことばにおけるいんようひょうげん
話し言葉における引用表現.･･････････････････････････････47

加藤.陽子（かとう.ようこ）.･･･････････････････････････････47

日本語の話し言葉に現れる、「ト」「ッテ」等の引
用標識で発話が終了する形式を対象に、その機能、
使用の意義等について主に統語・意味・語用論的
観点から分析。また、引用標識の多機能化の観点
から、機能の広がりについても考察。

26▼ 現代日本語の計量文体論 

陳志文

2012年8月　978-4-87424-559-0　C3081
　A5判　208頁　本体3800円+税 

559
げんだいにほんごのけいりょうぶんたいろん
現代日本語の計量文体論.････････････････････････････････47

陳.志文（ちん.しぶん）.････････････････････････････････････47

現代日本語の代表的なジャンルとして新聞・雑誌・
高校教科書の3つを採り上げ、統計的な方法を利
用しそれぞれの文体類型を明らかにする。また3
者の関係についても詳しく観察し、さらに文体の
日中対照研究も行っている。

27▼ 日本語数量詞の諸相 
数量詞は数を表すコトバか

岩田一成

2013年11月　978-4-87424-611-5　C3081
　A5判　256頁　本体3800円+税 

611
にほんごすうりょうしのしょそう
日本語数量詞の諸相.･････････････････････････････････････47

岩田.一成（いわた.かずなり）.････････････････････････32・47

日本語数量詞について様々な資料から言語事実を
収集し、どのような形式が存在するか、また各々
どのような機能を担っているかを幅広く記述・考
察する。加えてコーパスを利用した定量的な調査
も行う。今後の数量詞研究の礎となる一冊。

28▼ 現代日本語の反復構文 
構文文法と類像性の観点から

野呂健一

2016年12月　978-4-87424-721-1　C3081
　A5判　312頁　本体3800円+税 

721
げんだいにほんごのはんぷくこうぶん
現代日本語の反復構文.･･･････････････････････････････････47

野呂.健一（のろ.けんいち）.･･･････････････････････････････47

現代日本語の中に見られる1つの文中で同じ語句
が繰り返される表現のうち、そのパターンが何ら
かの意味と慣習的に結びついた構文（反復構文）
について認知言語学の観点から考察する。反復構
文の詳細および全体像を明らかにした好著。

47

【日本語学】（日本語研究叢書（フロンティアシリーズ））



古田東朔　近現代 日本語生成史コレクション
古田東朔.著　鈴木泰 /清水康行 /山東功 /古田啓.編

日本語・日本語学史・国語教育に大きな影響を与え続けてきた古田東朔の著作集。幕末・明治の激動期
に刻々と変化を遂げていった日本語のダイナミズムを精緻に描く。入手困難な論文を多数取り込み、各
巻に専門家による解説、校正付記を設けた。全 6 巻（完結）。

. 古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
鈴木.泰（すずき.たい）.････････････････････････････････････48
清水.康行（しみず.やすゆき）.････････････････････････48・49
山東.功（さんとう.いさお）.･･･････････････････････････････48
古田.啓（ふるた.けい）.･･･････････････････････････････48・49.

1▼ 江戸から東京へ 
国語史1

古田東朔 著　久保田篤/小野正弘/
常盤智子 解説・校訂

2012年12月　978-4-87424-573-6　C3081
　A5判　384頁　本体8500円+税 

573
えどからとうきょうへ
江戸から東京へ･･･････････････････････････････････････････48

古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
久保田.篤（くぼた.あつし）.･･･････････････････････････････48
小野.正弘（おの.まさひろ）.･･･････････････････････････････48
常盤.智子（ときわ.ともこ）.･･･････････････････････････････48

【目次】代名詞遠称「あ」系語と「か」系語との差
異／「東海道四谷怪談」において上方風、東国風
両方の言い方をしている人たち／『東海道四谷怪
談』において上方風の言葉遣いをする人たち／ほ
か

2▼ 国語意識の発生 
国語史2

古田東朔 著　清水康行 解説・校訂

2011年7月　978-4-87424-524-8　C3081
　A5判　417頁　本体8500円+税 

524
こくごいしきのはっせい
国語意識の発生･･･････････････････････････････････････････48

古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
清水.康行（しみず.やすゆき）.････････････････････････48・49

【目次】日本語における近代化の一傾向―文末辞か
ら見た「標準語」の形成過程／日本語の一世紀／
標準語／現代の文法／国語意識の発生／「国語」
という語／コグゴ?　クニコトバ？／「俗語」か
ら「口語」へ―その一／ほか

3▼ 日本語へのまなざし 内と外
から 

国語学史1

古田東朔 著　齋藤文俊/
常盤智子 解説・校訂

2010年6月　978-4-87424-482-1　C3081
　A5判　440頁　本体8500円+税 

482
にほんごへのまなざし うちとそとから
日本語へのまなざし.内と外から.････････････････････････48

［目次］文字化け有

古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
齋藤.文俊（さいとう.ふみとし）.･･････････････････････････48
常盤.智子（ときわ.ともこ）.･･･････････････････････････････48

【目次】江戸時代までの文法観／『和歌八重垣』を
めぐって／『語意』の三写本について ／『詞の
玉緒』の先蹤としてのてにをは研究書／『活語断
続譜』の成立は果たして享和三年六月か／ほか

4▼ 日本語　近代への歩み 
国語学史2

古田東朔 著　山東功 解説・校訂

2010年11月　978-4-87424-504-0　C3081
　A5判　360頁　本体7500円+税 

504
にほんごきんだいへのあゆみ
日本語　近代への歩み.･･･････････････････････････････････48

古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
山東.功（さんとう.いさお）.･･･････････････････････････････48

【目次】音義派「五十音図」「かなづかい」の採用
と廃止／文法研究の歴史（2）／品詞分類概念の
移入とその受容過程／『登尓波考』解説・翻刻／

『訳和蘭文語』から『小学日本文典』、『日本文典』
へ／ほか

5▼ 国語科教育 
誕生と発展

古田東朔 著　府川源一郎 解説・校訂

2013年6月　978-4-87424-594-1　C3081
　A5判　474頁　本体8800円+税 

594
こくごかきょういく
国語科教育.････････････････････････････････････････････････48

古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
府川.源一郎（ふかわ.げんいちろう）.･････････････････････48

【目次】江戸期の学習方式／明治初期の国語教育／
教科書から見た明治初期の言語・文字の教育／続・
教科書から見た明治初期の言語・文字の教育／国
語教育―明治期における方言・標準語の教育／ほ
か
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【日本語学】（古田東朔　近現代 日本語生成史コレクション）



古田東朔　近現代 日本語生成史コレクション
古田東朔.著　鈴木泰 /清水康行 /山東功 /古田啓.編

日本語・日本語学史・国語教育に大きな影響を与え続けてきた古田東朔の著作集。幕末・明治の激動期
に刻々と変化を遂げていった日本語のダイナミズムを精緻に描く。入手困難な論文を多数取り込み、各
巻に専門家による解説、校正付記を設けた。全 6 巻（完結）。

. 古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
鈴木.泰（すずき.たい）.････････････････････････････････････48
清水.康行（しみず.やすゆき）.････････････････････････48・49
山東.功（さんとう.いさお）.･･･････････････････････････････48
古田.啓（ふるた.けい）.･･･････････････････････････････48・49.

1▼ 江戸から東京へ 
国語史1

古田東朔 著　久保田篤/小野正弘/
常盤智子 解説・校訂
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　A5判　384頁　本体8500円+税 
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えどからとうきょうへ
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久保田.篤（くぼた.あつし）.･･･････････････････････････････48
小野.正弘（おの.まさひろ）.･･･････････････････････････････48
常盤.智子（ときわ.ともこ）.･･･････････････････････････････48

【目次】代名詞遠称「あ」系語と「か」系語との差
異／「東海道四谷怪談」において上方風、東国風
両方の言い方をしている人たち／『東海道四谷怪
談』において上方風の言葉遣いをする人たち／ほ
か

2▼ 国語意識の発生 
国語史2

古田東朔 著　清水康行 解説・校訂
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国語意識の発生･･･････････････････････････････････････････48

古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
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【目次】日本語における近代化の一傾向―文末辞か
ら見た「標準語」の形成過程／日本語の一世紀／
標準語／現代の文法／国語意識の発生／「国語」
という語／コグゴ?　クニコトバ？／「俗語」か
ら「口語」へ―その一／ほか

3▼ 日本語へのまなざし 内と外
から 

国語学史1

古田東朔 著　齋藤文俊/
常盤智子 解説・校訂

2010年6月　978-4-87424-482-1　C3081
　A5判　440頁　本体8500円+税 
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にほんごへのまなざし うちとそとから
日本語へのまなざし.内と外から.････････････････････････48

［目次］文字化け有

古田.東朔（ふるた.とうさく）.････････････････････････48・49
齋藤.文俊（さいとう.ふみとし）.･･････････････････････････48
常盤.智子（ときわ.ともこ）.･･･････････････････････････････48

【目次】江戸時代までの文法観／『和歌八重垣』を
めぐって／『語意』の三写本について ／『詞の
玉緒』の先蹤としてのてにをは研究書／『活語断
続譜』の成立は果たして享和三年六月か／ほか
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【目次】音義派「五十音図」「かなづかい」の採用
と廃止／文法研究の歴史（2）／品詞分類概念の
移入とその受容過程／『登尓波考』解説・翻刻／

『訳和蘭文語』から『小学日本文典』、『日本文典』
へ／ほか
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誕生と発展
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マン・インタフェース」の観点から、日本語の表記と入力についてまとめた論考。
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理論をもとに考察、外国語との対照も試みる。研
究の基本とその広がりが掴める好著。
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「だけ」「さえ」「も」といったとりたて表現が世
界の言語ではどのように表されているか、日本語
との共通点や相違点を通して明らかにする。これ
までの研究動向や古代日本語、また日本語学習者
の誤用なども含め幅広く検討する。

日本語統語論研究の広がり 
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本書は日本語におけるテンス・アスペクトや否定、
定形性など、述語及び述語周辺部の事象に関する
論考をまとめたものである。生成統語論に依拠し
た論文も含まれるが記述面をも重視しており、言
語研究における記述と理論の往還を示す。

引用形式を含む文の諸相 
叙述類型論に基づきながら
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引用形式「という」の条件形「といえば、といっ
たら、というと」を含む文が提題文としても機能
することに注目。その用法の広がりや機能の変化
などを、「主題―解説」構造という文モデルと「叙
述の類型」とを絡めて明らかにする。

日本語の格標示と分裂自動詞性 
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分裂自動詞性が散見されること、その要因に取り
立て性が関与することを明らかにし、統語構造と
情報構造の関係を探る。記述・理論両面で新たな
日本語の姿を明らかにする意欲的な論文集。

鹿児島県甑島方言からみる文
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情報構造の関係を探る。記述・理論両面で新たな
日本語の姿を明らかにする意欲的な論文集。

鹿児島県甑島方言からみる文
法の諸相 
新刊

窪薗晴夫/木部暢子/高木千恵 編

2019年2月　978-4-87424-786-0　C3081
　A5判　304頁　本体4600円+税 

786
かごしまけんこしきじまほうげんからみるぶんぽうのしょそう
鹿児島県甑島方言からみる文法の諸相.･････････････････50
荻原

窪薗.晴夫（くぼぞの.はるお）.･･････････････････ 40・50・78
木部.暢子（きべ.のぶこ）.･････････････････････････････････50
高木.千恵（たかぎ.ちえ）.･････････････････････････････････50

日本語の危機方言の一つである鹿児島県甑島方言
について、格・待遇表現・条件表現・モダリティ
等の観点から分析した初めての文法書。また他の
方言や古典語と比較する論考もあり、日本語史や
方言学全体に資する内容をも有している。
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小柳智一
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文法変化の研究･･･････････････････････････････････････････50
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小柳.智一（こやなぎ.ともかず）.･･････････････････････････50

ことばの変化、特に文法変化について、日本語史
を材料として論じる。既存の理論に依拠すること
なく言語事実に真正面から向き合い、「普通に考
えること」を方針に丁寧に考察を重ねる。ことば
の変化に興味を持つ研究者必読の書。

バリエーションの中の日本語史 

岡﨑友子/衣畑智秀/藤本真理子/
森勇太 編
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岡﨑.友子（おかざき.ともこ）.････････････････････････39・51
衣畑.智秀（きぬはた.ともひで）.･･････････････････････････51
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伝統的に文献資料を緻密に読むことによって発展
してきた日本語史研究は、近年では現代日本語や
諸方言をも視野に入れ一層発展を続けている。本
書はその流れの中で、様々なバリエーションから
日本語史を捉える論考を揃える。
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日下部文夫著作選
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2014年に97歳で亡くなった言語学者、日下部文
夫の、生前の原稿をまとめた著作選。文字・表記
から音声、文法についての論考や、琉球やミクロ
ネシアでの現地調査に基づいた論考など、幅広い
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「語彙的な意味をふまえた文法記述」を基盤とし、
様々な次元での「意味」の在り方に焦点を当て、
文法研究の新たな展開を模索する。17篇の論文
を収録。
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本書は日本語の条件表現について、「認識的条件
文」という条件文の下位カテゴリーを鍵概念とし
て古代日本語や諸方言とともに考察する。条件表
現を表す形式の変遷や変異を、時制節性や断定辞、
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言語学の中心的課題であり続ける「構文」。本書
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定義に続き、その意味と拡張について論じる。日
本語学・英語学・言語学が協同で、文法論から語
用論に跨る研究課題を扱う意欲的な論文集。
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東京語におけるアクセント句の形成.･･･････････････････51

全.美炷（じょん.みじゅ）.･････････････････････････････････51

東京語において、修飾関係や発話速度といった計
12要因がdephrasingの生起環境に及ぼす影響を
統計的に分析し、確率現象として説明する。また
これらの要因のうちどれを採用したモデルが最適
モデルであるか検討する。
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山田.進（やまだ.すすむ）.････････････････････････････52・77

「語の意味」について長年考察を深めてきた著者
がこれまで様々な誌上で発表してきた論文をまと
めた著作集。「意味の本質」「同義・類義・多義」「意
味記述の方法」「辞書と意味記述」の4部に渡り、
興味深い論考を多数収録。

埼玉県東南部方言の記述的研究 

原田伊佐男
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さいたまけんとうなんぶほうげんのきじゅつてきけんきゅう
埼玉県東南部方言の記述的研究･････････････････････････52

原田.伊佐男（はらだ.いさお）.････････････････････････････52

消えゆく埼玉県東南部地域の方言を言語として記
述し、言語学的にその音韻・文法・語彙の全体と
しての体系と構造を明らかにする。新村出記念財
団刊行助成金出版物。久島茂氏による解説、埼玉
県東南部方言語彙集CD-ROM付。

名詞類の文法 

福田嘉一郎/建石始 編
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建石.始（たていし.はじめ）.･･･････････････････････････････52

動詞に関するものと比べると未開拓の領域が大き
く残されている名詞類の文法について、同格名詞
句や引用名詞類、ウナギ文などといった多様な
テーマを扱い新しい知見を提供する。今後のこの
分野の研究を活性化させる、意欲的な1冊。

文と事態類型を中心に 

仁田義雄
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文と事態類型を中心に.･･･････････････････････････････････52

仁田.義雄（にった.よしお）.･････44・45・52・55・57・59

文や文が担い表している命題内容・事態の意味的
類型に関わりを持つ問題について考える。動詞文
に比べて考察が十分であるとは言い難い、形容詞
文・名詞文や状態・属性を表す文に対する分析・
記述を行う。著者の長年の研究成果を凝縮。

日本語文法研究のフロンティア 

庵功雄/佐藤琢三/中俣尚己 編
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今後の日本語文法の分野の活性化のために一石を
投じるような、現代日本語文法とその周辺領域
の開拓的研究を収めた論集。文法研究の新しい
フィールドを開拓すべきことを主張してきた野田
尚史氏をはじめとする16名による饗宴。

琉球諸語と古代日本語 
日琉祖語の再建にむけて
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琉球諸語は日本語と唯一同系性が証明されている
言語群である。この琉球諸語の共時的及び歴史的
研究と古代日本語研究を両方取り上げ研究の交流
を図ると共に、日琉祖語の再建にむけた比較言語
学的研究に資する。
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類型に関わりを持つ問題について考える。動詞文
に比べて考察が十分であるとは言い難い、形容詞
文・名詞文や状態・属性を表す文に対する分析・
記述を行う。著者の長年の研究成果を凝縮。

日本語文法研究のフロンティア 

庵功雄/佐藤琢三/中俣尚己 編

2016年5月　978-4-87424-700-6　C3081
　A5判　344頁　本体3800円+税 
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庵.功雄（いおり.いさお）.･･･････27・28・32・40・52・87
佐藤.琢三（さとう.たくぞう）.････････････････････････52・87
中俣.尚己（なかまた.なおき）.･･････････････････ 30・32・52

今後の日本語文法の分野の活性化のために一石を
投じるような、現代日本語文法とその周辺領域
の開拓的研究を収めた論集。文法研究の新しい
フィールドを開拓すべきことを主張してきた野田
尚史氏をはじめとする16名による饗宴。

琉球諸語と古代日本語 
日琉祖語の再建にむけて

田窪行則/ジョン・ホイットマン/
平子達也 編

2016年4月　978-4-87424-692-4　C3081
　A5判　312頁　本体3800円+税 
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琉球諸語は日本語と唯一同系性が証明されている
言語群である。この琉球諸語の共時的及び歴史的
研究と古代日本語研究を両方取り上げ研究の交流
を図ると共に、日琉祖語の再建にむけた比較言語
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琉球のことばの書き方 
琉球諸語統一的表記法

