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ご注文について

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。本カタログに
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、お支払い方法などについて折り返しご連絡さしあげます。

選書のご依頼について

選書が必要な場合はご相談ください。こちらでご希望に合ったリストを提示させていただきます。
　例）「日本語学・言語学の基本書を中心に、合計 20 冊以下で選書してほしい」
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日本語教材

初級日本語　とびら Ⅰ
岡まゆみ/近藤純子/筒井通雄/森祐太/奥野智子/榊原芳美/曽我部絢香/

安田昌江 著／B5判／3,850円（3,500円+税）／978-4-87424-870-6／2021年7月

「日本語学習を通して自分を再発見。世界とつながる。」が合言葉の初級日本語教
科書。知的好奇心を刺激され、学習効果を実感すると同時にワクワク感と達成感
が得られる活動が豊富に盛り込まれている。

新・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/深澤道子/掃部知子/酒井理恵子/中村雅子/吉本惠子 著／

A5判／1,540円（1,400円+税）／978-4-87424-858-4／2021年3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）教材のインドネシア
語・タイ語・ベトナム語訳版を大幅改訂。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。

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 著／

A5判／1,650円（1,500円+税）／978-4-87424-883-6／2021年12月

大学や専門学校で講義を受けるのに必要なことばを、効率良く集中的に学習する
語彙教材のシリーズ第 2 巻。Vol.1 に続き、日本語学術共通語彙のうち 600 語を、
様々な練習方法で楽しく繰り返し身につける。

関係作りの日本語会話  雑談を学ぼう
今田恵美/髙井美穂/吉兼奈津子/藤浦五月/田中真衣 著／

B5判／1,760円（1,600円+税）／978-4-87424-864-5／2021年6月

雑談を通してお互いを知りあい、友だち関係を深めることを目指す中上級会話教
材。日本人と楽しくおしゃべりできない、何を話したらいいのかわからない、と
いう「もやもや」解消のため、関係に応じた話題、会話展開、表現などを学ぶ。

めしあがれ  食文化で学ぶ上級日本語
畑佐一味/福留奈美 著／

A5判／2,200円（2,000円+税）／978-4-87424-862-1／2021年5月

日本の食文化をテーマに据えた内容中心の上級レベルの日本語学習者用、日本語
読解教材。簡単においしく作れる人気の日本食レシピを各章で紹介。多様な日本
語レベルの学習者に対応するために、本文とレシピに英語翻訳あり。

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／1,540円（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。
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日本語教育

オンライン授業を考える  日本語教師のためのICTリテラシー
山田智久/伊藤秀明 編／

A5判／1,980円（1,800円+税）／978-4-87424-879-9／2021年11月

オンライン授業へと移行する今を記録し、これからの授業とどのように向き合っ
ていくべきか未来への展望を提案。国内外の大学、日本語学校、地域日本語教室、
オンラインコースの実践例を紹介。オンライン授業における著作権も詳しく解説。

超基礎・第二言語習得研究
奥野由紀子 編著　岩﨑典子/小口悠紀子/小林明子/櫻井千穂/嶋ちはる/

中石ゆうこ/渡部倫子 著／
A5判／2,200円（2,000円+税）／978-4-87424-884-3／2021年12月

SLA 研究の基礎知識から最新の研究までを日本語教育の視点から丁寧に解説し、
体験しながら学ぶ入門書。言語習得の「目から鱗」知識が満載で読者自身の言語
習得のヒントにも。SLA 研究の入り口に、日本語教育の現場にも役立つ。

超基礎・日本語教育のための 日本語学
太田陽子 編著　嵐洋子/小口悠紀子/清水由貴子/中石ゆうこ/濱川祐紀代/

森篤嗣/栁田直美 著／
A5判／1,980円（1,800円+税）／978-4-87424-885-0／2021年12月

「日本語学」を日本語教育の視点でとらえ直し、日本語の様々な特徴をわかりや
すく解説。日本語教育に役立つトピックを厳選し、敷居の高い「日本語学」を学
びやすく、日本語を教える現場にすぐに使える知識が満載。

