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日本語教材

新・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/深澤道子/掃部知子/酒井理恵子/中村雅子/吉本惠子 著／
A5判／本体1,400円+税／978-4-87424-850-8／2020年12月
大好評シャドーイング（音声を聞いてすぐ声に出す練習法）教材の英語・中国語・
韓国語訳版を大幅改訂。今を生きる学習者に向けて、時代に合ったトピック、会話、
教室では習わない新しい言葉を収録。リアルな日本語が自然に身につく。

読む力

初中級

奥田純子 監修 竹田悦子/久次優子/丸山友子/矢田まり子/内田さつき 編著／
B5判／本体1,800円+税／978-4-87424-827-0／2020年4月

大好評『読む力』の初中級編。書き下ろしから生の文章まで多様な読み物に触れ、
ことばを理解する「言語タスク」と、筆者の考えなどを読み取る「認知タスク」
を通して、アカデミックで深い読みを身につける。日本語能力試験 N3 から。

基本語力アップ！ 初級から学ぶ 日本語コロケーション
惠谷容子/飯嶋美知子 著／
A5判／本体1,600円+税／978-4-87424-841-6／2020年8月

日常で役に立つ基本的・実用的なコロケーション（連語）を学べる教材。名詞を
中心にしたグループ図でイメージを作り、例文と確認問題で表現を身につける。
日本語能力試験（N5-N3）の勉強にも。英語・中国語・ベトナム語訳付。

留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション
仁科浩美 著／B5判／本体1,800円+税／978-4-87424-842-3／2020年9月

プレゼンテーションに関する基本的な構成や具体的で豊富な日本語表現を、タス
クを通して学ぶ。質疑応答も丁寧に触れ、相手に配慮する態度を重んじコミュニ
ケーション能力も高める。文理対応で発表例動画あり。中級後半〜上級向け。

日本語教育

探究型アプローチの大学教育実践
早大生が
「複言語で育つ子ども」を考える授業

川上郁雄 著／A5判／本体2,600円+税／978-4-87424-844-7／2020年11月

学生が主体的に考え、意見交流を行うプロセスを重視した新しい授業のあり方を
提案。
『日本語を学ぶ／複言語で育つ』を教材として学んだ早大生たちの授業実
践の記録。学部生 12 名の提出レポートを特別公開。対話を通した学びとは。

第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと
小柳かおる 著／A5判／本体1,800円+税／978-4-87424-831-7／2020年3月

外国語教育に役立つと言われる言語習得理論は、日本語教育にどう生かせるのか。
これから日本語教育をめざす人が最初に読む第二言語習得の入門書として、現職
の教師の方が教室活動を見直す１冊として。28 のポイントでやさしく解説。
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日本語を教えるための教材研究入門

深澤のぞみ/本田弘之 著／
A5判／本体1,800円+税／978-4-87424-820-1／2019年12月

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

迫田久美子/古本裕美 編著 倉品さやか/山内豊/近藤妙子 著／
A5判／本体2,000円+税／978-4-87424-817-1／2019年11月

シャドーイングを授業に取り入れるための入門書。シャドーイングが日本語学習
者の「わかる」を「できる」へとつなげられる有効な訓練法であることを紹介。
さらに、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。

日本語教師のための

実践・読解指導

石黒圭 編著／A5判／本体2,200円+税／978-4-87424-816-4／2019年11月

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。

日本語学習者コーパスI-JAS入門

研究・教育にどう使うか

迫田久美子/石川慎一郎/李在鎬 編／
A5判／本体2,700円+税／978-4-87424-825-6／2020年3月

世界最大の日本語学習者コーパス「I-JAS（多言語母語の日本語学習者横断コー
パス）
」の構築理念・構築過程および収集したデータの概要を紹介し、日本語習
得研究・日本語教育への I-JAS の応用可能性について解説を行う。

新次元の日本語教育の理論と企画と実践
第二言語教育学と表現活動中心のアプローチ

西口光一 著／A5判／本体2,400円+税／978-4-87424-840-9／2020年7月

第二言語習得や習得支援についての理論、それに基づく教育企画と教材を形にし、
新たな日本語教育の実践を提唱。日本語そのものの指導に関心が強い現状を見直
し、学習者の自己表現を通して、人とつながり交わることをめざした実践へ。

自動詞と他動詞の教え方を考える
江田すみれ/堀恵子 編／A5判／本体2,800円+税／978-4-87424-838-6／2020年7月

現場の教師も教え方に悩む自動詞・他動詞の問題について、各分野の執筆陣によ
る使用実態と授業実践に関する 8 本の論文を収める。中石ゆうこ／中俣尚己／李
在鎬／山崎誠／建石始／堀恵子／江田すみれ／相澤早帆／白鳥藍。
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親と子をつなぐ継承語教育