小川晋史 編

2015年11月　978-4-87424-675-7　C0081
　B5判　328頁　本体2700円+税 

675
りゅうきゅうのことばのかきかた
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すべてのことばについて、一般の方にも使える汎
用的かつ統一的な表記法を提案。また例として奄
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る。記述文法に精通した著者が日本語の記述と理
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語形に即してその意味を考えれば、語の成りたち
にも目を向けざるをえない。また、同じ語形で異
なる機能を持つものについても考えることにな
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ら意味の連続性、体系性が見えてくる。
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日常でなにげなく使うオノマトペが、いかに豊か
な構造的特徴を持っているかについて明らかにす
る。さらに、方言におけるオノマトペの重要性を
指摘し、個々の方言についてさらに体系として研
究される必要性を説く。
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日本語の配慮表現の多様性 
歴史的変化と地理的・社会的変異

野田尚史/高山善行/小林隆 編

2014年6月　978-4-87424-622-1　C3081
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近年、日本語研究で注目される「配慮表現」。古
代語から現代語までの歴史的変化と、現代の日本
各地に見られる地理的・社会的変異という2つの
観点から、分野の異なる研究者16名が時間をか
けて共同研究を行いその多様性を追究。

日本語構文の意味と機能を探る 

高見健一/久野暲

2014年5月　978-4-87424-628-3　C3081
　A5判　288頁　本体3400円+税 
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日本語構文の意味と機能を探る･････････････････････････54

高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91
久野.暲（くの.すすむ）.････････････････････ 54・77・90・91

今までよく研究されながら未だ解決に至っていな
い5つの構文について、著者たちが取り組んでき
た機能的構文論の立場から考察。その結果、構文
研究を行う際、統語的要因だけでなく非統語的要
因も考慮することの重要性を示した。

日本語学と通言語的研究との対話 
テンス・アスペクト・ムード研究を通して

定延利之 編

2014年5月　978-4-87424-624-5　C3081
　A5判　240頁　本体3000円+税 

624
にほんごがくとつうげんごてきけんきゅうとのたいわ
日本語学と通言語的研究との対話.･･････････････････････54

定延.利之（さだのぶ.としゆき）.･･･････････････ 54・67・68

通言語的な研究文脈の中で日本語学の成果はいか
に位置づけられ、また今後進展し続けられるの
か？　第一線の日本語学者と言語類型論者との対
話から、その方途をできる限り具体的にテンス・
アスペクト・ムードに即して示した。

琉球列島の言語と文化 
その記録と継承

田窪行則 編

2013年11月　978-4-87424-596-5　C3081
　A5判　376頁　本体4200円+税　DVD　1枚付 

596
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.･･････････････････････････40・44・45・52・54・56・59

独自の言語や文化をもつ琉球列島において、今日
その伝統が消滅の危機にある。その流れを抑えよ
うと記録・継承に努める地域の方々に対し、研究
者はどのような支援が可能だろうか。祭祀儀礼と
方言による創作童話のDVD付。

日本語構文意味論 

益岡隆志

2013年10月　978-4-87424-602-3　C3081
　A5判　304頁　本体3800円+税 
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文の基幹的構成体である「構文」について、日本
語を対象に補助動詞構文・叙述の類型・複文構文
の3点を柱としてその意味分析を試みる。筆者が
長年関心を持ち続けてきたテーマに向き合った、
日本語文法研究に大きく資する1冊。
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日本語理由表現と時制の研究

田村早苗

2013年3月　978-4-87424-580-4　C3080
　A5判　168頁　本体2400円+税 

580
にんしきしてんといんが
認識視点と因果･･･････････････････････････････････････････54

田村.早苗（たむら.さなえ）.･･･････････････････････････････54

現代日本語の理由表現とそこに現れる時制形式の
性質について、「知識」「認識視点」および「時間」
という要素を軸に主に意味論・語用論的側面から
分析を行った書。理論言語学者だけでなく記述的
な立場をとる研究者にも有益な一冊。
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山太郎／岩男考哲／眞野美穂／江口清子／砂川有
里子／唐沢穣／菅さやか
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現代日本語における「とりたて
助詞」の研究 
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　A5判　210頁　本体3800円+税 

387
げんだいにほんごにおけるとりたてじょしのけんきゅう
現代日本語における「とりたて助詞」の研究.････････････58

澤田.美恵子（さわだ.みえこ）.････････････････････････････58

現代日本語の「とりたて助詞」と呼ばれる語群を、
認識的判断に関わる「も」「でも」「さえ」、限定
に関わる「だけ」「しか」「ばかり」、評価的判断
に関わる「こそ」「なんか」「なんか」「なんて」
に分類して考察。

現代日本語における主部の本
質と諸相　追補版 

竹林一志

2007年5月　978-4-87424-282-7　C3081
　A5判　326頁　本体3800円+税 

282
げんだいにほんごにおけるしゅぶのほんしつとしょそうついほばん
現代日本語における主部の本質と諸相　追補版･･･････58

竹林.一志（たけばやし.かずし）.･･････････････････････････58

主語をめぐる先行研究の問題点を鋭く指摘し、日
本語の文に「主部」という概念が必要であること
を提唱する。そして「は・も・が」などの助詞及
び無助詞形式による主部提示のスキーマ的機能を
認知言語学的視点から明快に分析。

日本語の節・文の連接とモダリティ 

角田三枝

2004年6月　978-4-87424-295-7　C3081
　A5判　234頁　本体3300円+税 

295
にほんごのせつ・ぶんのれんせつともだりてぃ
日本語の節・文の連接とモダリティ.･･･････････････････58

角田.三枝（つのだ.みえ）.････････････････････････････58・77

従属節と主節の連接に関して、５つのレベルを設
定、原因・理由、逆接、条件など、接続表現の用
法を体系的に解明。さらに、ノダの思考プロセス
を提案、ノダ文の多岐にわたる用法を統一的に説
明。

日本語オノマトペ語彙における形
態的・音韻的体系性について 

角岡賢一

2007年2月　978-4-87424-386-2　C3081
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日本語のオノマトペを研究してきた著者が、多言
語との比較や音声・音韻・形態・語彙の研究の知
見から、オノマトペの体系性をまとめた一冊。【目
次】序論／語源／語基／オノマトペ標識／接辞／
交替形語彙／ほか

日本語のとりたて 
現代語と歴史的変化・地理的変異
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現代語をより深く理解するために、歴史的変化と
地理的変異を考慮に入れて、現代語のとりたてを
位置付ける。現代語研究の研究成果を基に、様々
な時代や地域のとりたてを網羅的に見ていき、そ
れらの変異を体系的に明らかに。

文法と意味Ⅰ 

尾上圭介
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本構成・史的展開／ほか
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大きさ、明度・色彩、温度、形、方向等を表す形
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影山太郎／量を表す形容詞の体系（《物》 と 《 場
所》 の個別的分析）／量を表す形容詞の体系／明
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日本語文法研究序説 
日本語の記述文法を目指して

仁田義雄

1997年10月　978-4-87424-148-6　C3081
　A5判　296頁　本体2800円+税 

148
にほんごぶんぽうけんきゅうじょせつ
日本語文法研究序説.･････････････････････････････････････59

仁田.義雄（にった.よしお）.･････44・45・52・55・57・59

日本語の文法を分析・記述する際に、どのような
視点を持ち、かつ留意すべきか、という方法論を
述べた必見の一冊。【目次】文法分析・文法記述を
考える／日本語文法の骨格／語彙論的統語論の立
場から

視点と言語行動 

田窪行則 編

1997年6月　978-4-87424-142-4　C3081
　A5判　176頁　本体3800円+税 

142
してんとげんごこうどう
視点と言語行動･･･････････････････････････････････････････59

田窪.行則（たくぼ.ゆきのり）
.･･････････････････････････40・44・45・52・54・56・59

【目次】表現の主観性　益岡隆志／日本語の人称表
現　田窪行則／日本語教育における丁寧体世界と
普通体世界　鈴木睦／複文における因果性と視点　
中川裕志／視点とモダリティの言語行動　井出祥
子・櫻井千佳子

日本語類義表現の文法（下） 
複文・連文編

宮島達夫/仁田義雄 編

1995年10月　978-4-87424-110-3　C3081
　A5判　336頁　本体2600円+税 

110
にほんごるいぎひょうげんのぶんぽうした
日本語類義表現の文法.（下）.･････････････････････････････59

宮島.達夫（みやじま.たつお）.･････････････････････････････59
仁田.義雄（にった.よしお）.･････44・45・52・55・57・59

【目次】連体修飾節／埋め込み節／従属節／接続詞
／指示詞／その他／敬語

日本語文法 日本語文法学会.編集・発行
日本語文法研究の進展と研究者の育成を図ることを目的として 2000 年に発足した日本語文法学会の学
会誌。3 月末と 9 月末の年 2 回刊行（継続中）。学術機関向けの電子書籍版も販売中。

. 日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62.

日本語文法　1巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 242
にほんごぶんぽう 01かん１ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････59

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2001年9月　978-4-87424-242-1　C3381　A5判　246頁　本体3000円+税

日本語文法　2巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 251
にほんごぶんぽう 02 かん１ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････59

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2002年3月　978-4-87424-251-3　C3381　A5判　256頁　本体3000円+税

59

【日本語学】（日本語学専門 ／日本語文法）



日本語文法　2巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 261
にほんごぶんぽう 02 かん２ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2002年9月　978-4-87424-261-2　C3381　A5判　188頁　本体3000円+税

日本語文法　3巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 269
にほんごぶんぽう 03 かん１ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2003年3月　978-4-87424-269-8　C3381　A5判　184頁　本体3000円+税

日本語文法　3巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 288
にほんごぶんぽう 03 かん２ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2003年9月　978-4-87424-288-9　C3081　A5判　232頁　本体3000円+税

日本語文法　4巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 298
にほんごぶんぽう 04 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2004年3月　978-4-87424-298-8　C3381　A5判　200頁　本体3000円+税

日本語文法　4巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 312
にほんごぶんぽう 04 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2004年9月　978-4-87424-312-1　C3381　A5判　236頁　本体3000円+税

日本語文法　5巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 321
にほんごぶんぽう 05 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2005年3月　978-4-87424-321-3　C3381　A5判　264頁　本体3000円+税

日本語文法　5巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 328
にほんごぶんぽう 05 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2005年9月　978-4-87424-328-2　C3381　A5判　232頁　本体3000円+税

日本語文法　6巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 347
にほんごぶんぽう 06 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2006年3月　978-4-87424-347-3　C3081　A5判　230頁　本体3000円+税

日本語文法　6巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 360
にほんごぶんぽう 06 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2006年9月　978-4-87424-360-2　C3381　A5判　192頁　本体3000円+税

日本語文法　7巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 376
にほんごぶんぽう 07 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2007年3月　978-4-87424-376-3　C3381　A5判　151頁　本体3000円+税

日本語文法　7巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 398
にほんごぶんぽう 07 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2007年9月　978-4-87424-398-5　C3381　A5判　246頁　本体3000円+税

日本語文法　8巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 416
にほんごぶんぽう 08 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2008年3月　978-4-87424-416-6　C3381　A5判　160頁　本体3000円+税

60

【日本語学】（日本語文法）



日本語文法　2巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 261
にほんごぶんぽう 02 かん２ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2002年9月　978-4-87424-261-2　C3381　A5判　188頁　本体3000円+税

日本語文法　3巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 269
にほんごぶんぽう 03 かん１ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2003年3月　978-4-87424-269-8　C3381　A5判　184頁　本体3000円+税

日本語文法　3巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 288
にほんごぶんぽう 03 かん２ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2003年9月　978-4-87424-288-9　C3081　A5判　232頁　本体3000円+税

日本語文法　4巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 298
にほんごぶんぽう 04 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2004年3月　978-4-87424-298-8　C3381　A5判　200頁　本体3000円+税

日本語文法　4巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 312
にほんごぶんぽう 04 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2004年9月　978-4-87424-312-1　C3381　A5判　236頁　本体3000円+税

日本語文法　5巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 321
にほんごぶんぽう 05 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2005年3月　978-4-87424-321-3　C3381　A5判　264頁　本体3000円+税

日本語文法　5巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 328
にほんごぶんぽう 05 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2005年9月　978-4-87424-328-2　C3381　A5判　232頁　本体3000円+税

日本語文法　6巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 347
にほんごぶんぽう 06 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2006年3月　978-4-87424-347-3　C3081　A5判　230頁　本体3000円+税

日本語文法　6巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 360
にほんごぶんぽう 06 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2006年9月　978-4-87424-360-2　C3381　A5判　192頁　本体3000円+税

日本語文法　7巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 376
にほんごぶんぽう 07 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2007年3月　978-4-87424-376-3　C3381　A5判　151頁　本体3000円+税

日本語文法　7巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 398
にほんごぶんぽう 07 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2007年9月　978-4-87424-398-5　C3381　A5判　246頁　本体3000円+税

日本語文法　8巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 416
にほんごぶんぽう 08 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････60

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2008年3月　978-4-87424-416-6　C3381　A5判　160頁　本体3000円+税

日本語文法　8巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 472
にほんごぶんぽう 08 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

在庫僅少 2008年9月　978-4-87424-472-2　C3381　A5判　248頁　本体3000円+税

日本語文法　9巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 443
にほんごぶんぽう 09 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2009年3月　978-4-87424-443-2　C3381　A5判　170頁　本体3000円+税

日本語文法　9巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 461
にほんごぶんぽう 09 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2009年9月　978-4-87424-461-6　C3381　A5判　162頁　本体3000円+税

日本語文法　10巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 473
にほんごぶんぽう10 かん１ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2010年3月　978-4-87424-473-9　C3381　A5判　207頁　本体3000円+税

日本語文法　10巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 497
にほんごぶんぽう10 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2010年9月　978-4-87424-497-5　C3381　A5判　201頁　本体3000円+税

日本語文法　11巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 517
にほんごぶんぽう11かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2011年3月　978-4-87424-517-0　C3381　A5判　200頁　本体3000円+税

日本語文法　11巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 532
にほんごぶんぽう11かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2011年9月　978-4-87424-532-3　C3381　A5判　188頁　本体3000円+税

日本語文法　12巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 547
にほんごぶんぽう12 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2012年3月　978-4-87424-547-7　C3381　A5判　182頁　本体3000円+税

日本語文法　12巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 567
にほんごぶんぽう12 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2012年9月　978-4-87424-567-5　C3381　A5判　248頁　本体3500円+税

日本語文法　13巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 582
にほんごぶんぽう13 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2013年3月　978-4-87424-582-8　C3381　A5判　216頁　本体3500円+税

日本語文法　13巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 599
にほんごぶんぽう13 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2013年9月　978-4-87424-599-6　C3381　A5判　196頁　本体3500円+税

日本語文法　14巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 619
にほんごぶんぽう14 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････61

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2014年3月　978-4-87424-619-1　C3381　A5判　196頁　本体3500円+税

61

【日本語学】（日本語文法）



日本語文法　14巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 634
にほんごぶんぽう14 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2014年9月　978-4-87424-634-4　C3381　A5判　178頁　本体3500円+税

日本語文法　15巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 654
にほんごぶんぽう15 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2015年3月　978-4-87424-654-2　C3381　A5判　100頁　本体3500円+税

日本語文法　15巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 672
にほんごぶんぽう15 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2015年9月　978-4-87424-672-6　C3381　A5判　202頁　本体3500円+税

日本語文法　16巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 693
にほんごぶんぽう16 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2016年3月　978-4-87424-693-1　C3381　A5判　218頁　本体3500円+税

日本語文法　16巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 710
にほんごぶんぽう16 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2016年9月　978-4-87424-710-5　C3381　A5判　206頁　本体3500円+税

日本語文法　17巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 729
にほんごぶんぽう17 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2017年3月　978-4-87424-729-7　C3381　A5判　208頁　本体3500円+税

日本語文法　17巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 741
にほんごぶんぽう17 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2017年9月　978-4-87424-741-9　C3381　A5判　214頁　本体3500円+税

日本語文法　18巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 761
にほんごぶんぽう18 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62
荻原

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2018年3月　978-4-87424-761-7　C3381　A5判　116頁　本体3500円+税

日本語文法　18巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 779
にほんごぶんぽう18 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62
荻原

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2018年9月　978-4-87424-779-2　C3381　A5判　212頁　本体3500円+税

日本語文法　19巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 794
にほんごぶんぽう19 かん 1ごう
日本語文法　19巻1号.･･･････････････････････････････････62
薮本

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

新刊 2019年3月　978-4-87424-794-5　C3381　A5判　172頁　本体3500円+税

日本語文法　19巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 810
にほんごぶんぽう19 かん 2 ごう
日本語文法　19巻2号.･･･････････････････････････････････62
薮本

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

新刊 2019年9月　978-4-87424-810-2　C3381　A5判　188頁　本体3500円+税

62

【日本語学】（日本語文法）



日本語文法　14巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 634
にほんごぶんぽう14 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2014年9月　978-4-87424-634-4　C3381　A5判　178頁　本体3500円+税

日本語文法　15巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 654
にほんごぶんぽう15 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2015年3月　978-4-87424-654-2　C3381　A5判　100頁　本体3500円+税

日本語文法　15巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 672
にほんごぶんぽう15 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2015年9月　978-4-87424-672-6　C3381　A5判　202頁　本体3500円+税

日本語文法　16巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 693
にほんごぶんぽう16 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2016年3月　978-4-87424-693-1　C3381　A5判　218頁　本体3500円+税

日本語文法　16巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 710
にほんごぶんぽう16 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2016年9月　978-4-87424-710-5　C3381　A5判　206頁　本体3500円+税

日本語文法　17巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 729
にほんごぶんぽう17 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2017年3月　978-4-87424-729-7　C3381　A5判　208頁　本体3500円+税

日本語文法　17巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 741
にほんごぶんぽう17 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2017年9月　978-4-87424-741-9　C3381　A5判　214頁　本体3500円+税

日本語文法　18巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 761
にほんごぶんぽう18 かん 1ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62
荻原

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2018年3月　978-4-87424-761-7　C3381　A5判　116頁　本体3500円+税

日本語文法　18巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 779
にほんごぶんぽう18 かん 2 ごう
日本語文法.1巻1号～18巻2号.･････････････････････････62
荻原

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

2018年9月　978-4-87424-779-2　C3381　A5判　212頁　本体3500円+税

日本語文法　19巻1号 
日本語文法学会 編集・発行

 794
にほんごぶんぽう19 かん 1ごう
日本語文法　19巻1号.･･･････････････････････････････････62
薮本

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

新刊 2019年3月　978-4-87424-794-5　C3381　A5判　172頁　本体3500円+税

日本語文法　19巻2号 
日本語文法学会 編集・発行

 810
にほんごぶんぽう19 かん 2 ごう
日本語文法　19巻2号.･･･････････････････････････････････62
薮本

日本語文法学会. .･･･････････････････････････････････ 59～62

新刊 2019年9月　978-4-87424-810-2　C3381　A5判　188頁　本体3500円+税

ことばと文字 公益財団法人.日本のローマ字社.編集・発行
国際化時代に「日本語の未来と文字を考える」雑誌。特定の文字による日本語改革論を会員のみで述べ
あうのではなく、広くことばと文字をテーマとして議論を交わす場に。年 2 回刊行。2 号以降は毎号特
集あり（品切あり）。

. 掲載無し.