日本語を教えるための教授法入門
深澤のぞみ/本田弘之 編著　飯野令子/笹原幸子/松田真希子 著／

A5判／1,980円（1,800円+税）／978-4-87424-882-9／2021年12月

日本語教授法における教育理念や知識を理解し、授業でどのように実践するかま
で、手順をおって学べる。日本語教師養成課程の教科書として、また自分とクラ
スの個性に合わせた教授法を模索する人に。具体的な日本語の教え方が満載。

日本語教師教育学
横溝紳一郎 著／A5判／2,420円（2,200円+税）／978-4-87424-863-8／2021年5月

公認日本語教師の資格化が検討される中、成長し続ける日本語教師の育成のため
に教師教育者に求められる力とは何か。養成課程／初任段階／中堅段階の日本語
教師という段階別に、どのような支援ができるのか、具体的な研修方法を紹介。

産学連携でつくる多文化共生  カシオとムサビがデザインする日本語教育
三代純平/米徳信一 編／

四六判／1,760円（1,600円+税）／978-4-87424-853-9／2021年3月

企業（カシオ計算機）と大学（武蔵野美術大学）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。社会全体で学び合う環境をつくるヒントがここに。
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「移動する子ども」学
川上郁雄 著／A5判／3,080円（2,800円+税）／978-4-87424-855-3／2021年3月

「移動する子ども」学という新しい学問領域を提案。幼少期より複数言語環境で
成長したという経験や記憶によって、どのようにアイデンティティが形成される
のか。移動性・複文化性・複言語性のリアリティを大胆かつ斬新に切り拓く。

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／2,860円（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。

日本語学

五感で楽しむ食の日本語
ポリー・ザトラウスキー 編／

A5判／4,950円（4,500円+税）／978-4-87424-874-4／2021年12月

近年欧米で研究が盛んな食と言語の関係について、本書は日本語学、会話分析、
日本語教育、文学、食品科学等の様々な分野から食に関する日本語の豊かな言語
表現（オノマトペや会話中の食の描写、介護における食の語彙等）を考察する。

国語を教えるときに役立つ基礎知識88
山田敏弘 著／A5判／1,650円（1,500円+税）／978-4-87424-848-5／2020年12月

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、
教員免許状取得後の知識の更新度をチェック。『学習指導要領』改訂版、日本語
にまつわる研究成果もふまえ、現場で教えるための最新知識を身につけよう。

上方落語にみられる待遇表現
角岡賢一 著／A5判／4,400円（4,000円+税）／978-4-87424-881-2／2021年11月

上方落語にみられる待遇表現について分析した書。待遇表現の言語化が求められ
た商いの地である船場の言葉遣いを中心に、今まで省みられることがなかった卑
罵語や尊大語も含めて考察。龍谷大学国際社会文化研究所叢書として刊行。

日本語文論要綱  叙述の類型の観点から
益岡隆志 著／A5判／3,960円（3,600円+税）／978-4-87424-880-5／2021年11月

文の形と意味の対応を考察する文論において要となる叙述の類型の研究（叙述類
型論）について考察を進め、現代日本語文法研究をさらに深化させることを目指
した書。日本語の観察から他言語と共有できる一般性の高い研究課題を見出す。
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構文と主観性
天野みどり/早瀬尚子 編／

A5判／4,730円（4,300円+税）／978-4-87424-877-5／2021年10月

「構文」の持つ全体性や形式と意味の固定化・慣習化、また実際の言語運用や歴
史的変化事象について、とりわけ「主観性」という観点から論じる。言語学・英
語学・日本語学の分野を越えて編まれた意欲的な一冊。

日本語の地殻変動  ラレル・テアル・サセルの文法変化
角田太作 著／A5判／3,520円（3,200円+税）／978-4-87424-868-3／2021年9月

「熊がやむを得ず射殺されました」「魚が一生懸命運ばれています」著者の感覚で
は不自然と感じる、ラレル・テアル・サセルを使った文の表面下にあるものを探り、
文法面だけでなく、意味面でも変化が多数起こっていることを見る。

