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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 Ⅱ
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）／978-4-87424-900-0　2022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。」が合言葉の教科書『初級
日本語　とびら』の第 2 巻。自身の目標、異文化体験、社会の課題など、第 1 巻
より外や世界に意識を広げ、言語学習とともに新しい世界の「とびら」を開く。

初級日本語　とびら I　ワークブック１
ひらがな・カタカナ，かんじ，よむ，かく
岡まゆみ/近藤純子/榊原芳美/西村裕代 著   筒井通雄 監修   

B5判／1,980円（1,800円＋税）／978-4-87424-910-9　2022年10月
『初級日本語　とびらⅠ』準拠のワークブック。ひらがな・カタカナ、漢字をバ
ランスよく書けるよう丁寧に練習し、楽しい練習問題を通して身につけていく。
読む、書く練習では、正しく深く読む力や、自分のことばで伝える力を養う。

コンパス日本語
COMPASS JAPANESE [INTERMEDIATE]　
INTERACTIVE WORKBOOK　コンパス日本語　中級
安座間喜治/木内厚子/西村美緒/ミシェル・ルピサン 著   

B5判／3,080円（2,800円＋税）／978-4-87424-902-4　2022年6月
アメリカの高校で開発された、コンテントベースの日本語学習教科書シリーズ第
1 弾。文化的・社会的テーマを通し、日本や自国、自身について考え、まとめ、
発表する力を養うワークブック。AP 試験対策や IB 教育にも最適！

新版　聞いて覚える話し方　日本語生中継　中～上級
ボイクマン総子/宮谷敦美/小室リー郁子 著   

B5判／2,420円（2,200円＋税）／978-4-87424-913-0　2022年10月

人気シリーズの新版。臨場感のある日常会話を再現した音声はそのままに、会話
のトピック・場面・語彙を時代に合わせて見直し、重要表現の練習問題を新設。
英語・中国語・韓国語・ベトナム語の語彙訳付き。音声は MP3 ダウンロード。

新版　聞いて覚える話し方　日本語生中継　 
中～上級　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 著   

B5判／1,430円（1,300円＋税）／978-4-87424-923-9　2022年12月
本冊の改訂に伴い、各課の指導や聞き取り練習のポイント、ロールプレイの行い
方などの解説を改訂。追加の練習問題が新設され、学習者に配布し、スキットの
語彙の使い方や重要表現の理解が確認できる。

新・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/掃部知子/酒井理恵子/中村雅子 著   

A5判／1,980円（1,800円＋税）／978-4-87424-899-7　2022年4月
教室では習わないリアルな日本語が自然に身につくシャドーイング教材が、大幅
改訂。各ユニットの会話が増え、音声は WEB ダウンロードに。中級から上級（N3
～ N1）までの文法を網羅し、無理なく段階的に学べる。
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新・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/掃部知子/酒井理恵子/中村雅子 著   

A5判／1,980円（1,800円＋税）／978-4-87424-905-5　2022年7月

人気シリーズの新装版。対人関係に応じた会話を現代に合わせた内容や語彙を含
め、新しく大幅増量。雑談からビジネスシーンまでリアルな会話をどこからでも
自由に練習できます。音声 MP3 ダウンロード。全スクリプト翻訳付き。

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ために必要なことばを、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。

めざせ大学合格！ 留学生のための 記述・小論文
樋口裕一 著   B5判／2,200円（2,000円＋税）／978-4-87424-915-4　2022年10月

「小論文の神様」が留学生向けに小論文の書き方の極意を伝授！「参考書＆過去
問題集」で、日本留学試験「記述」と大学入試「小論文」の対策ができる。基本
的な小論文の型、論を深める方法、頻出テーマや基礎知識まで、すべて掲載！

外国人のための　介護記録の読み書き練習帳
斉木美紀/田中奈緒 著　伊東一郎 監修・著　 

公益社団法人横浜市福祉事業経営者会 協力　 
B5判／1,980円（1,800円＋税）／978-4-87424-907-9　2022年7月

介護現場の様々の記録を正しく読み、利用者の様子や問題を詳細に書く技術を身
につける介護記録の読み書きトレーニング本。豊富な実例を用いた練習で現場の
臨場感も体験。全ルビ付きで技能実習生、EPA、特定技能、定住外国人に最適。