ことばと文字　4号 
国際化時代の日本語と文字を考える

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2015年10月　978-4-87424-648-1　C3381
　A5判　268頁　本体1000円+税 

648
ことばともじ 4
ことばと文字.4号・5号・～10号.･･････････････････････63

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「『やさしい日本語』の研究動向と日本語教
育の新展開」。庵功雄／岩田一成／打浪文子／志
村ゆかり・宮部真由美・太田陽子／岡典栄・庵功
雄／栁田直美／宇佐美洋／太田陽子・永谷直子・
中石ゆうこ・高橋紗弥子／ほか

ことばと文字　5号 
国際化時代の日本語と文字を考える

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2016年4月　978-4-87424-695-5　C3381
　A5判　228頁　本体1000円+税 

695
ことばともじ 5
ことばと文字.4号・5号・～10号.･･････････････････････63

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「続・世界の日本語教育を読む」。古川嘉子・
横山紀子／冷　麗敏／エフィ　ルシアナ／パン
ダ・ナビン／キャシー・ジョナック／ナベタ・ジャ
ケリーネ・マミ／ジャン・バザンテ／ヴォロビヨ
ワ・ガリーナ／ほか

ことばと文字　7号 
国際化時代の日本語と文字を考える

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2017年4月　978-4-87424-681-8　C3381
　A5判　228頁　本体1200円+税 

681
ことばともじ 7
ことばと文字.4号・5号・～10号.･･････････････････････63

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「外国語としての日本語をどう学んだか　―
学習者から見た日本語学習―」。青木直子／浜田
盛男／ジョセフ・エサティエ／周振／楊帆／ヴォ
ロビヨワ ガリーナ／パルデシ　プラシャント／
ベケシュ　アンドレイ／ほか

ことばと文字　8号 
国際化時代の日本語と文字を考える

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2017年10月　978-4-87424-685-6　C3381
　A5判　186頁　本体1200円+税 

685
ことばともじ 8
ことばと文字.4号・5号・～10号.･･････････････････････63

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「ことばのバリエーション」。渋谷勝己／白
岩広行／白坂千里／當山奈那／笹原宏之／小田佐
智子／平本美恵／竹井尚子／ほか

ことばと文字　9号 
国際化時代の日本語と文字を考える

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2018年4月　978-4-87424-764-8　C3381
　A5判　202頁　本体1200円+税 

764
ことばともじ 9
ことばと文字.4号・5号・～10号.･･････････････････････63

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「日本語の読み書きに希望をつなぐために」。
河路由佳／森壮也／モハメド　オマル　アブディ
ン／福島智／橋本洋輔／上農正剛／島田静香／江
副隆秀／河村宏／宇野彰／辰巳格／渡辺眞澄／ほ
か

63

【日本語学】（ことばと文字）



ことばと文字　10号 
地球時代の日本語と文字を考える

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2018年10月　978-4-87424-780-8　C3381
　A5判　212頁　本体1200円+税 

780
ことばともじ 10
ことばと文字.4号・5号・～10号.･･････････････････････64
堀池

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

第10号記念特集「日本語の文字と表記」。鈴木孝
夫/杉本つとむ/今野真二/氏原基余司/武田康弘
/ガリーナ・ヴォロビヨワ/シュテファン・カイ
ザー/庵功雄/金水敏/松田結貴/大島一/屋名池
誠/玉岡賀津雄/岩瀬順一/田中克彦/ほか

ことばと文字　11号 
地球時代の日本語と文字を考える
新刊

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2019年4月　978-4-87424-795-2　C3381
　A5判　178頁　本体1200円+税 

795
ことばともじ 11ごう
ことばと文字　11号.･････････････････････････････････････64
堀池

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「言語景観研究」。助川泰彦/井上史雄/吹原
豊/松﨑真日/磯野英治/池田菜採子/上仲淳/田
中真衣/本多由美子/丸山岳彦/三枝令子/小林幸
江/山岸愛美/渡邊彰吾/正木みゆ/髙村郁子/河
路由佳/青山文啓

ことばと文字　12号 
地球時代の日本語と文字を考える
新刊

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2019年10月　978-4-87424-427-2　C3381
　A5判　198頁　本体1200円+税 

427
ことばともじ 12 ごう
ことばと文字　12号.･････････････････････････････････････64
堀池

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「文学におけることばと文字」。小松靖彦/
ローレン・ウォーラー/松田浩/加藤詩乃/高田
祐彦/海野圭介/大屋多詠子/大川内夏樹/加藤祥
/柏崎順子/山田昭子/長渡陽一/嶋津拓/鮮于媚
/蔡梅花/松本匡史/茅島篤/ほか

64

【日本語学】（ことばと文字）



ことばと文字　10号 
地球時代の日本語と文字を考える

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2018年10月　978-4-87424-780-8　C3381
　A5判　212頁　本体1200円+税 

780
ことばともじ 10
ことばと文字.4号・5号・～10号.･･････････････････････64
堀池

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

第10号記念特集「日本語の文字と表記」。鈴木孝
夫/杉本つとむ/今野真二/氏原基余司/武田康弘
/ガリーナ・ヴォロビヨワ/シュテファン・カイ
ザー/庵功雄/金水敏/松田結貴/大島一/屋名池
誠/玉岡賀津雄/岩瀬順一/田中克彦/ほか

ことばと文字　11号 
地球時代の日本語と文字を考える
新刊

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2019年4月　978-4-87424-795-2　C3381
　A5判　178頁　本体1200円+税 

795
ことばともじ 11ごう
ことばと文字　11号.･････････････････････････････････････64
堀池

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「言語景観研究」。助川泰彦/井上史雄/吹原
豊/松﨑真日/磯野英治/池田菜採子/上仲淳/田
中真衣/本多由美子/丸山岳彦/三枝令子/小林幸
江/山岸愛美/渡邊彰吾/正木みゆ/髙村郁子/河
路由佳/青山文啓

ことばと文字　12号 
地球時代の日本語と文字を考える
新刊

公益財団法人 日本のローマ字社 編集・
発行

2019年10月　978-4-87424-427-2　C3381
　A5判　198頁　本体1200円+税 

427
ことばともじ 12 ごう
ことばと文字　12号.･････････････････････････････････････64
堀池

公益財団法人.日本のローマ字社. .･････････････････63・64

特集「文学におけることばと文字」。小松靖彦/
ローレン・ウォーラー/松田浩/加藤詩乃/高田
祐彦/海野圭介/大屋多詠子/大川内夏樹/加藤祥
/柏崎順子/山田昭子/長渡陽一/嶋津拓/鮮于媚
/蔡梅花/松本匡史/茅島篤/ほか

言語学
言語学入門

. 掲載無し.

たのしい音声学 
新刊

竹内京子/木村琢也 著　
岩松奈央子 イラスト

2019年4月　978-4-87424-788-4　C0081
　B5判　260頁　本体2600円+税 

788
たのしいおんせいがく
たのしい音声学･･･････････････････････････････････････････65
池上 
http://www.9640.jp/onsei/

竹内.京子（たけうち.きょうこ）.･･････････････････････････65
木村.琢也（きむら.たくや）.･･･････････････････････････････65
岩松.奈央子（いわまつ.なおこ）.･･････････････････････････65

音声学の知識を学び、それが使えるようになろ
う！　実験、その解説、クイズ、発音記号チェッ
ク、復習テストなどで構成。発音記号の書き方・
読み方は、特に重点的に解説。言語聴覚士国家試
験の過去問も掲載。サポートサイトも充実。

徹底比較　日本語文法と英文法 

畠山雄二 編　平田一郎/寺田寛/
岸本秀樹/本田謙介/田中江扶/
今仁生美 著

2016年4月　978-4-87424-689-4　C3080
　A5判　272頁　本体1800円+税 

689
てっていひかくにほんごぶんぽうとえいぶんぽう
徹底比較　日本語文法と英文法･････････････････････････65

畠山.雄二（はたけやま.ゆうじ）.･･･････････････ 65・66・93
平田.一郎（ひらた.いちろう）.･････････････････････････････65
寺田.寛（てらだ.ひろし）.･････････････････････････････････65
岸本.秀樹（きしもと.ひでき）.････････ 65・66・74・76・81
本田.謙介（ほんだ.けんすけ）.････････････････････････65・66
田中.江扶（たなか.こうすけ）.････････････････････････65・66
今仁.生美（いまに.いくみ）.･･･････････････････････････････65日本語文法と英文法を並べて比較し、類似点や相

違点を通して双方の文法が学べる新しいタイプの
文法書。日本語文法を通して英文法がわかり、英
文法がわかることで日本語文法を見直せる。

現代意味論入門 

吉本啓/中村裕昭

2016年2月　978-4-87424-676-4　C3080
　A5判　272頁　本体2700円+税 

676
げんだいいみろんにゅうもん
現代意味論入門･･･････････････････････････････････････････65

吉本.啓（よしもと.けい）.･････････････････････････････････65
中村.裕昭（なかむら.ひろあき）.･･････････････････････････65

意味論について、それを学ぶ上で欠かせない論理
学や数学の概念から身につけられるよう工夫され
た自習可能な入門書。重要な用語や概念には説明
を付し、また具体例を豊富に解説するなど、論理
意味論の世界をわかりやすく説明している。

「もの」の意味、「時間」の意味 
記号化に頼らない形式意味論の話

荻原俊幸

2016年1月　978-4-87424-680-1　C1081
　A5判　208頁　本体2200円+税 

680
もののいみじかんのいみ
「もの」の意味、「時間」の意味.･･･････････････････････････65

荻原.俊幸（おぎはら.としゆき）.･･････････････････････････65

「もの」と「時間」の比較を通じて自然言語の形
式意味論の論点や方法論を学ぶ。本質的な問題点
や概念を、分かりやすく解説。厳密な形式化は可
能な限り避け、構成性の問題を強調せず、文全体
としての意味を中心に議論をすすめる。

日本手話で学ぶ　手話言語
学の基礎 

松岡和美

2015年10月　978-4-87424-670-2　C1081
　A5判　176頁　本体2500円+税 

670
にほんしゅわでまなぶしゅわげんごがくのきそ
日本手話で学ぶ　手話言語学の基礎.･･･････････････････65

松岡.和美（まつおか.かずみ）.･････････････････････････････65

初学者が手話言語学の基礎知識を得るための入門
書。「言語学の基本知識を持たない」「手話言語学
の基本を勉強したい」ろう者と聴者のために、日
本手話ということばの仕組みを豊富な写真入りで
平易に解説。日本手話DVD付。

65

【言語学】（言語学入門）



人はことばをどう学ぶか 
国語教師のための言語科学入門

菅井三実

2015年8月　978-4-87424-665-8　C1081
　A5判　160頁　本体1500円+税 

665
ひとはことばをどうまなぶか
人はことばをどう学ぶか.････････････････････････････････66

菅井.三実（すがい.かずみ）.･･･････････････････････････････66

認知能力との関係で言語を分析する認知言語学の
観点から、関連諸科学の知見を積極的に提供しつ
つ、言語研究と国語教育の連携を図り、国語教育
が思考の教育になることの理論的基盤と実践例を
学術的論拠に基づいて分かりやすく論じる。

スペイン語学概論 

高垣敏博 監修　菊田和佳子/二宮哲/
西村君代 編集

2015年6月　978-4-87424-664-1　C1087
　A5判　300頁　本体2500円+税 

664
すぺいんごがくがいろん
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スペイン語から言語学を知る・言語学からスペイ
ン語を見る〜スペイン語学初の本格的概論。ス
ペイン語学で注目を集める18の重要分野を厳選。

「本章で取り組むテーマ」「課題」「文献紹介」を
付し、理解しやすいよう工夫されている。

ことばの本質に迫る理論言語学 

畠山雄二 編　岸本秀樹/谷口一美/
本田謙介/田中江扶/藤田耕司 著
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ことばの本質に迫る理論言語学･････････････････････････66

畠山.雄二（はたけやま.ゆうじ）.･･･････････････ 65・66・93
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英語教育の需要増に伴い、言語教育現場で不可欠
になりつつある「理論言語学」の本質的知識を、
日常生活レベルの表現に潜む疑問から簡潔に解
説。言語学を志す学部学生のテキストに最適なほ
か、教壇に立つ英語教師にもお薦めの一冊。

言語研究のための統計入門 

石川慎一郎/前田忠彦/山崎誠 編
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大量の言語データを扱うコーパスの普及で、統計
の知識・手法は言語研究でも必須に。難解な数学
知識が必要で文系の学生・研究者にとっては厄介
者だった統計を、丁寧な解説と添付CD収録の分
析ソフトで有益なツールに変える。

新世代の言語学 
社会・文化・人をつなぐもの

飯野公一/恩村由香子/杉田洋/森吉直子
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言語学は難しい、とっつきにくい。そんなイメー
ジを持つ人は多いのでは？　「言語学」が研究対
象とする様々な分野を紹介し、興味を引くコラム
を多くもりこんだ言語学の教科書。はじめての人
にもことばに興味を持たせる一冊。

はじめての人の言語学 
ことばの世界へ

上山あゆみ
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はじめてのひとのげんごがく
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身近な話題をもとに、言語学のおもしろさやと分
析の方法をやさしく解説。言語に関心を持ってい
るすべての人におくる画期的な入門書・教科書。
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人はことばをどう学ぶか 
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身近な話題をもとに、言語学のおもしろさやと分
析の方法をやさしく解説。言語に関心を持ってい
るすべての人におくる画期的な入門書・教科書。

言語の構造　音声・音韻篇 
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影山.太郎（かげやま.たろう）
.･･････････････････････････67・69・70・74・75・79・80
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様々な言語の分析を通して言語理論を包括的に論
じた言語学入門書。実際の言語資料から学習者自
らが分析。知識としてではなく方法としての言語
学が身に付く。

言語の構造　教授資料 

柴谷方良/影山太郎/田守育啓

1983年6月　978-4-87424-112-7　C3081
　A5判　128頁　本体1000円+税 
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げんごのこうぞうきょうじゅしりょう
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言語の構造シリーズの資料篇。より深く理解した
い方のために。

シリーズ記述文法
執筆者自らが現地調査に赴き、そこで得た一次資料をもとに研究し明らかにした文法体系をまとめた、
いわゆる少数言語の記述文法書のシリーズ。音韻論も含めた対象言語の文法全体を、専門性を保ちつつ
も当該言語の専門家でなくとも理解できるように記述する。

. 掲載無し.

1▼ 南琉球宮古語伊良部島方言 

下地理則

2018年3月　978-4-87424-760-0　C3380
　A5判　368頁　本体5400円+税 

760
みなみりゅうきゅうみやこごいらぶじまほうげん
南琉球宮古語伊良部島方言.･･････････････････････････････67
荻原

下地.理則（しもじ.みちのり）.････････････････････････50・67

南琉球宮古語伊良部島方言を音韻から品詞、構文
に至るまで体系的に記述した文法書。この方言が
有する魅力に満ちた言語現象に内的一貫性を持た
せつつ説明を加えた。言語学の面白さを伝える一
冊。第47回金田一京助博士記念賞受賞。

シリーズ言語対照 中川正之 /西光義弘 /益岡隆志.編
日本語を諸外国語と対照することにより、日本語だけをみていては見えにくいところに光をあて、言語
の一般的性質を解明する。日本語教育などの言語教育にも資するシリーズ（8 は未刊）。

. 中川.正之（なかがわ.まさゆき）.･････････････････････67・68
西光.義弘（にしみつ.よしひろ）.･･････････67・68・78～80
益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68.