名詞研究のこれまでとこれから
岩男考哲/坂本智香/建石始/益岡隆志/松瀬育子/眞野美穂 著／

A5判／3,740円（3,400円+税）／978-4-87424-865-2／2021年6月

今後の発展が見込まれる名詞研究について、その切り口や可能性を提示し研究の
活性化を図る目的で企図。各章の前半が研究動向（基礎編）、後半が研究論文（応
用編）となっており、概説書と専門書を繋ぐ役割を果たす。

一般言語学から見た日本語のプロソディー 
 鹿児島方言を中心に
窪薗晴夫 著／A5判／5,940円（5,400円+税）／978-4-87424-854-6／2021年3月

日本語のアクセントとイントネーションについて、筆者の母方言である鹿児島方
言、およびその近隣方言や東京方言などの調査研究をもとに一般言語学・言語類
型論の視点から分析する。筆者のこれまでの研究の集大成となる一冊。

日本語文法　21巻1号
日本語文法学会 編集・発行／

A5判／3,850円（3,500円+税）／978-4-87424-859-1／2021年4月

学会誌『日本語文法』21 巻 1 号。山田昌裕／永澤済／徐敏徹／佐伯暁子／白川
稜／ ARISAKA Kenji。「チュートリアル」（庵功雄）も掲載。

日本語文法　21巻2号
日本語文法学会 編集・発行／

A5判／3,850円（3,500円+税）／978-4-87424-878-2／2021年10月

学会誌『日本語文法』21 巻 2 号。鈴木彩香／小亀拓也／佐藤琢三／光信仁美・
新屋映子／藤田萌恵／西山佑司／上野聡子／鏡耀子。「チュートリアル」（下地理
則）も掲載。 
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ことばと文字　14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／1,760円（1,600円+税）／978-4-87424-049-6／2021年4月

特集「非流暢性」。定延利之／丸山岳彦／遠藤智子／伝康晴／舩橋瑞貴／趙南星
／林良子／高木智世／串田秀也／黒嶋智美／林誠／森田笑／澤井雪乃

言語学・英語学

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 著／

A5判／2,420円（2,200円+税）／978-4-87424-876-8／2021年12月

フランス語の baguette はパンだけじゃなく杖も指揮棒も表す !?　フランス語の
「ものの捉え方」「言い表し方」「単語や文法のしくみ」等を日本語と比較しなが
ら具体的に紹介。イラストも豊富で楽しくフランス語の特徴が掴める。

わくわく！ 納得！ 手話トーク
松岡和美 著　高野乃子 マンガ／

A5判／1,320円（1,200円+税）／978-4-87424-873-7／2021年10月

手話のしくみや手話を使用するコミュニティの話を手軽に知ろう！　著者が手話
の研究やろう者との交流を通じて「へー」「そうなんだ」「それはすごい！」と思っ
たことを、マンガ→解説→コラムの流れで、生き生きとわかりやすく解説。

点と線の言語学  言語類型から見えた日本語の本質
影山太郎 著／A5判／3,740円（3,400円+税）／978-4-87424-875-1／2021年11月

多くの面で対照的な英語と日本語の文法・意味・語彙・形態・表現法など言語構
造の違いを、〈点（個）〉と〈線（つながり）〉という観点から整理しなおす。著
者の過去 50 年近くの研究の集大成となる 1 冊。各章末尾に練習問題を附属。

フランス語の話し言葉における舌打ち音の研究
森田美里 著／A5判／4,620円（4,200円+税）／978-4-87424-852-2／2021年3月

日本語では不快感を表す舌打ちと同じ音がフランス語では談話構成や聞き手目当
てな「働きかけの機能」を持つことを明らかにする。また日本人フランス語学習
者とフランス語話者間でコミュニケーション上の誤解が生じる原因も検討する。

レキシコン研究の現代的課題
岸本秀樹 編／A5判／4,620円（4,200円+税）／978-4-87424-860-7／2021年5月

長年の積み上げがある課題を追究するとき全体像をつかむには時間がかかる。本
書ではレキシコン研究のホットな課題、最新の成果を著すと同時に各論文で展望
も述べており、読者がそのテーマで研究を始める際の一助となるよう努めた。
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英語教師がおさえておきたい音声・文法の基本 
 現代英語学入門
長尾純/宗宮喜代子/伊佐地恒久 著／