日本・外国にルーツを持つ子ども

近藤ブラウン妃美/坂本光代/西川朋美 編／
A5判／本体3,400円+税／978-4-87424-807-2／2019年8月

複言語環境下で生きる子どもや若者のために、家庭、教育機関、コミュニティで
何ができるか。子どもの言語発達・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。

日本語学

やさしい日本語のしくみ

改訂版

日本語学の基本

庵功雄/日高水穂/前田直子/山田敏弘/大和シゲミ 著／
A5判／本体1,000円+税／978-4-87424-830-0／2020年3月

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
書。重要なトピックを厳選し、平易でありながら研究成果もきちんと押さえた好
著。ロングセラー書籍を改訂。

現代日本語疑問文の研究
林淳子 著／A5判／本体3,700円+税／978-4-87424-823-2／2020年3月

本書は日本語疑問文の典型である質問文のいくつかの文型について文法的な構造
を明らかにし、それがどのように疑問文の内容面と言語行為面を結びつけている
かを論じる。また、日本語の実態に即したかたちで疑問文の定義を提案する。

データに基づく日本語のモダリティ研究
田窪行則/野田尚史 編／A5判／本体3,400円+税／978-4-87424-828-7／2020年3月

近年構築が進んでいる様々なコーパスや実験データに基づき、日本語のモダリ
ティについて文法だけでなく音声・対照研究・脳科学といった多角的・総合的な
観点から進めた実証研究を収める。今後の言語研究に新たな風を吹き込む 1 冊。

日本語配慮表現の原理と諸相
山岡政紀 編／A5判／本体4,200円+税／978-4-87424-815-7／2019年11月

「つまらないものですが」などに代表される、日本語配慮表現について、研究を
行うための原理を整頓する。また、その機能についてポライトネス理論をもとに
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。

日本語と世界の言語のとりたて表現
野田尚史 編／A5判／本体4,500円+税／978-4-87424-812-6／2019年11月

「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。
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日本語統語論研究の広がり

記述と理論の往還

竹沢幸一/本間伸輔/田川拓海/石田尊/松岡幹就/島田雅晴 編／
A5判／本体4,500円+税／978-4-87424-811-9／2019年11月

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。

日本語文法

19巻2号

日本語文法学会 編集・発行／
A5判／本体3,500円+税／978-4-87424-810-2／2019年10月

学会誌『日本語文法』19 巻 2 号。大西拓一郞／青木博史／田中佑／李泓瑋／久
保田一充／周世超／氏家啓吾／張明／田川拓海／衣畑智秀／千田俊太郎

日本語文法

20巻1号

日本語文法学会 編集・発行／
A5判／本体3,500円+税／978-4-87424-833-1／2020年4月

学会誌『日本語文法』20 巻 1 号。西山佑司／三好伸芳／澤田淳・澤田治／由志
慎／金水敏

日本語文法

20巻2号

日本語文法学会 編集・発行／
A5判／本体3,500円+税／978-4-87424-843-0／2020年10月

学会誌『日本語文法』20 巻 2 号。上山あゆみ／小西いずみ／前田直子／宮地朝
子／大塚貴史／全弘起／三好優花／氏家啓吾・萩澤大輝／劉怡伶／松岡葵

ことばと文字

12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／
A5判／本体1,200円+税／978-4-87424-427-2／2019年10月

「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

ことばと文字

13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／
A5判／本体1,600円+税／978-4-87424-015-1／2020年4月

特集「俳句のことば、俳句の表記」
。浅川芳直／神野紗希／堀切克洋／福田浩之
／木山幸子／臼井直也／保坂敏
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言語学・英語学
シリーズ記述文法 2

パラウク・ワ語

山田敦士 著／A5判／本体5,400円+税／978-4-87424-829-4／2020年4月

中国雲南省で話されるパラウク・ワ語（オーストロアジア語族パラウン語派）の
本格的な文法書。類型論的に孤立語でありながら文法関係を示す標識が少なから
ず存在する点で興味深いこの言語を、多数の例文を挙げながら記述・説明する。

レキシコンの現代理論とその応用
岸本秀樹 編／A5判／本体3,500円+税／978-4-87424-818-8／2019年11月

現代理論からレキシコンを観察すると、従来は見えなかった語彙の側面がわかる
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
髙木丈也 著／A5判／本体4,500円+税／978-4-87424-819-5／2019年11月