1▼ 音声文法の対照 

中川正之/定延利之 編

2007年6月　978-4-87424-383-1　C3080
　A5判　220頁　本体3000円+税 

383
おんせいぶんぽうのたいしょう
音声文法の対照･･･････････････････････････････････････････67

中川.正之（なかがわ.まさゆき）.･････････････････････67・68
定延.利之（さだのぶ.としゆき）.･･･････････････ 54・67・68

【目次】序　定延利之／レキシカルな韻律とフレー
ザルな韻律の関係―日本語共通語・新見市方言・
中国語・マテンゴ語の対照―　定延利之ほか／発
話態度の文化的特性と「偽の友達」―日仏語の対
照研究を通して―　昇地崇明ほか／ほか

67

【言語学】（言語学入門 ／シリーズ記述文法 ／シリーズ言語対照）



2▼ 言語に現れる「世間」と「世界」 
在庫僅少

中川正之/定延利之 編

2006年11月　978-4-87424-368-8　C3080
　A5判　199頁　本体3000円+税 

368
げんごにあらわれるせけんとせかい
言語に現れる「世間」と「世界」.･･･････････････････････････68

中川.正之（なかがわ.まさゆき）.･････････････････････67・68
定延.利之（さだのぶ.としゆき）.･･･････････････ 54・67・68

【目次】言語に現れる世間と世界―まえがきにかえ
て―　中川正之・定延利之／人物の属性表現に関
する「具体」と「抽象」―社会心理学的見地から
―　菅さやか・唐沢穣／無助詞題目の認知的特徴
―心内処理と現場性―　金田純平／ほか

3▼ 類別詞の対照 

西光義弘/水口志乃扶 編

2004年11月　978-4-87424-313-8　C3080
　A5判　220頁　本体3000円+税 

313
るいべつしのたいしょう
類別詞の対照.･････････････････････････････････････････････68

西光.義弘（にしみつ.よしひろ）.･･････････67・68・78～80
水口.志乃扶（みずぐち.しのぶ）.･･････････････････････････68

【目次】「類別詞」とは何か　水口志乃扶／類別詞
と認知様式の相関に関する理論的考察  西光義弘
／非類別詞/類別詞言語を決定する要因について　
今里典子／日本語の類別詞の特性　水口志乃扶／
ほか

4▼ 自動詞・他動詞の対照 

西光義弘/プラシャント・パルデシ 編

2010年6月　978-4-87424-485-2　C3080
　A5判　248頁　本体3000円+税 

485
じどうしたどうしのたいしょう
自動詞・他動詞の対照.･･･････････････････････････････････68

西光.義弘（にしみつ.よしひろ）.･･････････67・68・78～80
パルデシ,.プラシャント .････････････････････････････････68

【目次】他動性のプロトタイプとその拡張における
バリエーション　プラシャント パルデシ・西光
義弘／マラーティー語における他動性のスペクト
ル　プラシャント パルデシ／ほか

5▼ 主題の対照 

益岡隆志 編

2004年12月　978-4-87424-314-5　C3080
　A5判　236頁　本体3000円+税 

314
しゅだいのたいしょう
主題の対照.････････････････････････････････････････････････68

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

【目次】日本語の主題―叙述の類型の観点から―　
益岡隆志／中国語における語順と主題化―主題化
とその周辺の概念を中心に―　澤田浩子・中川正
之 ／景頗語（Kachin）の主題マーカーについて　
張麟声／ほか

6▼ 条件表現の対照 
在庫僅少

益岡隆志 編

2006年10月　978-4-87424-361-9　C3080
　A5判　238頁　本体3000円+税 

361
じょうけんひょうげんのたいしょう
条件表現の対照･･･････････････････････････････････････････68

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

【目次】条件表現研究の導入　有田節子／日本語に
おける条件形式の分化―文の意味的階層構造の観
点から―　益岡隆志／条件表現の範囲―古典日本
語の接続助詞バをめぐって―　福田嘉一郎／ほか

7▼ 移動表現の類型論 

松本曜 編

2017年2月　978-4-87424-722-8　C3080
　A5判　384頁　本体4600円+税 

722
いどうひょうげんのるいけいろん
移動表現の類型論.････････････････････････････････････････68

松本.曜（まつもと.よう）.･････････････････････････････････68

【目次】移動表現の類型に関する課題　松本曜／英
語における移動事象表現のタイプと経路表現　松
本曜／ハンガリー語の移動表現　江口清子／ネ
ワール語の移動表現　松瀬育子／中国語の移動表
現　Christine LAMARRE／ほか

68

【言語学】（シリーズ言語対照）



2▼ 言語に現れる「世間」と「世界」 
在庫僅少

中川正之/定延利之 編

2006年11月　978-4-87424-368-8　C3080
　A5判　199頁　本体3000円+税 

368
げんごにあらわれるせけんとせかい
言語に現れる「世間」と「世界」.･･･････････････････････････68

中川.正之（なかがわ.まさゆき）.･････････････････････67・68
定延.利之（さだのぶ.としゆき）.･･･････････････ 54・67・68

【目次】言語に現れる世間と世界―まえがきにかえ
て―　中川正之・定延利之／人物の属性表現に関
する「具体」と「抽象」―社会心理学的見地から
―　菅さやか・唐沢穣／無助詞題目の認知的特徴
―心内処理と現場性―　金田純平／ほか

3▼ 類別詞の対照 

西光義弘/水口志乃扶 編

2004年11月　978-4-87424-313-8　C3080
　A5判　220頁　本体3000円+税 

313
るいべつしのたいしょう
類別詞の対照.･････････････････････････････････････････････68

西光.義弘（にしみつ.よしひろ）.･･････････67・68・78～80
水口.志乃扶（みずぐち.しのぶ）.･･････････････････････････68

【目次】「類別詞」とは何か　水口志乃扶／類別詞
と認知様式の相関に関する理論的考察  西光義弘
／非類別詞/類別詞言語を決定する要因について　
今里典子／日本語の類別詞の特性　水口志乃扶／
ほか

4▼ 自動詞・他動詞の対照 

西光義弘/プラシャント・パルデシ 編

2010年6月　978-4-87424-485-2　C3080
　A5判　248頁　本体3000円+税 

485
じどうしたどうしのたいしょう
自動詞・他動詞の対照.･･･････････････････････････････････68

西光.義弘（にしみつ.よしひろ）.･･････････67・68・78～80
パルデシ,.プラシャント .････････････････････････････････68

【目次】他動性のプロトタイプとその拡張における
バリエーション　プラシャント パルデシ・西光
義弘／マラーティー語における他動性のスペクト
ル　プラシャント パルデシ／ほか

5▼ 主題の対照 

益岡隆志 編

2004年12月　978-4-87424-314-5　C3080
　A5判　236頁　本体3000円+税 

314
しゅだいのたいしょう
主題の対照.････････････････････････････････････････････････68

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

【目次】日本語の主題―叙述の類型の観点から―　
益岡隆志／中国語における語順と主題化―主題化
とその周辺の概念を中心に―　澤田浩子・中川正
之 ／景頗語（Kachin）の主題マーカーについて　
張麟声／ほか

6▼ 条件表現の対照 
在庫僅少

益岡隆志 編

2006年10月　978-4-87424-361-9　C3080
　A5判　238頁　本体3000円+税 

361
じょうけんひょうげんのたいしょう
条件表現の対照･･･････････････････････････････････････････68

益岡.隆志（ますおか.たかし）
.･･････････････････････････40・44・45・54・57・67・68

【目次】条件表現研究の導入　有田節子／日本語に
おける条件形式の分化―文の意味的階層構造の観
点から―　益岡隆志／条件表現の範囲―古典日本
語の接続助詞バをめぐって―　福田嘉一郎／ほか

7▼ 移動表現の類型論 

松本曜 編

2017年2月　978-4-87424-722-8　C3080
　A5判　384頁　本体4600円+税 

722
いどうひょうげんのるいけいろん
移動表現の類型論.････････････････････････････････････････68

松本.曜（まつもと.よう）.･････････････････････････････････68

【目次】移動表現の類型に関する課題　松本曜／英
語における移動事象表現のタイプと経路表現　松
本曜／ハンガリー語の移動表現　江口清子／ネ
ワール語の移動表現　松瀬育子／中国語の移動表
現　Christine LAMARRE／ほか

9▼ 韓日使役構文の機能的類型
論研究 

鄭聖汝

2006年10月　978-4-87424-362-6　C3080
　A5判　323頁　本体3800円+税 

362
かんにちしえきこうぶんのきのうてきるいけいろんけんきゅう
韓日使役構文の機能的類型論研究.･･････････････････････69

鄭.聖汝（ちょん.そんよ）.･････････････････････････････････69

【目次】第一部　対格言語と能格性／第二部　使役
構文の機能論的アプローチ／第三部　動詞基盤の
文法から名詞基盤の文法へ

10▼ 明晰な引用、しなやかな引用 

山口治彦

2009年12月　978-4-87424-465-4　C3082
　A5判　288頁　本体3800円+税 

465
めいせきないんよう、しなやかないんよう
明晰な引用、しなやかな引用.･･･････････････････････････69

山口.治彦（やまぐち.はるひこ）.･･････････････････････････69

【目次】話法をどのように眺めるか／英語の話法／
日本語の話法／直接話法に見る節結合の類像性：
英語と日本語と大阪方言をもとに／話法の談話文
法：先行研究との対話

11▼ スペイン語と日本語のモダ
リティ 

叙法とモダリティの接点

和佐敦子

2005年11月　978-4-87424-329-9　C3080
　A5判　224頁　本体3500円+税 

329
すぺいんごとにほんごのもだりてぃ
スペイン語と日本語のモダリティ.･･････････････････････69

［目次］文字化け有

和佐.敦子（わさ.あつこ）.･････････････････････････････････69

【目次】スぺイン語のモダリティ概観／発話・伝達
のモダリティと叙法／叙法とRealis/Irrealis／命
題めあてのモダリティと叙法／スペイン語接続法
と日本語の「（ヨ）ウ」「ダロウ」

日中理論言語学の新展望 影山太郎 /沈力.編
日本語と中国語というアジアの 2 大言語の観点から一般言語学に寄与し得る学術的提言を行うことを目
指し、また日中両国の研究者の交流を促進するという社会的な目的ももって編まれた論文集のシリーズ。
全 3 巻（完結）。

. 影山.太郎（かげやま.たろう）
.･･････････････････････････67・69・70・74・75・79・80

沈.力（しん.りき）.････････････････････････････････････69・70.

日中理論言語学の新展望1　
統語構造 

影山太郎/沈力 編

2011年12月　978-4-87424-540-8　C3080
　A5判　240頁　本体3200円+税 

540
にっちゅうりろんげんごがくのしんてんぼう1とうごこうぞう
日中理論言語学の新展望1　統語構造.･･････････････････69

［目次］文字化け有

影山.太郎（かげやま.たろう）
.･･････････････････････････67・69・70・74・75・79・80

沈.力（しん.りき）.････････････････････････････････････69・70

【目次】 間接受身文の事象と統語構造について　
星英仁／壁塗り構文と視点の転換　岸本秀樹／心
理副詞の修飾構造　伊藤さとみ／副詞と主語の語
順から見た中国語節左方周縁部の階層構造　孙
猛・小泉政利／ほか

日中理論言語学の新展望2　
意味と構文 

影山太郎/沈力 編

2012年4月　978-4-87424-549-1　C3080
　A5判　208頁　本体3200円+税 

549
にっちゅうりろんげんごがくのしんてんぼう 2 いみとこうぶん
日中理論言語学の新展望2　意味と構文.･･･････････････69

［目次］文字化け有

影山.太郎（かげやま.たろう）
.･･････････････････････････67・69・70・74・75・79・80

沈.力（しん.りき）.････････････････････････････････････69・70

【目次】テンスの有無と事象の叙述様式―日本語と
中国語の対照―　井上優／付加詞主語構文の属性
叙述機能　影山太郎・沈力／Nノコトダカラ構文
の意味分析　益岡隆志／コピュラ文の諸相　風間
伸次郎／ほか

69

【言語学】（シリーズ言語対照 ／日中理論言語学の新展望）



日中理論言語学の新展望3　
語彙と品詞 

影山太郎/沈力 編

2012年6月　978-4-87424-553-8　C3080
　A5判　280頁　本体3600円+税 

553
にっちゅうりろんげんごがくのしんてんぼう 3 ごいとひんし
日中理論言語学の新展望3　語彙と品詞.･･･････････････70

影山.太郎（かげやま.たろう）
.･･････････････････････････67・69・70・74・75・79・80

沈.力（しん.りき）.････････････････････････････････････69・70

【目次】ヴォイスの複合―記述の歴史と現在―　斉
木美知世・鷲尾龍一／日本語における名詞性―名
詞らしさの境界と段階―　加藤重広／フィリピン
諸語の品詞―日本語との比較―　北野浩章／ほか

日本語と外国語との対照研究 国立国語研究所.編
国立国語研究所日本語教育センターの各研究室の研究報告をまとめたシリーズ。音声、文法、語彙から
言語行動や日本語教育をめぐる社会的状況にいたるまで、さまざまな領域に関する対照研究の成果を広
く発信。完結（品切あり）。

. 国立国語研究所. .････････････････････････････････････70・89.

Ⅴ▼ 日本語とスペイン語（2） 
在庫僅少

国立国語研究所 編

1997年3月　978-4-87424-138-7　C3081
　A5判　314頁　本体3500円+税 

138
にほんごとすぺいんご（2）
日本語とスペイン語.（2）.･････････････････････････････････70

国立国語研究所. .････････････････････････････････････70・89

【目次】日本語とスペイン語の人間表示接尾辞　高
垣敏博／認識動詞構文のシンタクスと意味　三原
健一／日本語から見たスペイン語の複文　青山文
啓／日本語とスペイン語のボイス　野田尚史／ほ
か

Ⅹ▼ 対照研究と日本語教育 
在庫僅少

国立国語研究所 編

2002年3月　978-4-87424-256-8　C3080
　A5判　174頁　本体2500円+税 

256
たいしょうけんきゅうとにほんごきょういく
対照研究と日本語教育.･･･････････････････････････････････70

国立国語研究所. .････････････････････････････････････70・89

これまでのシリーズを踏まえ「言語の対照研究」
とは何か、「対照研究」と「日本語教育」を結び
付けるにはどのようなことが必要であるかを記
述。井上優・熊谷智子・小河原義朗・太田亨・三
原健一・宇佐見洋など11編の論文を記載。

韓国語教育論講座 野間秀樹.編著
韓国語教育と韓国語学のための、日本語で書かれたはじめての総合的な講座。各巻平均700ページを超え、
基礎的な内容から最先端の研究成果までを、最大限に記述。南北の言語の違い、方言や言語史も照らす。
全 4 巻（完結・品切あり）。

. 掲載無し.

韓国語教育論講座　第1巻 

野間秀樹 編

2007年4月　978-4-87424-374-9　C1387
　A5判　727頁　本体4700円+税 

374
かんこくごきょういくろんこうざだい 1かん
韓国語教育論講座.第1巻～第3巻.･･････････････････････70

野間.秀樹（のま.ひでき）.････････････････････････････70・71

【目次】試論：ことばを学ぶことの根拠はどこにあ
るのか　野間秀樹／日本における韓国語教育の現
在　小栗章／日本における韓国語教育の歴史　野
間秀樹・中島仁／韓国における韓国語教育の現在　
閔賢植／ほか

70

【言語学】（日中理論言語学の新展望 ／日本語と外国語との対照研究 ／韓国語教育論講座）



日中理論言語学の新展望3　
語彙と品詞 

影山太郎/沈力 編

2012年6月　978-4-87424-553-8　C3080
　A5判　280頁　本体3600円+税 

553
にっちゅうりろんげんごがくのしんてんぼう 3 ごいとひんし
日中理論言語学の新展望3　語彙と品詞.･･･････････････70

影山.太郎（かげやま.たろう）
.･･････････････････････････67・69・70・74・75・79・80

沈.力（しん.りき）.････････････････････････････････････69・70

【目次】ヴォイスの複合―記述の歴史と現在―　斉
木美知世・鷲尾龍一／日本語における名詞性―名
詞らしさの境界と段階―　加藤重広／フィリピン
諸語の品詞―日本語との比較―　北野浩章／ほか

日本語と外国語との対照研究 国立国語研究所.編
国立国語研究所日本語教育センターの各研究室の研究報告をまとめたシリーズ。音声、文法、語彙から
言語行動や日本語教育をめぐる社会的状況にいたるまで、さまざまな領域に関する対照研究の成果を広
く発信。完結（品切あり）。

. 国立国語研究所. .････････････････････････････････････70・89.

Ⅴ▼ 日本語とスペイン語（2） 
在庫僅少

国立国語研究所 編

1997年3月　978-4-87424-138-7　C3081
　A5判　314頁　本体3500円+税 

138
にほんごとすぺいんご（2）
日本語とスペイン語.（2）.･････････････････････････････････70

国立国語研究所. .････････････････････････････････････70・89

【目次】日本語とスペイン語の人間表示接尾辞　高
垣敏博／認識動詞構文のシンタクスと意味　三原
健一／日本語から見たスペイン語の複文　青山文
啓／日本語とスペイン語のボイス　野田尚史／ほ
か

Ⅹ▼ 対照研究と日本語教育 
在庫僅少

国立国語研究所 編

2002年3月　978-4-87424-256-8　C3080
　A5判　174頁　本体2500円+税 

256
たいしょうけんきゅうとにほんごきょういく
対照研究と日本語教育.･･･････････････････････････････････70

国立国語研究所. .････････････････････････････････････70・89

これまでのシリーズを踏まえ「言語の対照研究」
とは何か、「対照研究」と「日本語教育」を結び
付けるにはどのようなことが必要であるかを記
述。井上優・熊谷智子・小河原義朗・太田亨・三
原健一・宇佐見洋など11編の論文を記載。

韓国語教育論講座 野間秀樹.編著
韓国語教育と韓国語学のための、日本語で書かれたはじめての総合的な講座。各巻平均700ページを超え、
基礎的な内容から最先端の研究成果までを、最大限に記述。南北の言語の違い、方言や言語史も照らす。
全 4 巻（完結・品切あり）。

. 掲載無し.