A5判／2,420円（2,200円+税）／978-4-87424-861-4／2021年12月

学習者の 4 技能を十分な水準にまで高めるには、教師が文法と発音を深く理解す
ることが不可欠。そのために必要な基礎知識を簡潔かつ網羅的にまとめた。知識
だけでなく実際の音声指導方法も紹介。コラムによる豆知識の提供も。

認知日本語学講座1  認知言語学の基礎
碓井智子/田村幸誠/安原和也 著／

A5判／3,960円（3,600円+税）／978-4-87424-869-0／2021年9月

認知言語学の研究領域で議論されてきた英語の現象を中心に、その基礎概念を丁
寧に紹介する。シリーズの各巻への橋渡しとなる一冊。

実践方言学講座　第1巻　社会の活性化と方言
半沢康/新井小枝子 編／

A5判／4,730円（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　第2巻　方言の教育と継承
大野眞男/杉本妙子 編／

A5判／4,730円（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　第3巻　人間を支える方言
小林隆/今村かほる 編／

A5判／4,730円（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。

英語教育・英語学習

実例が語る前置詞
平沢慎也 著／A5判／2,750円（2,500円+税）／978-4-87424-887-4／2021年12月

「わかった気になる」から「使えるようになる」を目指し「本質」探求主義やイメー
ジ重視の学習法とは異なる類のない 17 章を収録。各前置詞の解説・横断的な着
眼点をやさしく示す。学習者のみならず「ことば」の探求に携わる人へも。
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確かな英語の力を育てる  英語教育のエッセンシャルズ
田中茂範/阿部一 著／

A5判／1,980円（1,800円+税）／978-4-87424-857-7／2021年5月

近年、国際化に伴い英語教育改革の必要性が叫ばれている。改革のために何が必
要か。それは教師が変わること！　語彙・文法・慣用表現を中心に指導のこれま
でのあり方を再考し、新しい方向性を示す。生徒の真の英語力を育むために。

個に応じた英語指導をめざして  ユニバーサルデザインの授業づくり
村上加代子 著／A5判／2,420円（2,200円+税）／978-4-87424-856-0／2021年5月

子どもの視点から英語の読み書き習得の難しさを理解し、実態に応じた指導がで
きるようになることをめざす。英語教育に携わる小・中学校、特別支援などの先
生を対象に、ユニバーサルデザインの配慮を施した授業づくりを提案する。

言語習得

英語リーディングの認知科学  文字学習と多読の効果をさぐる
門田修平/髙瀬敦子/川﨑眞理子 著／

A5判／2,420円（2,200円+税）／978-4-87424-871-3／2021年11月

第二言語のリーディングの習得をささえる認知プロセスについて、音韻符号化や
ワーキングメモリを中心に検討する。その上で小学校英語活動の文字学習や、英
語の多読・多聴学習をどんな実践すれば効果的かについて解説する。

移動表現の類型論と第二言語習得
日本語・英語・ハンガリー語学習の多元的比較
吉成祐子/眞野美穂/江口清子/松本曜 著／

A5判／4,620円（4,200円+税）／978-4-87424-849-2／2021年3月

認知言語学的な言語類型論に基づき日本語、英語、ハンガリー語を第二言語とし
て学ぶ学習者の移動表現を考察する。多元的な比較により母語が第二言語習得に
与える影響と学習者共通の傾向を分析した上で、各言語教育への提案も行う。

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／

A5判／3,300円（3,000円+税）／978-4-87424-866-9／2021年8月

日本において CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）が無批判に受容されている
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。
2018 年公開の CEFR-CV（増補版）にも言及。姉妹本に「現実編」。

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／

A5判／3,300円（3,000円+税）／978-4-87424-867-6／2021年8月

日本語教育をはじめ多言語教育の現場では、CEFR（ヨーロッパ言語共通参照
枠）がどのように導入され、多文化共生社会の実現に貢献しているのかを考える。
2018 年公開の CEFR-CV（増補版）にも言及。姉妹本に「理念編」。