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。

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

平沢慎也 著／A5判／本体4,200円+税／978-4-87424-804-1／2019年7月

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。

認知文法研究

主観性の言語学

中村芳久 著／A5判／本体5,600円+税／978-4-87424-821-8／2019年11月

認知文法理論の研究成果をまとめた著者研究の集大成。認知文法のエッセンスで
ある「捉え方」を探究し、I モード、D モードという認知モードの存在の重要性
について論じる。さらに、認知と言語進化、認知と言語類型の関係も議論する。

認知言語学を拓く
森雄一/西村義樹/長谷川明香 編／
A5判／本体4,500円+税／978-4-87424-813-3／2019年11月

認知言語学の外部からの刺激により、その研究を展開させようという試み。第 1
部 フィールド言語学と認知言語学／第 2 部 中国語研究と認知言語学／第 3 部
語用論と認知言語学の接点／第 4 部 言語変化と認知言語学。14 篇を収録。
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認知言語学を紡ぐ

森雄一/西村義樹/長谷川明香 編／
A5判／本体4,500円+税／978-4-87424-814-0／2019年11月

研究手法、言語現象の面で今までの蓄積を活かしつつ、新たな認知言語学の世界
を創りあげようという試み。第 1 部 規則性と変則性のあいだ／第 2 部 認知意
味論の諸相／第 3 部 構文論の新展開／第 4 部 認知言語学から見た日本語文法

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／
A5判／本体4,300円+税／978-4-87424-845-4／2020年12月

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／
A5判／本体4,300円+税／978-4-87424-846-1／2020年12月

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／
A5判／本体4,300円+税／978-4-87424-847-8／2020年12月

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。

日本語の自然会話分析

BTSJコーパスから見たコミュニケーションの解明
宇佐美まゆみ 編／A5判／本体4,200円+税／978-4-87424-835-5／2020年10月

国内外で活躍する気鋭の研究者が『BTSJ 日本語自然会話コーパス』を自由に料
理し、ポライトネス、会話のストラテジー、会話のスタイルという点からコミュ
ニケーションの解明をめざす。日本語コミュニケーション教育へのヒントも提示

英語教育・英語学習

英日翻訳の技術

認知言語学的発想！

鍋島弘治朗/マイケル・ブルックス 著／
A5判／本体1,800円+税／978-4-87424-832-4／2020年6月

英日翻訳の基礎となる技術を身につけながら、言語と文化について理解を深める
ことができる翻訳入門書。首を傾げたくなるような翻訳からの脱却を目指す。学
生からの Q&A も積極的に取り入れた。翻訳家によるコラム・実践練習問題付。
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フォーミュラと外国語学習・教育

定型表現研究入門

金澤佑 編／A5判／本体2,400円+税／978-4-87424-834-8／2020年10月

英語教育において注目を集めるフォーミュラ（定型表現・連語・コロケーション）
について、卒論・修論で研究したいという入門者を想定し解説。英単語親密度の
知見を組み入れたリスト及び、リストを活用した研究事例も紹介。

英語のしくみと教え方

こころ・ことば・学びの理論をもとにして

白畑知彦/中川右也 編／A5判／本体1,800円+税／978-4-87424-839-3／2020年9月

学習者が覚えにくい英語学習項目について、どうすればわかるようになるのかを
理論に基づいて説明し、実際にどう指導を行えばよいかをわかりやすく紹介。英
語指導に関わる全ての方へ。英語科教育法等の教科書としても活用可。

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 著／A5判／本体4,300円+税／978-4-87424-824-9／2020年3月

英語教育が抱える問題を学習指導要領等の変遷を追いながら指摘、理論的枠組み
（Capacity モデル）を構築し語彙や文法の難易度が段階別に制限された Graded
Readers の読書を中学・高校に導入することを提案する。

言語習得
第二言語習得研究モノグラフシリーズ 4

第二言語習得研究の波及効果

コアグラマーから発話まで

白畑知彦/須田孝司 編／A5判／本体3,200円+税／978-4-87424-826-3／2020年4月

好評のシリーズ第 4 巻。前半は文法を、後半では発話現象を取り扱う。Be 動詞
の過剰生成／英語非対格動詞の過剰受動化／日本語の主節現象／中国人日本語学
習者の転移／日本留学前後の話す力／ L2 英語と L3 ドイツ語／ L3 スペイン語

言語政策

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／
A5判／本体1,600円+税／978-4-87424-836-2／2020年6月

日本は「日本人が日本語を話す国」じゃない !? 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、LINE スタンプ、小
学校現場から「やさしい日本語」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／A5判／本体2,400円+税／978-4-87424-837-9／2020年6月

外国人観光客が増える中、交通機関やホテルの多言語表示だけではもう間に合わ
ない。
「観光先進国」日本にふさわしい言語観とは。観光現場の言語対応、地域
変容などを紹介し、「観光言語学」確立の可能性を探る。観光学に携わる人に。
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