韓国語教育論講座　第1巻 

野間秀樹 編

2007年4月　978-4-87424-374-9　C1387
　A5判　727頁　本体4700円+税 

374
かんこくごきょういくろんこうざだい 1かん
韓国語教育論講座.第1巻～第3巻.･･････････････････････70

野間.秀樹（のま.ひでき）.････････････････････････････70・71

【目次】試論：ことばを学ぶことの根拠はどこにあ
るのか　野間秀樹／日本における韓国語教育の現
在　小栗章／日本における韓国語教育の歴史　野
間秀樹・中島仁／韓国における韓国語教育の現在　
閔賢植／ほか

韓国語教育論講座　第2巻 

野間秀樹 編

2012年10月　978-4-87424-566-8　C1387
　A5判　864頁　本体5800円+税 

566
かんこくごきょういくろんこうざだい 2 かん
韓国語教育論講座.第1巻～第3巻.･･････････････････････71

野間.秀樹（のま.ひでき）.････････････････････････････70・71

【目次】文法論からの接近　松尾勇／文法基礎論　
野間秀樹／学習文法項目論　矢野謙一／韓国語教
育と話しことばの文法　権在一／文をめぐって　
野間秀樹／文の階層構造　野間秀樹／用言の連体
形と連体節をめぐって　中島仁／ほか

韓国語教育論講座　第3巻 

野間秀樹 編

2018年1月　978-4-87424-754-9　C1387
　A5判　704頁　本体5200円+税 

754
かんこくごきょういくろんこうざだい 3 かん
韓国語教育論講座.第1巻～第3巻.･･････････････････････71
池上

野間.秀樹（のま.ひでき）.････････････････････････････70・71

【目次】〈対照する〉ということ －言語学の思考原
理としての〈対照〉という方法－　野間秀樹／形
態論的類型論とその発展 －日本語・韓国語の膠
着語性の観点から－　峰岸真琴／受動表現の類型
と起源　鷲尾龍一／ほか

文法と音声 音声文法研究会.編
杉藤美代子氏を慕い集まったメンバーによって運営が行われた音声文法研究会。分野の垣根を越えて
集った研究会メンバーらによる「音声文法」に関連の深い論文を、各巻 12 ～ 16 篇収録。全 5 巻（完結・
品切あり）。

. 音声文法研究会. .････････････････････････････････････71・72.

文法と音声 

音声文法研究会 編

1997年5月　978-4-87424-141-7　C3081
　A5判　320頁　本体3500円+税 

141
ぶんぽうとおんせい 1
文法と音声.Ⅰ・～Ⅴ.･････････････････････････････････････71

音声文法研究会. .････････････････････････････････････71・72

【目次】文の構造とプロソディ　杉藤美代子・犬飼
隆・定延利之／日本語の統語境界におけるF0と
モーラ長のふるまいについて　東淳一／日本語疑
問詞疑問文のイントネーション　前川喜久雄／ほ
か

文法と音声Ⅲ 

音声文法研究会 編

2001年12月　978-4-87424-241-4　C3081
　A5判　304頁　本体3500円+税 

241
ぶんぽうとおんせい 3
文法と音声.Ⅰ・～Ⅴ.･････････････････････････････････････71

音声文法研究会. .････････････････････････････････････71・72

 【目次】終助詞「ね」の意味・機能とイントネー
ション　杉藤美代子／低く短く付く終助詞「ね」 　
犬飼隆／終助詞「ね」のイントネーション　森山
卓郎／テンスと情報　金水敏／ほか

文法と音声Ⅳ 

音声文法研究会 編

2004年5月　978-4-87424-287-2　C3081
　A5判　336頁　本体3500円+税 

287
ぶんぽうとおんせい 4
文法と音声.Ⅰ・～Ⅴ.･････････････････････････････････････71

音声文法研究会. .････････････････････････････････････71・72

【目次】音声の韻律研究50年　杉藤美代子／声質
－パラ言語情報を持つ第四の韻律パラメータ－　
ニック キャンベル／日本語のりきみ－準備的考
察－　定延利之／ほか

71

【言語学】（韓国語教育論講座 ／文法と音声）



文法と音声Ⅴ 
在庫僅少

音声文法研究会 編

2006年9月　978-4-87424-346-6　C3081
　A5判　239頁　本体3500円+税 

346
ぶんぽうとおんせい 5
文法と音声.Ⅰ・～Ⅴ.･････････････････････････････････････72

音声文法研究会. .････････････････････････････････････71・72

【目次】3種の音声データベースの完成とそれらの
役割―『日本語音声データベース』『大阪･東京
アクセント音声辞典』および『乳幼児エミちゃん
と母親との対話音声』―　杉藤美代子／ほか

Studies in Japanese Linguistics Masayoshi.Shibatani.編
日本語学についての英語の博士論文を厳選してシリーズ化。様々な理論的フレームワークにおいて広範
なトピックを網羅する日本語学の分野に、新しい創造性に富んだ研究を提示（品切あり）。

. Shibatani,.Masayoshi（柴谷.方良）.･･････････････････72.

12▼ Predicate Concatenation: 
A Study of the V-te V 
Predicate in Japanese 

Kentaro Nakatani

2013年4月　978-4-87424-578-1　C3081
　A5判　280頁　本体4200円+税 

578
Predicate Concatenation: A Study of the V-te V Predicate in 
Japanese
Predicate.Concatenation:.A.Study.of.the.V-te.V.

Predicate.in.Japanese.･･････････････････････････････････72

Nakatani,.Kentaro（中谷.健太郎）.････････････････････72

二つの動詞が連結し、一つの述語として機能する
複雑述語。その「述語連結」の派生メカニズムを、
テイク、テシマウ等12種のテ形複雑述語に焦点
を当てて統語論・意味論の両側面から追求し、そ
れらに通底する派生原理を考える。

Linguistics Workshop Series Taro.Kageyama.編
日本において刺激的な研究成果が発表される言語学のシンポジウムやワークショップが数多く開かれる
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言語学専門

. 掲載無し.

レキシコン研究の新たなアプ
ローチ 
新刊

岸本秀樹/影山太郎 編

2019年2月　978-4-87424-787-7　C3081
　A5判　240頁　本体3700円+税 
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れきしこんけんきゅうのあらたなあぷろーち
レキシコン研究の新たなアプローチ.･･･････････････････74
池上

岸本.秀樹（きしもと.ひでき）.････････ 65・66・74・76・81
影山.太郎（かげやま.たろう）
.･･････････････････････････67・69・70・74・75・79・80

「レキシコン」とは「語彙・辞書」をさすが、語
彙論にとどまらず語形成、ひいては文法全体を包
括する幅広い分野に及ぶ。従来主流だった方法論
を超える新たな研究手法が求められている昨今、
今後のレキシコンの方向性を示唆する。

レキシコンの現代理論とその応用 
新刊

岸本秀樹 編

2019年11月　978-4-87424-818-8　C3081
　A5判　208頁　本体3500円+税 
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れきしこんのげんだいりろんとそのおうよう
レキシコンの現代理論とその応用.･･････････････････････74
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岸本.秀樹（きしもと.ひでき）.････････ 65・66・74・76・81

現代理論からレキシコンを見ると今まで見えてこ
なかった語彙の側面が見えてくる可能性がある。
いくつかの理論的な枠組みから経験的な事実を分
析して、レキシコンとはどのようなものであるか、
従来より明確な形で問題設定を行い論じた。

中国朝鮮族の言語使用と意識 
新刊

髙木丈也

2019年11月　978-4-87424-819-5　C3087
　A5判　352頁　本体4500円+税 
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中国東北地方に住む中国朝鮮族の言語と使用意識
について、著者が2014年以降、単身現地を巡っ
て独自に行った調査をもとに記述言語学的・社会
言語学的観点から分析を行う。平成30年度新村
出記念財団、刊行助成を受けて刊行。

スペイン語のムードとモダリティ 
日本語との対照研究の視点から
新刊

福嶌教隆
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スペイン語の叙法選択について、日本語学におけ
るモダリティ研究の成果を援用し、新たな規則を
提案する。そして電子コーパスやインフォーマン
ト調査を活用し、その規則の妥当性を検証する。
スペイン語研究者必読の1冊。

中国語の非動作主卓越構文 

于一楽
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Reading掲載。
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習者は楽しい参考書として幅広く使える。

First Steps in English 
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英語学・言語学にはじめてふれる学生にもわかり
やすく、英語言語学の全体像を紹介。統語論、意
味論、形態論、音声学・音韻論、語用論のほか、
英語史、社会言語学、心理言語学、第二言語習得
の全領域をカバー。

日英語対照による英語学概論
（増補版） 

西光義弘 編

1999年1月　978-4-87424-169-1　C3081
　A5判　424頁　本体2500円+税 
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西光.義弘（にしみつ.よしひろ）.･･････････67・68・78～80
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研究成果をおりまぜ、わかりやすく解説。西光義
弘/影山太郎/三原健一/杉本孝司/窪薗晴夫/西
村秀夫/高見健一/金水敏著。
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【言語学】（英語学入門）
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日本語タイトル『日本語らしさと英語らしさ』。
日本人の英語には、文法的には正しくても日本語
らしさからぬけない英文が多い。その理由を、「出
来事を状況全体として述べる日本語」、「人の視点
から述べる英語」の2点に求める。

10 Voyages in the Realms of 
Meaning 

Th. R. Hofmann/Taro Kageyama

1986年10月　978-4-87424-016-8　C3082
　A5判　168頁　本体1800円+税 
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日本語タイトル『10日間意味旅行』。意味論・語
用論・語法に関する題材を通して、英語の語彙力・
表現力を増し、より鋭く正確な語感を身につける
ことを意図した英文テキスト。

日英語対照研究シリーズ 柴谷方良 /西光義弘 /影山太郎.編
言語理論の多様化と急速な展開、日本語研究の興隆。この 2 つの流れの合流点に見られる成果を広く世
に問い、批判・検討を通して日本語・英語への理解を深めるとともに、理論的問題点についての論議を
活発化させるべく企画されたシリーズ。品切あり。

. 柴谷.方良（しばたに.まさよし）.･････････････････････67・80
西光.義弘（にしみつ.よしひろ）.･･････････67・68・78～80
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5▼ 動詞意味論 
言語と認知の接点

影山太郎

1996年10月　978-4-87424-130-1　C3081
　A5判　320頁　本体4300円+税 
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文法的な現象から認知・文化的な問題に至るまで、
動詞にまつわる諸特性を意味構造を通じて明らか
にし、理論づける。金田一賞受賞の著者が、当時
注目を集めるトピックであった動詞意味論の最新
の成果を収めた。

6▼ オノマトペ 
形態と意味
在庫僅少

田守育啓/ローレンス・スコウラップ

1999年3月　978-4-87424-170-7　C3081
　A5判　240頁　本体3800円+税 
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オノマトペ.････････････････････････････････････････････････80
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日本語はオノマトペに富んでおり、微妙な描写を
実現可能にする。感覚的な表現であるがゆえ、こ
れまであまり研究されていなかった、オノマトペ
の諸特性を日・英語の比較を通じ明らかにする。

7▼ 論理構造と文法理論 
日英語のWH現象

西垣内泰介

1999年3月　978-4-87424-171-4　C3081
　A5判　224頁　本体3500円+税 
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西垣内.泰介（にしがうち.たいすけ）.･････････････････････80

日本語と英語のWH構文や量化表現を含む構文
を中心として、文法構造と意味の両方に関わる考
察が、様々な文法現象に新しい光を与えうる可能
性を持っていることを示す。
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を中心として、文法構造と意味の両方に関わる考
察が、様々な文法現象に新しい光を与えうる可能
性を持っていることを示す。

8▼ 統語構造と文法関係 

岸本秀樹
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　A5判　338頁　本体4200円+税 
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とうごこうぞうとぶんぽうかんけい
統語構造と文法関係.･････････････････････････････････････81

岸本.秀樹（きしもと.ひでき）.････････ 65・66・74・76・81

日本語と英語の統語構造と文法関係に焦点をあ
て、両言語の共通する特性は何かということを経
験的なデータを中心として考察。2つの言語が基
本的な枠組みにおいて共通している部分が多いこ
とを指摘する。

英語学専門

. 掲載無し.

前置詞byの意味を知っていると
は何を知っていることなのか 
多義論から多使用論へ
新刊

平沢慎也

2019年7月　978-4-87424-804-1　C3082
　A5判　272頁　本体4200円+税 
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ぜんちしばいのいみをしっているとはなにをしっていることなのか
前置詞byの意味を知っているとは何を知っているこ
となのか.･･･････････････････････････････････････････････81

薮本

平沢.慎也（ひらさわ.しんや）.････････････････････････81・84

英語学習者が前置詞を使いこなせるようになるに
は？　この問いに認知言語学の見地から回答。by
の使用を可能にするのは「どんな場面でどんな語
句・構文と共に用いるとどんな内容が伝達できる
のか」という知識であることを示す。

英語の命令文 
神話と現実

高橋英光

2017年6月　978-4-87424-734-1　C3082
　A5判　184頁　本体2200円+税 
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えいごのめいれいぶん
英語の命令文.･････････････････････････････････････････････81

高橋.英光（たかはし.ひでみつ）.･････････････････････81・82

英語の命令文を解説する。英語の命令文について
あまり知られていなかった様々な現象を紹介し認
知言語学と談話機能言語学の立場から分析し、さ
らに英語の間接指令文との比較と日本語の命令形
および依頼形との比較も行う。

英語否定文の統語論研究 
素性照合と介在効果

西岡宣明

2007年11月　978-4-87424-403-6　C3082
　A5判　312頁　本体3800円+税 
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英語否定文の統語論研究.････････････････････････････････81

西岡.宣明（にしおか.のぶあき）.･･････････････････････････81

英語の否定文に共通する構造を、言語表現の認可
に関する介在効果に着目しつつ、生成文法のミニ
マリスト・プログラムのアプローチを用いて分析。
生成文法の進展の方向の妥当性を裏付ける。

81

【言語学】（日英語対照研究シリーズ ／英語学専門）



日英比較 動詞の文法 

吉川千鶴子

1995年8月　978-4-87424-106-6　C3081
　A5判　280頁　本体4600円+税 

106
にちえいひかくどうしのぶんぽう
日英比較.動詞の文法.･････････････････････････････････････82

吉川.千鶴子（よしかわ.ちづこ）.･･････････････････････････82

日本語から英語動詞の振る舞いを眺め、暗記式文
法の代わりに、説明でき応用予測が可能な日本人
に即した英語文法を考える。フィルモアの格理論
と三上・寺村の文法論を用いて、系統の離れた日・
英語を比較を試みた。

認知言語学入門

. 掲載無し.

認知言語学とは何か 
あの先生に聞いてみよう

高橋英光/野村益寛/森雄一 編

2018年6月　978-4-87424-769-3　C1081
　A5判　252頁　本体2400円+税 

769
にんちげんごがくとはなにか
認知言語学とは何か.･････････････････････････････････････82
池上

高橋.英光（たかはし.ひでみつ）.･････････････････････81・82
野村.益寛（のむら.ますひろ）.･････････････････････････････82
森.雄一（もり.ゆういち）.･･････････････････････ 77・82・84

「認知言語学とは何か」「なぜこんなことを問題にする
のか」認知言語学を考える上で根本となる11の問題に
ついて紐解いていく。西村義樹・長谷川明香・野村益
寛・松本曜・早瀬尚子・森雄一・大橋浩・長谷部陽一郎・
岡田禎之・大堀壽夫・本多啓・高橋英光＋名著解題

認知言語学　基礎から最前線へ 

森雄一/高橋英光 編

2013年9月　978-4-87424-595-8　C1081
　A5判　272頁　本体2500円+税 

595
にんちげんごがくきそからさいぜんせんへ
認知言語学　基礎から最前線へ･････････････････････････82

森.雄一（もり.ゆういち）.･･････････････････････ 77・82・84
高橋.英光（たかはし.ひでみつ）.･････････････････････81・82

各章は2部構成で、認知言語学の基礎をおさえつ
つ［基礎編］、どのような試みがその基礎をふま
えてなされているか研究の最前線も提示する［最
前線編］。入門と専門のギャップを埋めるべく編
まれた新スタイルの入門兼専門書。

認知日本語学講座 山梨正明 /吉村公宏 /堀江薫 /籾山洋介.編
従来の認知言語学の入門・研究書は、英語の分析が中心となっており、日本語の分析を中心とするもの
は数少ない。この点を考慮し、認知言語学の方法論と研究法を、主に日本語の分析に適用した研究書と
して企画。全 7 巻（1, 3 は未刊）。

. 山梨.正明（やまなし.まさあき）.･････････････････････83・84
吉村.公宏（よしむら.きみひろ）.･･････････････････････････83
堀江.薫（ほりえ.かおる）.･････････････････････････････････83
籾山.洋介（もみやま.ようすけ）.･･････････････････････････83.

2▼ 認知音韻・形態論 

李在鎬/村尾治彦/淺尾仁彦/奥垣内健

2013年11月　978-4-87424-612-2　C3080
　A5判　216頁　本体3200円+税 

612
にんちおんいんけいたいろん
認知音韻・形態論.････････････････････････････････････････83

李.在鎬（り.じぇほ）.･･･････････････････････････ 29・37・83
村尾.治彦（むらお.はるひこ）.･････････････････････････････83
淺尾.仁彦（あさお.よしひこ）.･････････････････････････････83
奥垣内.健（おくがきうち.けん）.･･････････････････････････83

日本語の音韻・形態論の研究の深化へ。認知言語
学の新たな展開。ネットワーク分析、構文文法、
フレーム意味論，意味地図、大規模コーパスなど、
認知言語学の最新の研究成果や分析手法を取り入
れ、日本語の事例分析を試みる。
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【言語学】（英語学専門 ／認知言語学入門／認知日本語学講座）



日英比較 動詞の文法 

吉川千鶴子

1995年8月　978-4-87424-106-6　C3081
　A5判　280頁　本体4600円+税 

106
にちえいひかくどうしのぶんぽう
日英比較.動詞の文法.･････････････････････････････････････82

吉川.千鶴子（よしかわ.ちづこ）.･･････････････････････････82

日本語から英語動詞の振る舞いを眺め、暗記式文
法の代わりに、説明でき応用予測が可能な日本人
に即した英語文法を考える。フィルモアの格理論
と三上・寺村の文法論を用いて、系統の離れた日・
英語を比較を試みた。

認知言語学入門

. 掲載無し.

認知言語学とは何か 
あの先生に聞いてみよう

高橋英光/野村益寛/森雄一 編

2018年6月　978-4-87424-769-3　C1081
　A5判　252頁　本体2400円+税 

769
にんちげんごがくとはなにか
認知言語学とは何か.･････････････････････････････････････82
池上

高橋.英光（たかはし.ひでみつ）.･････････････････････81・82
野村.益寛（のむら.ますひろ）.･････････････････････････････82
森.雄一（もり.ゆういち）.･･････････････････････ 77・82・84

「認知言語学とは何か」「なぜこんなことを問題にする
のか」認知言語学を考える上で根本となる11の問題に
ついて紐解いていく。西村義樹・長谷川明香・野村益
寛・松本曜・早瀬尚子・森雄一・大橋浩・長谷部陽一郎・
岡田禎之・大堀壽夫・本多啓・高橋英光＋名著解題

認知言語学　基礎から最前線へ 

森雄一/高橋英光 編

2013年9月　978-4-87424-595-8　C1081
　A5判　272頁　本体2500円+税 

595
にんちげんごがくきそからさいぜんせんへ
認知言語学　基礎から最前線へ･････････････････････････82

森.雄一（もり.ゆういち）.･･････････････････････ 77・82・84
高橋.英光（たかはし.ひでみつ）.･････････････････････81・82

各章は2部構成で、認知言語学の基礎をおさえつ
つ［基礎編］、どのような試みがその基礎をふま
えてなされているか研究の最前線も提示する［最
前線編］。入門と専門のギャップを埋めるべく編
まれた新スタイルの入門兼専門書。

認知日本語学講座 山梨正明 /吉村公宏 /堀江薫 /籾山洋介.編
従来の認知言語学の入門・研究書は、英語の分析が中心となっており、日本語の分析を中心とするもの
は数少ない。この点を考慮し、認知言語学の方法論と研究法を、主に日本語の分析に適用した研究書と
して企画。全 7 巻（1, 3 は未刊）。

. 山梨.正明（やまなし.まさあき）.･････････････････････83・84
吉村.公宏（よしむら.きみひろ）.･･････････････････････････83
堀江.薫（ほりえ.かおる）.･････････････････････････････････83
籾山.洋介（もみやま.ようすけ）.･･････････････････････････83.

2▼ 認知音韻・形態論 

李在鎬/村尾治彦/淺尾仁彦/奥垣内健

2013年11月　978-4-87424-612-2　C3080
　A5判　216頁　本体3200円+税 

612
にんちおんいんけいたいろん
認知音韻・形態論.････････････････････････････････････････83

李.在鎬（り.じぇほ）.･･･････････････････････････ 29・37・83
村尾.治彦（むらお.はるひこ）.･････････････････････････････83
淺尾.仁彦（あさお.よしひこ）.･････････････････････････････83
奥垣内.健（おくがきうち.けん）.･･････････････････････････83

日本語の音韻・形態論の研究の深化へ。認知言語
学の新たな展開。ネットワーク分析、構文文法、
フレーム意味論，意味地図、大規模コーパスなど、
認知言語学の最新の研究成果や分析手法を取り入
れ、日本語の事例分析を試みる。

4▼ 認知意味論 
新刊

大月実/進藤三佳/有光奈美

2019年4月　978-4-87424-785-3　C3080
　A5判　296頁　本体3700円+税 

785
にんちいみろん
認知意味論.････････････････････････････････････････････････83
池上

大月.実（おおつき.みのる）.･･･････････････････････････････83
進藤.三佳（しんどう.みか）.･･･････････････････････････････83
有光.奈美（ありみつ.なみ）.･･･････････････････････････････83

認知言語学の核心とも呼ぶべき認知意味論の研究
書。古代からの意味に関わる議論の中でその歴史
を紐解き、その上で、カテゴリー論、意味変化と
否定の問題といった、認知意味論にとって極めて
重要なテーマに迫る。シリーズ第5回配本。

5▼ 認知語用論 

小山哲春/甲田直美/山本雅子

2016年9月　978-4-87424-708-2　C3080
　A5判　292頁　本体3700円+税 

708
にんちごようろん
認知語用論.････････････････････････････････････････････････83

小山.哲春（こやま.てつはる）.･････････････････････････････83
甲田.直美（こうだ.なおみ）.･･･････････････････････････････83
山本.雅子（やまもと.まさこ）.･････････････････････････････83

発話やテクスト・談話の分析に、認知語用論の研
究姿勢が有効であることを示す。さらに、社会認
知語用論による発話理解モデル、一般的認知能力
と語用論的解釈、語りの語用論といった、最新の
認知言語学の視点から見た成果を紹介する。

6▼ 認知類型論 

中村渉/佐々木冠/野瀬昌彦

2015年10月　978-4-87424-671-9　C3080
　A5判　352頁　本体4200円+税 

671
にんちるいけいろん
認知類型論.････････････････････････････････････････････････83

［著者紹介］文字化け有

中村.渉（なかむら.わたる）.･･･････････････････････････････83
佐々木.冠（ささき.かん）.･･････････････････････ 46・77・83
野瀬.昌彦（のせ.まさひこ）.･･･････････････････････････････83

認知言語学と多くの理論的な前提を共有する機能
主義的言語類型論の研究書。役割指示文法の意味・
統語論の概説・適用に加え、言語類型論を踏まえ
た北海道方言の形態統語論の研究、大規模データ
ベースによる定量的言語類型論も紹介。

7▼ 認知歴史言語学 

金杉高雄/岡智之/米倉よう子

2013年3月　978-4-87424-587-3　C3080
　A5判　272頁　本体3500円+税 

587
にんちれきしげんごがく
認知歴史言語学･･･････････････････････････････････････････83

金杉.高雄（かなすぎ.たかお）.･････････････････････････････83
岡.智之（おか.ともゆき）.･････････････････････････････････83
米倉.よう子（よねくら.ようこ）.･･････････････････････････83

歴史言語学で伝統的に問われ続けてきたトピック
を、認知言語学の視点から捉え直す。「文法化」

「（間）主観性」及び新たな仮説から、認知と歴史
言語学の融和をめざし、日本語の言語変化の動機
付けを考察。

認知言語学専門

. 掲載無し.

認知文法研究 
主観性の言語学
新刊

中村芳久

2019年12月　978-4-87424-821-8　C3080
　A5判　472頁　本体5600円+税 

821
にんちぶんぽうけんきゅう
認知文法研究.･････････････････････････････････････････････84
池上（仮）

中村.芳久（なかむら.よしひさ）.･････････････････････79・84

認知文法理論の研究成果をまとめた著者研究の集
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話を遂行しているのだろうか。また、そこにはど
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の対面会話から、ポライトネス理論を用いて多様
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対一の調査では見られない、回答者間に起こる各
種の相互行為から、調査者も含めた三者間の相互
行為へと視点を広げ、その談話行動を分析。
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在庫僅少

泉子・K・メイナード

2008年11月　978-4-87424-422-7　C3081
　A5判　288頁　本体4200円+税 

422
まるちじゃんるだんわろん
マルチジャンル談話論.･･･････････････････････････････････89

メイナード,.泉子・K（めいなーど.せんこＫ）.･･･････････89

長年アメリカで研究生活を送りながら、日本の雑
誌、漫画、ドラマに熱いまなざしを送り続けてき
た筆者の談話論の書。雑誌広告から、漫画、テレ
ビドラマ、歌番組まで様々に現れる言語とビジュ
アルの交錯・融合現象を考察。
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親しい人とのコミュニケーションがどのように行
われているかを、日本語母語話者の談話の分析を
通じて明らかにする試み（英文書）。コミュニケー
ションのあり方の改善への示唆に富む一冊。
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の）表現に至る前の意識や姿勢をも視野に含めて
様々な諸相から分析。アンケート・面接調査に基
づいた社会言語学的調査の報告書。
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謎を著者と一緒に解くことで、その面白さや奥深
さを再発見。

謎解きの英文法　文の意味 

久野暲/高見健一

2005年4月　978-4-87424-323-7　C1082
　四六判　232頁　本体1500円+税 

323
なぞときのえいぶんぽうぶんのいみ
謎解きの英文法　文の意味.･･････････････････････････････90

［目次］文字化け有

久野.暲（くの.すすむ）.････････････････････ 54・77・90・91
高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

英語ネイティブは、学校文法とは明らかに違った
文法法則で話す。I am liking you more and more. 
などはその一例。進行形、受身文、使役文、二重
目的語構文、強調構文などに焦点をあて英文法の
謎を解く。

謎解きの英文法　否定 

久野暲/高見健一

2007年12月　978-4-87424-391-6　C1082
　四六判　224頁　本体1500円+税 

391
なぞときのえいぶんぽうひてい
謎解きの英文法　否定.･･･････････････････････････････････90

［目次］文字化け有
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高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

文否定と構成素否定、二重否定、部分否定と全体
否定や few, much, any, barely, only などの否定表
現に関する謎を解く。推理小説のような面白さ。

謎解きの英文法　単数か 複数か 

久野暲/高見健一

2009年9月　978-4-87424-452-4　C1082
　四六判　248頁　本体1500円+税 
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なぞときのえいぶんぽうたんすうか ふくすうか
謎解きの英文法　単数か.複数か.････････････････････････90
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高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

glassなど複数の意味がある名詞や、team, family 
など集合名詞や会社名などでは単数・複数をどの
ように使い分ければよいか？　英語の単数、複数
を根本から論じ、明快に解き明かす。

謎解きの英文法　省略と倒置 

久野暲/高見健一

2013年6月　978-4-87424-589-7　C1082
　四六判　260頁　本体1600円+税 
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なぞときのえいぶんぽうしょうりゃくととうち
謎解きの英文法　省略と倒置.･･･････････････････････････90
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高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

命令文で省略されている主語はYouだけなく、英
語でもLooks like rain.のように主語が省略される
ことも。省略と倒置を理解すると、複雑な構文が
すっきり理解できる。
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ように使い分ければよいか？　英語の単数、複数
を根本から論じ、明快に解き明かす。
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命令文で省略されている主語はYouだけなく、英
語でもLooks like rain.のように主語が省略される
ことも。省略と倒置を理解すると、複雑な構文が
すっきり理解できる。

謎解きの英文法　時の表現 

久野暲/高見健一

2013年8月　978-4-87424-593-4　C1082
　四六判　212頁　本体1500円+税 

593
なぞときのえいぶんぽうときのひょうげん
謎解きの英文法　時の表現.･･････････････････････････････91

久野.暲（くの.すすむ）.････････････････････ 54・77・90・91
高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

時の表現を網羅的にまとめ、現在形、過去形から、
日本人が間違いやすい、進行形、現在完了形など
を詳述。マクドナルドの名コピー I'm lovin'it.の
文法構造も解説。

謎解きの英文法　使役 

久野暲/高見健一

2014年10月　978-4-87424-638-2　C1082
　四六判　208頁　本体1500円+税 
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なぞときのえいぶんぽうしえき
謎解きの英文法　使役.･･･････････････････････････････････91

久野.暲（くの.すすむ）.････････････････････ 54・77・90・91
高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

英語では、make, let, have, get, causeなど用いられ
る使役動詞によって意味が違い、land the plane
とmakeを使ったmake the plane landも意味が異
なる。違いを整理し、定説の間違いを正す。

謎解きの英文法　副詞と数量詞 

久野暲/高見健一

2015年10月　978-4-87424-667-2　C1082
　四六判　272頁　本体1600円+税 

667
なぞときのえいぶんぽうふくしとすうりょうし
謎解きの英文法　副詞と数量詞･････････････････････････91

久野.暲（くの.すすむ）.････････････････････ 54・77・90・91
高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

deepとdeeply、agoとbeforeなどの副詞はどこが
違うのか？　too, also, even, onlyが修飾するもの
は？　all, each, bothなどの数量詞が修飾している
名詞句から離れているのはなぜか？　副詞と数量
詞の謎を解明。

謎解きの英文法　動詞 

久野暲/高見健一

2017年3月　978-4-87424-724-2　C1082
　四六判　280頁　本体1600円+税 

724
なぞときのえいぶんぽうどうし
謎解きの英文法　動詞.･･･････････････････････････････････91

久野.暲（くの.すすむ）.････････････････････ 54・77・90・91
高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

The boy kick the ball. とThe boy kick at the ball. 
の違いは？　Comeとgoの使い分けや、相互動詞
などについても詳細に解説。動詞についての謎を
解く。

謎解きの英文法　形容詞 

久野暲/高見健一

2018年10月　978-4-87424-776-1　C1082
　四六判　280頁　本体1600円+税 

776
なぞときのえいぶんぽうけいようし
謎解きの英文法　形容詞.････････････････････････････････91
岡野

久野.暲（くの.すすむ）.････････････････････ 54・77・90・91
高見.健一（たかみ.けんいち）.･････････････ 54・79・90・91

ネイティブの英語には than〜のない比較級があ
る?　形容詞の語順に決まりはあるのか？　She's 
certain/sure to win. の判断は誰の判断なのか？　
英語の形容詞の謎を解く。
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通な英語 久野揚子 /久野えりか
アメリカ人が普段よく使う言葉、あまり知られていない意味、言い回し、イディオムなどを集めたシリー
ズ。長年アメリカに在住している著者が 3 年間にわたって新聞・雑誌・テレビ・日常会話から見聞きし
た表現をもとに、様々な例文を紹介。

. 久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92
久野.えりか（くの.えりか）.･･･････････････････････････････92.

通な英語　アメリカ人の上等句 

久野揚子/久野えりか

2006年3月　978-4-87424-342-8　C1082
　四六判　256頁　本体1400円+税 

342
つうなえいご 1あめりかじんのじょうとうく
通な英語　アメリカ人の上等句･････････････････････････92

久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92
久野.えりか（くの.えりか）.･･･････････････････････････････92

アメリカに長く在住する著者が、テレビ、新聞、
日常会話で多用される英語のフレーズや表現を紹
介。What gives?, a bad hair day など基本単語な
のに日本人にあまり知られていない口語表現を覚
えると、テレビなどの理解が驚くほど高まる。

通な英語２　文字・数・動植物編 

久野揚子

2007年7月　978-4-87424-389-3　C1082
　四六判　242頁　本体1400円+税 

389
つうなえいご 2 もじかずどうしょくぶつへん
通な英語２　文字・数・動植物編.･･････････････････････92

久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92

a big cat と a fat cat の違いは？　前者はトラ、ラ
イオンなどの「大きな猫科の動物」、後者は「金
持ち」という意味。ワンランク上の使える英語力
を目指す人のための1冊。

通な英語３　からだ編 
在庫僅少

久野揚子

2007年8月　978-4-87424-390-9　C1082
　四六判　238頁　本体1400円+税 

390
つうなえいご 3 からだへん
通な英語３　からだ編.･･･････････････････････････････････92

久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92

Jack has a heavy foot. っ て ど う い う 意 味？　a 
body shop ってどんな店？　正解は、「ジャック
はスピード狂」、「自動車修理工場」。豊かな英語
表現が身につく。

英語学習

. 掲載無し.

映画で学ぶ英語の世界 
スーパーヒーロー・マザーグース・ギリ
シャ神話
新刊

酒井志延/小林めぐみ/鳥山淳子/
土屋佳雅里

2019年5月　978-4-87424-791-4　C2082
　A5判　184頁　本体1800円+税 

791
えいがでまなぶえいごのせかい
映画で学ぶ英語の世界.･･･････････････････････････････････92
長友

酒井.志延（さかい.しえん）.･･････････････････････････92・94
小林.めぐみ（こばやし.めぐみ）.･･････････････････････････92
鳥山.淳子（とりやま.じゅんこ）.･･････････････････････････92
土屋.佳雅里（つちや.かがり）.････････････････････････････92

ヒーローと悪役、マザーグース、ギリシャ神話と
いう3つの切り口から英語の文化背景に迫る。豊
富なカラー図版とともに、70本以上の映画を紹
介。

92

【英語教育・英語学習】（通な英語 ／英語学習）



通な英語 久野揚子 /久野えりか
アメリカ人が普段よく使う言葉、あまり知られていない意味、言い回し、イディオムなどを集めたシリー
ズ。長年アメリカに在住している著者が 3 年間にわたって新聞・雑誌・テレビ・日常会話から見聞きし
た表現をもとに、様々な例文を紹介。

. 久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92
久野.えりか（くの.えりか）.･･･････････････････････････････92.

通な英語　アメリカ人の上等句 

久野揚子/久野えりか

2006年3月　978-4-87424-342-8　C1082
　四六判　256頁　本体1400円+税 

342
つうなえいご 1あめりかじんのじょうとうく
通な英語　アメリカ人の上等句･････････････････････････92

久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92
久野.えりか（くの.えりか）.･･･････････････････････････････92

アメリカに長く在住する著者が、テレビ、新聞、
日常会話で多用される英語のフレーズや表現を紹
介。What gives?, a bad hair day など基本単語な
のに日本人にあまり知られていない口語表現を覚
えると、テレビなどの理解が驚くほど高まる。

通な英語２　文字・数・動植物編 

久野揚子

2007年7月　978-4-87424-389-3　C1082
　四六判　242頁　本体1400円+税 

389
つうなえいご 2 もじかずどうしょくぶつへん
通な英語２　文字・数・動植物編.･･････････････････････92

久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92

a big cat と a fat cat の違いは？　前者はトラ、ラ
イオンなどの「大きな猫科の動物」、後者は「金
持ち」という意味。ワンランク上の使える英語力
を目指す人のための1冊。

通な英語３　からだ編 
在庫僅少

久野揚子

2007年8月　978-4-87424-390-9　C1082
　四六判　238頁　本体1400円+税 

390
つうなえいご 3 からだへん
通な英語３　からだ編.･･･････････････････････････････････92

久野.揚子（くの.ようこ）.･････････････････････････････････92

Jack has a heavy foot. っ て ど う い う 意 味？　a 
body shop ってどんな店？　正解は、「ジャック
はスピード狂」、「自動車修理工場」。豊かな英語
表現が身につく。

英語学習

. 掲載無し.

映画で学ぶ英語の世界 
スーパーヒーロー・マザーグース・ギリ
シャ神話
新刊

酒井志延/小林めぐみ/鳥山淳子/
土屋佳雅里

2019年5月　978-4-87424-791-4　C2082
　A5判　184頁　本体1800円+税 

791
えいがでまなぶえいごのせかい
映画で学ぶ英語の世界.･･･････････････････････････････････92
長友

酒井.志延（さかい.しえん）.･･････････････････････････92・94
小林.めぐみ（こばやし.めぐみ）.･･････････････････････････92
鳥山.淳子（とりやま.じゅんこ）.･･････････････････････････92
土屋.佳雅里（つちや.かがり）.････････････････････････････92

ヒーローと悪役、マザーグース、ギリシャ神話と
いう3つの切り口から英語の文化背景に迫る。豊
富なカラー図版とともに、70本以上の映画を紹
介。

英語を学ぶ楽しみ 
国際コミュニケーションのために

岡秀夫

2018年4月　978-4-87424-763-1　C0082
　A5判　136頁　本体1400円+税 

763
えいごをまなぶたのしみ
英語を学ぶ楽しみ.････････････････････････････････････････93
長友

岡.秀夫（おか.ひでお）.････････････････････････････････････93

この本は専門書でも、英語教育のハウツーもので
もない。この本を読むことで、「しっかりとした
教養・知識に裏打ちされた内容を英語で話せるこ
とこそが、異文化間コミュニケーションで重要で
ある」ということがよくわかる教養書。

イメージでつかむ英語基本動
詞100 

政村秀實

2016年12月　978-4-87424-720-4　C1082
　A5判　216頁　本体1400円+税 

720
いめーじでつかむえいごきほんどうしひゃく
イメージでつかむ英語基本動詞100.････････････････････93

政村.秀實（まさむら.ひでみ）.･････････････････････････････93

goに「消える」、runに「鼻水を垂らす」という
意味があるのをご存じ？　単語の訳を一つ一つ覚
えるのは限界がある。言葉が持つ基本イメージ
を頭に思い描けるようになれば訳は自然に出てく
る。イメージで英語を学ぼう！

大人のためのビジネス英文法 

畠山雄二

2015年3月　978-4-87424-647-4　C1082
　四六判　250頁　本体1400円+税 

647
おとなのためのびじねすえいぶんぽう
大人のためのビジネス英文法.･･･････････････････････････93

［目次］文字化け有

畠山.雄二（はたけやま.ゆうじ）.･･･････････････ 65・66・93

文法が必要なのが学校英語だけと思ったら大間違
い。複雑なビジネス英語こそ文法知識で正確さと
信頼性を高めよう。ジョブズ、オバマ、マララさ
ん…著名人のスピーチやウェブニュースなど生の
素材で文法を学び、情報収集力をアップ！

やっぱり英語はおもしろい 

宗宮喜代子

2015年3月　978-4-87424-651-1　C1082
　四六判　176頁　本体1300円+税 

651
やっぱりえいごはおもしろい
やっぱり英語はおもしろい.･･････････････････････････････93

宗宮.喜代子（そうみや.きよこ）.･････････････････････93・94

I love youと「あなたが好き」のニュアンスの違
いをご存じ？　英語を愛してやまない著者が贈る

“くつろぎ英語論”。英語好きな人も苦手な人も楽
しめるエピソードが満載。英語の文化・社会的背
景もわかり、英文法の知識も身に付く。

くらべてわかる英文法 

畠山雄二 編

2012年3月　978-4-87424-548-4　C1082
　四六判　248頁　本体1500円+税 

548
くらべてわかるえいぶんぽう
くらべてわかる英文法.･･･････････････････････････････････93

畠山.雄二（はたけやま.ゆうじ）.･･･････････････ 65・66・93

You may have this cake と You must have this 
cake、えらそうなのはどっち？　似て非なる文を
比べると、「へぇ！」とうなる英語の真実が見え
てくる。会話、語順、意味、音声、語彙の各分野
から100項目を厳選し解説。

大学で教える英文法 

畠山雄二 編

2011年4月　978-4-87424-519-4　C1082
　A5判　256頁　本体1600円+税 

519
だいがくでおしえるえいぶんぽう
大学で教える英文法.･････････････････････････････････････93

畠山.雄二（はたけやま.ゆうじ）.･･･････････････ 65・66・93

英文法の知識は、英語の学術的研究にはもちろん、
TOEICやTOEFLで高得点を取るにも不可欠。重
要な文法事項の解説を、各項目、見開き２ページ
に凝縮した、事典タイプの新しい文法解説書。大
学生に必要な英語力をこの１冊で。

93

【英語教育・英語学習】（英語学習）



道を歩けば前置詞がわかる 

宗宮喜代子/石井康毅/鈴木梓/大谷直輝

2007年12月　978-4-87424-400-5　C1028
　四六判　184頁　本体1400円+税 

400
みちをあるけばぜんちしがわかる
道を歩けば前置詞がわかる.･･････････････････････････････94

宗宮.喜代子（そうみや.きよこ）.･････････････････････93・94
石井.康毅（いしい.やすたけ）.･････････････････････････････94
鈴木.梓（すずき.あずさ）.･････････････････････････････････94
大谷.直輝（おおたに.なおき）.･････････････････････････････94

「英語前置詞は苦手」というあなたへ。前置詞の
多くは生活空間での動きや位置関係を表すもの
で、理屈でなく五感を駆使してイメージを浮かべ
れば難しくない。前置詞を「体感」してネイティ
ブ英語に近づこう。

久保田竜子著作選 久保田竜子.編　奥田朋世.監訳
日本の英語教育と北米の日本語教育に長年携わってきた、米国在住の応用言語学の専門家が、アメリカ
でクリティカルな視点から発表し続けてきた論文のうち 16 編を厳選して翻訳し、まとめたシリーズ。
日本語教育、英語教育の関係者にとって示唆に富んだ必読書。全 2 巻（完結）。

. 久保田.竜子（くぼた.りゅうこ）.･･････････････････････････94
奥田.朋世（おくだ.ともよ）.･･･････････････････････････････94.

1▼ グローバル化社会と言語教育 
クリティカルな視点から

久保田竜子 著　奥田朋世 監訳

2015年8月　978-4-87424-668-9　C3082
　A5判　224頁　本体2600円+税 

668
ぐろーばるかしゃかいとげんごきょういく
グローバル化社会と言語教育.･･･････････････････････････94

久保田.竜子（くぼた.りゅうこ）.･･････････････････････････94
奥田.朋世（おくだ.ともよ）.･･･････････････････････････････94

グローバル化が日本の言語教育に及ぼすインパク
ト／「国際語としての英語」をめぐる政治／日本
における移民・多様性・言語教育／余暇活動と消
費としての外国語学習／批判的アプローチによる
日本語・日本文化の指導／戦争の記憶／ほか

2▼ 英語教育と文化・人種・ジェ
ンダー 

久保田竜子 著　奥田朋世 監訳

2015年8月　978-4-87424-669-6　C3082
　A5判　224頁　本体2600円+税 

669
えいごきょういくとぶんか・じんしゅ・じぇんだー
英語教育と文化・人種・ジェンダー.･･･････････････････94

久保田.竜子（くぼた.りゅうこ）.･･････････････････････････94
奥田.朋世（おくだ.ともよ）.･･･････････････････････････････94

第二言語ライティングにおけるジェンダー・階級・
人種への新しいアプローチ／批判的多文化主義と
第二言語教育／第二言語教育における人種と文化
とアイデンティティ／批判的比較修辞学に向けて
／ライティングの比較文化的視点／ほか

英語教育専門

. 掲載無し.

先生のための小学校英語の知
恵袋 
現場の『？』に困らないために

酒井志延 編著

2018年7月　978-4-87424-773-0　C1082
　A5判　248頁　本体1500円+税 

773
せんせいのためのしょうがっこうえいごのちえぶくろ
先生のための小学校英語の知恵袋.･･････････････････････94
長友

酒井.志延（さかい.しえん）.･･････････････････････････92・94

長年小学校外国語教育の現場に携わった執筆陣
が、先生方が子供たちの英語に対する素朴な疑問
に答えられるように、そして、英語授業の悩みに
対しどうすればわかり易く教えられるかという解
決策を提案する知恵袋。

94

【英語教育・英語学習】（英語学習 ／久保田竜子著作選 ／英語教育専門）
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大谷.直輝（おおたに.なおき）.･････････････････････････････94

「英語前置詞は苦手」というあなたへ。前置詞の
多くは生活空間での動きや位置関係を表すもの
で、理屈でなく五感を駆使してイメージを浮かべ
れば難しくない。前置詞を「体感」してネイティ
ブ英語に近づこう。

久保田竜子著作選 久保田竜子.編　奥田朋世.監訳
日本の英語教育と北米の日本語教育に長年携わってきた、米国在住の応用言語学の専門家が、アメリカ
でクリティカルな視点から発表し続けてきた論文のうち 16 編を厳選して翻訳し、まとめたシリーズ。
日本語教育、英語教育の関係者にとって示唆に富んだ必読書。全 2 巻（完結）。
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2015年8月　978-4-87424-668-9　C3082
　A5判　224頁　本体2600円+税 

668
ぐろーばるかしゃかいとげんごきょういく
グローバル化社会と言語教育.･･･････････････････････････94

久保田.竜子（くぼた.りゅうこ）.･･････････････････････････94
奥田.朋世（おくだ.ともよ）.･･･････････････････････････････94

グローバル化が日本の言語教育に及ぼすインパク
ト／「国際語としての英語」をめぐる政治／日本
における移民・多様性・言語教育／余暇活動と消
費としての外国語学習／批判的アプローチによる
日本語・日本文化の指導／戦争の記憶／ほか

2▼ 英語教育と文化・人種・ジェ
ンダー 

久保田竜子 著　奥田朋世 監訳

2015年8月　978-4-87424-669-6　C3082
　A5判　224頁　本体2600円+税 

669
えいごきょういくとぶんか・じんしゅ・じぇんだー
英語教育と文化・人種・ジェンダー.･･･････････････････94

久保田.竜子（くぼた.りゅうこ）.･･････････････････････････94
奥田.朋世（おくだ.ともよ）.･･･････････････････････････････94

第二言語ライティングにおけるジェンダー・階級・
人種への新しいアプローチ／批判的多文化主義と
第二言語教育／第二言語教育における人種と文化
とアイデンティティ／批判的比較修辞学に向けて
／ライティングの比較文化的視点／ほか

英語教育専門

. 掲載無し.

先生のための小学校英語の知
恵袋 
現場の『？』に困らないために

酒井志延 編著

2018年7月　978-4-87424-773-0　C1082
　A5判　248頁　本体1500円+税 

773
せんせいのためのしょうがっこうえいごのちえぶくろ
先生のための小学校英語の知恵袋.･･････････････････････94
長友

酒井.志延（さかい.しえん）.･･････････････････････････92・94

長年小学校外国語教育の現場に携わった執筆陣
が、先生方が子供たちの英語に対する素朴な疑問
に答えられるように、そして、英語授業の悩みに
対しどうすればわかり易く教えられるかという解
決策を提案する知恵袋。

英語学習ポートフォリオの理
論と実践 
自立した学習者をめざして

清田洋一 編

2017年9月　978-4-87424-738-9　C1082
　A5判　248頁　本体2200円+税 

738
えいごがくしゅうぽーとふぉりおのりろんとじっせん
英語学習ポートフォリオの理論と実践.･････････････････95

清田.洋一（きよた.よういち）.･････････････････････････････95

Can-doリストの自己評価を積み重ねることで、
生徒の自主的な学びを支援し、教師との対話を促
進する。また、教師の授業力が向上し、教師同士
の協力体制を促進する。ポートフォリオの作り方
や、中学、高校での活用実践も紹介。

英語デトックス 
世界は英語だけじゃない

山本忠行/江田優子ペギー 編

2016年6月　978-4-87424-703-7　C1087
　A5判　224頁　本体2200円+税 

703
えいごでとっくす
英語デトックス･･･････････････････････････････････････････95

山本.忠行（やまもと.ただゆき）.････････95・96・101・102
江田.優子.ペギー（こうだ.ゆうこ.ぺぎー）.･･･････････････95

小学校での英語必修化に企業の英語公用語化と、
日本社会にかつてない英語の波が押し寄せてい
る。英語ができればいいのか？　英語学習に「落
とし穴」はないのか？　海外での事例も参考にし
ながら英語とのつき合い方をまじめに考える。

「国際英語論」で変わる日本の
英語教育 

塩澤正/吉川寛/倉橋洋子/小宮富子/
下内充

2016年6月　978-4-87424-704-4　C3082
　A5判　232頁　本体2200円+税 

704
こくさいえいごろんでかわるにほんのえいごきょういく
「国際英語論」で変わる日本の英語教育.･････････････････95

塩澤.正（しおざわ.ただし）.･･･････････････････････････････95
吉川.寛（よしかわ.ひろし）.･･･････････････････････････････95
倉橋.洋子（くらはし.ようこ）.･････････････････････････････95
小宮.富子（こみや.とみこ）.･･･････････････････････････････95
下内.充（しもうち.みつる）.･･･････････････････････････････95

英語は世界中に広がり、それぞれの国や地域で独
自に発展を続けている。日本人が日本的な発想と
発音で話す「日本人英語」もその一つ。ネイティ
ブ英語にひけをとらない立派な英語を身に付ける
ために必要な英語教育の姿を考える。

異言語教育展望 
昭和から平成へ

大谷泰照

2013年6月　978-4-87424-590-3　C1082
　A5判　256頁　本体2800円+税 

590
いげんごきょういくてんぼう
異言語教育展望･･･････････････････････････････････････････95

大谷.泰照（おおたに.やすてる）.･･･････････････････ 95・103

昭和40年代から半世紀にわたって英語教育に携
わってきた著者がまとめた時評集。英語教育が幕
末から繰り返し続ける過ちとは？　真に国際化す
るために必要な英語教育とは？　これからの英語
教育を照らし導くメッセージが集結。

ＭＩ理論を応用した新英語指導法 
個性を尊重し理解を深めあう協同学習

林桂子

2011年11月　978-4-87424-531-6　C1082
　A5判　224頁　本体2000円+税 

531
えむあいりろんをおうようしたしんえいごしどうほう
ＭＩ理論を応用した新英語指導法.･･････････････････････95

林.桂子（はやし.けいこ）.･･････････････････････････ 95・103

受験英語やTOEIC偏重の画一的な英語教育から
抜けだし、学習者の個性・能力の多様性を重視し
た英語指導を。ハーバード大学大学院教授、H・
ガードナー提唱の「MI（多重知能）理論」の解
説と英語教育の実践例をまとめた。

95

【英語教育・英語学習】（英語教育専門）



学校教育
新時代教育のツボ選書

新しい状況に対応するために必要な新時代教育のポイントを、分野別に読みやすくまとめたシリーズ。
社会の多様化に伴い、教師達に求められる知識や考え方を紹介。教育現場で活躍する教師や、教育関係
者などに。品切あり。

. 掲載無し.

2▼ 日本語が話せないお友だち
を迎えて 

国際化する教育現場からのＱ＆Ａ

河原俊昭/山本忠行/野山広 編

2010年11月　978-4-87424-500-2　C3090
　A5判　232頁　本体1600円+税 

500
にほんごがはなせないおともだちをむかえて
日本語が話せないお友だちを迎えて.･･･････････････････96

河原.俊昭（かわはら.としあき）.･････････････96・101・102
山本.忠行（やまもと.ただゆき）.････････95・96・101・102
野山.広（のやま.ひろし）.･････････････････････････････････96

海外からの移住者が増え、教室に日本語が話せな
い児童生徒が編入してくるケースも多い。現場の
教師はどう対応し行動したらいいか、Q&A形式
でやさしく解説。

3▼ 授業を変えるコトバとワザ 
小学校教師のコミュニケーション実践

森篤嗣

2013年4月　978-4-87424-585-9　C1037
　A5判　192頁　本体1500円+税 

585
じゅぎょうをかえることばとわざ
授業を変えるコトバとワザ.･･････････････････････････････96

森.篤嗣（もり.あつし）.･････････････････････････ 27・32・96

子どものコミュニケーション力を伸ばすために
は、まず教師自身が良いモデルになることが重要。
教師のさりげない「ワザ」や、何気なく口にして
しまう「コトバ」に着目し、教室でのコミュニケー
ションを見直すきっかけを提案。

4▼ 不登校Q＆A 
自信と笑顔を取り戻す100の処方箋

下島かほる/辰巳裕介 編

2016年3月　978-4-87424-688-7　C1037
　A5判　232頁　本体1600円+税 

688
ふとうこう Q&A
不登校Q＆A.･･････････････････････････････････････････････96

下島.かほる（しもじま.かほる）.･･････････････････････････96
辰巳.裕介（たつみ.ゆうすけ）.･････････････････････････････96

増え続ける不登校の子どもやその親と関わり続け
る現役の教師・医師たちが、不登校の原因、心構
え、対応策をまとめた一問一答ハンドブック。親
御さん、小中学校の先生にお勧め。親が言っては
いけない言葉、おすすめの対応法がわかる。

学校教育入門

. 掲載無し.

授業づくりの考え方 
小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ
新刊

渡辺貴裕

2019年1月　978-4-87424-782-2　C1037
　A5判　240頁　本体2000円+税 

782
じゅぎょうづくりのかんがえかた
授業づくりの考え方.･････････････････････････････････････96

渡辺.貴裕（わたなべ.たかひろ）.･･････････････････････････96

小学校の先生をめざす5人の大学生の模擬授業
と、アドバイザーの“わたあめ先生”の物語を読
むことで、よりよい授業づくりのための「学び
方」、柔軟に授業を組み立てる「考え方」を学ぶ。
教師をめざす学生、新米教師、教師教育者に。

96

【学校教育】（新時代教育のツボ選書 ／学校教育入門）



学校教育
新時代教育のツボ選書

新しい状況に対応するために必要な新時代教育のポイントを、分野別に読みやすくまとめたシリーズ。
社会の多様化に伴い、教師達に求められる知識や考え方を紹介。教育現場で活躍する教師や、教育関係
者などに。品切あり。

. 掲載無し.

2▼ 日本語が話せないお友だち
を迎えて 

国際化する教育現場からのＱ＆Ａ

河原俊昭/山本忠行/野山広 編

2010年11月　978-4-87424-500-2　C3090
　A5判　232頁　本体1600円+税 

500
にほんごがはなせないおともだちをむかえて
日本語が話せないお友だちを迎えて.･･･････････････････96

河原.俊昭（かわはら.としあき）.･････････････96・101・102
山本.忠行（やまもと.ただゆき）.････････95・96・101・102
野山.広（のやま.ひろし）.･････････････････････････････････96

海外からの移住者が増え、教室に日本語が話せな
い児童生徒が編入してくるケースも多い。現場の
教師はどう対応し行動したらいいか、Q&A形式
でやさしく解説。

3▼ 授業を変えるコトバとワザ 
小学校教師のコミュニケーション実践

森篤嗣

2013年4月　978-4-87424-585-9　C1037
　A5判　192頁　本体1500円+税 

585
じゅぎょうをかえることばとわざ
授業を変えるコトバとワザ.･･････････････････････････････96

森.篤嗣（もり.あつし）.･････････････････････････ 27・32・96

子どものコミュニケーション力を伸ばすために
は、まず教師自身が良いモデルになることが重要。
教師のさりげない「ワザ」や、何気なく口にして
しまう「コトバ」に着目し、教室でのコミュニケー
ションを見直すきっかけを提案。

4▼ 不登校Q＆A 
自信と笑顔を取り戻す100の処方箋

下島かほる/辰巳裕介 編

2016年3月　978-4-87424-688-7　C1037
　A5判　232頁　本体1600円+税 

688
ふとうこう Q&A
不登校Q＆A.･･････････････････････････････････････････････96

下島.かほる（しもじま.かほる）.･･････････････････････････96
辰巳.裕介（たつみ.ゆうすけ）.･････････････････････････････96

増え続ける不登校の子どもやその親と関わり続け
る現役の教師・医師たちが、不登校の原因、心構
え、対応策をまとめた一問一答ハンドブック。親
御さん、小中学校の先生にお勧め。親が言っては
いけない言葉、おすすめの対応法がわかる。

学校教育入門

. 掲載無し.

授業づくりの考え方 
小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ
新刊

渡辺貴裕

2019年1月　978-4-87424-782-2　C1037
　A5判　240頁　本体2000円+税 

782
じゅぎょうづくりのかんがえかた
授業づくりの考え方.･････････････････････････････････････96

渡辺.貴裕（わたなべ.たかひろ）.･･････････････････････････96

小学校の先生をめざす5人の大学生の模擬授業
と、アドバイザーの“わたあめ先生”の物語を読
むことで、よりよい授業づくりのための「学び
方」、柔軟に授業を組み立てる「考え方」を学ぶ。
教師をめざす学生、新米教師、教師教育者に。

言語習得
言語習得入門

. 掲載無し.

第二言語習得研究への誘い 
理論から実証へ

吉村紀子/中山峰治

2018年7月　978-4-87424-765-5　C1080
　A5判　256頁　本体2200円+税 

765
だいにげんごしゅうとくけんきゅうへのいざない
第二言語習得研究への誘い.･･････････････････････････････97
池上

吉村.紀子（よしむら.のりこ）.･････････････････････････････97
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作成し、実行に移して、データを収集・分析し、
学会報告にどのようにまとめるかを紹介。
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ことばはどのように獲得、生成、理解、使用され
るのか。その認知的・心理的メカニズムを解明し
ようとする試みを紹介し、課題について考察する。

言語習得専門

. 掲載無し.

第二言語習得の普遍性と個別性 
学習メカニズム・個人差から教授法へ

小柳かおる/向山陽子
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第二言語習得（SLA）における学習者の個人差の
メカズニムを探る。成人日本語学習者のSLAで特
に重要とされるのが「言語適性」と「動機づけ」
である。この2点の個人差要因を中心に、先行研
究の理論や研究成果を考察する。

認知的アプローチから見た第
二言語習得 
日本語の文法習得と教室指導の効果
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認知的アプローチによる教室における第二言語習
得の研究の成果をまとめる。教室習得研究に関心
がある読者に，日本語で情報を提供し、これまで
の研究動向や研究上の論点を整理し、いかに教室
実践への応用につながるかに迫る。

対話原理と第二言語の習得と
教育 
第二言語教育におけるバフチン的アプローチ

西口光一
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バフチンの対話原理を本格的に追究し、これまで
とは異なる代替的な言語観とそれに基づく新たな
第二言語の習得と教育の原理を提示する。また、
原理に準じた形でのカリキュラムや教材の企画、
実践の構成法の提案を行う。

第二言語教育におけるバフチ
ン的視点 
第二言語教育学の基盤として
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「存在するということ ──それは対話的に接触交
流するということなのだ」（バフチン）。第二言語
教育とその研究のためにバフチンは欠かすことが
できない。外国語教育学研究者におくる知的興奮。
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教育とその研究のためにバフチンは欠かすことが
できない。外国語教育学研究者におくる知的興奮。
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アを持続性（Sustainability）をもとに進めるため
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本語表記のローマ字化計画は、どのように生まれ、
どのようにして潰えたのか。関係者の手紙、イン
タビューなどの史料をひもとき、戦後の日本語表
記にも影響を与えた幻の計画に迫る。
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EU（ヨーロッパ連合）の加盟国27か国中、21か
国の言語教育の政策と現状をまとめた。『欧州言
語共通参照枠』（CEFR）や「欧州言語ポートフォ
リオ」「CLIL」など、関連事項の解説付き。日本
の外国語教育の参考にも。

多言語社会の言語文化教育 
英語を第二言語とする子どもへのアメリ
カ人教師たちの取り組み
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行う著者が、「第二言語習得はどのような過程で
行われるのか」「どのように教科科目を教えたら
よいか」「どうすれば適切な評価ができるか」な
どといった問題を解説。
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【言語政策】（言語政策専門）



コミュニケーション
くろしおカイブックス

言語研究の専門家が、ビジネスや子育て、ドラマの台詞、日常生活でわき起こる疑問などを題材に、言
語とコミュニケーションについてわかりやすく、かつ興味深く書き下ろしたシリーズ。品切あり。

. 掲載無し.

2▼ 人間関係を学ぶための11章 
インターパーソナル・コミュニケーショ
ンへの招待

中西雅之
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にんげんかんけいをまなぶための１１しょう
人間関係を学ぶための11章.････････････････････････････104

中西.雅之（なかにし.まさゆき）.･････････････････････････104

コミュニケーションの本質を「自分を見せる」「相
手を見せる」「大切な他人」などのキーワードで
考え、よりよい人間関係を築き上げるための7か
条を提案。

4▼ 《物》と《場所》の意味論 
「大きい」とはどういうこと？

久島茂

2002年5月　978-4-87424-257-5　C3081
　四六判　232頁　本体1600円+税 
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ハンカチの面積は「大きい」、庭の面積は「広い」
同じ面積なのに違うことばで表されるのは何故？　
学習で覚えた知識とは別の原理がはたらく言葉の
世界を、「物」と「場所」という概念から意味を
説明。認知言語学の入門書としても。

5▼ 親しさのコミュニケーション 

中山晶子
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　四六判　256頁　本体1600円+税 
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中山.晶子（なかやま.あきこ）.････････････････････････････104

人と親しくなるためのコミュニケーションとはど
んなものか？　主に実際の会話を分析し、親しさ
のコミュニケーションのメカニズムを探る。長年
にわたる研究の成果を一般の人にもわかりやすい
形で書きおろした。

コミュニケーション

. 掲載無し.

日本語で外国人と話す技術 
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訪日外国人が増える昨今、英語ではなく「日本語
で声をかける」ことを提案。日本語が少し話せる
外国人に対して、どのような日本語を使えば理解
してもらえるのか。楽しく交流するためのコミュ
ニケーションのポイントは何か。
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感じのよい英語　感じのよい
日本語 
日英比較コミュニケーションの文法
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感じのよい英語　感じのよい日本語.･･････････････････105

［著者紹介］文字化け有

水谷.信子（みずたに.のぶこ）.･･････････････････････ 31・105

人とつきあうときの表現について、日本語と英語
の場合を比較対照する。相手を傷つけないことを
重んじた消極的な丁寧さではなく、相手とのよき
関係を結ぶための、積極的に相手に近づくことを
重視した対人関係表現を考える。

コミュニケーションデザイン 

西條美紀

2014年2月　978-4-87424-613-9　C1036
　A5判　224頁　本体1800円+税 
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こみゅにけーしょんでざいん
コミュニケーションデザイン.･･････････････････････････105

［著者紹介］文字化け有

西條.美紀（さいじょう.みき）.････････････････････････････105

複雑な問題について漠然と話をはじめたのでは解
決は図れない。著者が実際に解決を試みようとし
た実例を中心に、コミュニケーションデザイン、
つまり話し合いの設計により、どのように問題解
決を図るかを読者と共に考える。

Introduction to Communication 
for Japanese Students 
大学生のためのコミュニケーション入門

Kevin Heffernan

2013年4月　978-4-87424-586-6　C1030
　A5判　148頁　本体1500円+税 
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いんとろだくしょんとうこみゅにけーしょんふぉーじゃぱにーずすちゅー
でんつ
Introduction.to.Communication.for.Japanese.

Students.･･･････････････････････････････････････････････105

Heffernan,.Kevin .･････････････････････････････････････105

大学でのテキストとして採用されている、英語で
書かれた日本人大学生向けのコミュニケーション
入門書。コミュニケーションを学問的に、かつ平
易に紹介。

敬語ネイティブになろう!! 

草薙裕

2006年4月　978-4-87424-343-5　C1080
　B6判　166頁　本体1200円+税 
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敬語ネイティブになろう!!.･････････････････････････････105

草薙.裕（くさなぎ.ゆたか）.･･････････････････････････････105

敬語を「基本のしくみから理解」し「反復練習を
して慣れる」ことで克服することをめざしたホン
モノの敬語の本。ユニークな図解も交えて平易に
解説。答えを隠せる赤色透明シート付き。この1
冊であなたも「敬語ネイティブ」に。
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【コミュニケーション】（コミュニケーション）



その他
ドリル式中国語

シンプルな内容と徹底したドリル方式で自然に中国語がマスターできる中国語の授業用テキスト。本文
を暗誦するくらいに読み、ドリル A、ドリル B で練習。さらに復習チェックシートを用いて、確実に学
び進めることができる。

. 掲載無し.

ドリル式中国語テキスト2　日本と中国 
相原茂/楊凱栄/張麗群
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どりるしきちゅうごくごてきすと 2 にほんとちゅうごく
ドリル式中国語テキスト2　日本と中国.･･････････････106

相原.茂（あいはら.しげる）.･･････････････････････････････106
楊.凱栄（よう.がいえい）.････････････････････････････････106
張.麗群（ちょう.れいぐん）.･･････････････････････････････106

1995年1月　978-4-87424-098-4　C3087　B5判　96頁　本体1800円+税

児童文学批評の新地平
『おしいれのぼうけん』などの作家として知られ、児童文学論の第一人者でもある古田足日氏、雑誌『日
本児童文学』の編集長の西山利佳氏、本作品で日本児童文学者協会新人賞を受賞した奥山恵氏が、現代
児童文学について論じた評論集。全 3 巻（完結）。

. 掲載無し.

1▼ 現代児童文学を問い続けて 

古田足日

2011年11月　978-4-87424-536-1　C0095
　四六判　372頁　本体2800円+税 
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げんだいじどうぶんがくをといつづけて
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古田.足日（ふるた.たるひ）.･･････････････････････････････106

現代日本児童文学批評の第一人者でもあり、児童
文学作家でも知られる著者が、現代児童文学50
年の発展及び、「書く」ということを振りかえる
評論集。書きおろし「新しい戦争児童文学」をふ
くめた26篇を収録。

2▼ 〈共感〉の現場検証 
児童文学の読みを読む

西山利佳

2011年11月　978-4-87424-537-8　C0095
　四六判　288頁　本体2200円+税 
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〈共感〉の現場検証.･･････････････････････････････････････106

西山.利佳（にしやま.りか）.･･････････････････････････････106

感動とはなにか。読後の「心地よさ」に抵抗し
て、その「感動」の正体を探る。雑誌『日本児童
文学』編集長でもある著者が、「児童文学」への
批評的な関心により執筆してきた、書きおろしを
含む21篇を収録。

3▼ 〈物語〉のゆらぎ 
見切れない時代の児童文学

奥山恵

2011年11月　978-4-87424-538-5　C0095
　四六判　256頁　本体2000円+税 

538
ものがたりのゆらぎ
〈物語〉のゆらぎ.････････････････････････････････････････106

奥山.恵（おくやま.めぐみ）.･･････････････････････････････106

子ども時代からその先へ、確立すべき自己の「ゆ
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ご注文について

　小社の書籍は全国の書店・大学生協書籍部などでおもとめいただけるほか、インターネット
書店でも注文が可能です。

書店での予約 /取り寄せ　お近くの書店に在庫がない場合でも、ご注文（ご予約 / お取り寄せ）
いただけます。本目録に記載の書名と ISBN コードを書店の方にお伝えください。

直接配送　お急ぎの際は、直接配送させていただきます。「書名」「冊数」「送付先ご住所」「お名前」
「お電話番号」をご連絡ください。

▼お届けまでの期間・お支払い　お届けまでの期間は通常 3 ～ 5 営業日です。お支払い方法
と金額につきましては、お問い合わせをいただいたのち、こちらからご連絡させていただき
ます。

▼海外からのご注文　海外からのご注文も承ります。直接お問い合わせください。

在庫に関して　お近くの書店や、インターネット書店などで在庫がない商品であっても、小社
には在庫がある場合がございます。お探しの商品、お急ぎのご注文などがございましたら、ま
ずは一度、直接お問い合わせください。

採用見本について

　教科書としてくろしお出版の書籍をご採用の先生に、採用見本（献本）をお渡ししております。
ご希望の先生は、下記をご確認のうえご連絡ください。

採用見本お渡しの条件
▼ 20 冊以上のご採用（受講者数）が見込まれ、過去に採用見本をお渡ししたことのない先生
が対象となります。（先生お一人につき、1 冊のみお渡ししております）

▼検討用として複数の種類の採用見本をご希望の場合でも、お渡しできるのはいずれか 1 点
のみとさせていただきます。

お申し込み方法
▼書店・生協を通してご希望される場合　書店・生協でのご注文時に、ご担当者様に採用見本
ご希望の旨をお伝えください。またその際に、ご採用される先生ご本人のフルネームを、合
わせてお知らせください。

▼直接送付をご希望の場合　メールや FAX にて、　「お名前」「ご所属（大学名・学部など）」「教
科書のタイトル」「お送り先」「ご連絡先（お電話番号、またはメールアドレス）」「予定受講者数」
をお知らせください。ホームページ上のフォームからもお申し込みいただけます。
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