読んで考える日本語　10のトピック　中上級
森美子 著   B5判／2,420円（2,200円＋税）／978-4-87424-908-6　2022年6月

大野晋、金田一春彦、鈴木孝夫などの「生の」文章を軸に、読解、語彙練習、ディ
スカッション、考察、表現活動などを通して、日本語の分析力と運用力を養う。
漢字、敬語、カタカナ語など「日本語」をテーマとした読み物で楽しく学ぶ。

おひさまワークブック［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/本田弘之 著   くろしお出版 編   

A4判／1,980円（1,800円＋税）／978-4-87424-911-6　2022年7月

『おひさま』と一緒に「読む・書く」が学べる日本語教材。バイリンガル、マル
チリンガルの子どもが多様なトピック、国際感覚を養う内容で楽しく学べる。こ
とばの活動や読み物で読解力の向上を目指し、同時に文字の書き方も練習する。
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日本語教育

外国につながる子どもの日本語教育
西川朋美 編   A5判／2,420円（2,200円＋税）／978-4-87424-920-8　2022年11月

外国にルーツを持ち、日本語を第二言語とする子どもたちの「言語」の課題に正
面から向き合い、考えるための 9 章を収録。小学校での実践、日本語力の評価、
日本語教材、継承語の育成など、それぞれ第一線の専門家がやさしく解説。

学習者を支援する日本語指導法Ⅰ　 
音声 語彙 読解 聴解
畑佐由紀子 著   A5判／3,080円（2,800円＋税）／978-4-87424-906-2　2022年9月

日米豪で教鞭をとった著者が、過去 70 年の日本語指導法を概観し、最新の研究
などの知見に基づいた理論とその科学的な裏づけに基づいた実践的指導法を紹
介。第Ⅰ巻は、音声 語彙 読解 聴解。2023 年刊行の第Ⅱ巻は、文法 会話 作文 総
合学習。

学習力を育てる日本語　教案集　第２版　
外国人児童・生徒に学び方が伝わる授業実践
とよなかJSL 著   田中薫 監修   

B5判／3,740円（3,400円＋税）／978-4-87424-909-3　2022年7月

外国にルーツを持つ子どもの学習指導について、指導案・テスト・カリキュラム
の組立てなど、様々な資料を惜しみなく提供。２版では、初版の改良、微修正の
ほか、収録データは CD-ROM から WEB ダウンロード方式に変更。

「ことば」の学びに寄り添う日本語教育
「学習と人生のつながりの軸」の形成と意識化をめざして
山内薫 著   A5判／4,180円（3,800円＋税）／978-4-87424-893-5　2022年3月

将来「使うあてのない日本語」を学ぶフランスの日本語専攻学生は、学びをどの
ように意味づけ、自身の人生に位置づけるのか。彼／彼女らの移動性に注目し、
その語りに迫る。生涯教育としての「ことば」の学びに携わるすべての人に。

オンライン国際交流と協働学習  多文化共生のために
村田晶子 編著   A5判／3,520円（3,200円＋税）／978-4-87424-892-8　2022年3月

COVID-19 によりオンライン授業が急速に広まり、国際交流においてもオンライ
ンの協働学習が注目されている。様々な分野の教育研究者が、その実践とともに
学習デザイン、学びのプロセス・意義などを多角的な視点から分析する。

二字漢語の透明性と日本語教育への応用
本多由美子 著   A5判／5,720円（5,200円＋税）／978-4-87424-889-8　2022年2月

二字漢語の意味とその構成漢字の意味との対応関係に着目。その関連性の度合い
を「透明性」と定義し、多数の二字漢語の透明性を明らかにする。またその調査
結果から日本語教育での教材案を提案する。今後の漢字教育に大きく資する書。
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移動とことば2
川上郁雄/三宅和子/岩崎典子 編   

A5判／3,520円（3,200円＋税）／978-4-87424-896-6　2022年4月

当事者の「経験と記憶の語り」によって「移動とことば」研究の可能性を広げて
いくシリーズ第 2 弾。多様なアプローチから人類学、社会学、文学などの領域に
おける、移動に生きる人々の生を探究する野心的な研究を幅広く収録。

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。

日本語学

自分で読むための　基礎　日本古典語
紙尾康彦 著   B5判／2,420円（2,200円＋税）／978-4-87424-918-5　2022年11月

訳す力を身につける二十五講。古典文法の基礎問題（高校古典文法のおさらい）
を解き、訳すための具体的知識を学ぶ、自学自習対応のワークブック。古典語研
究のための入門知識も含み、古典作品を読みたい人・国語教員にもおすすめ。

日本語受身文の新しい捉え方
庵功雄 編著   志波彩子/村上佳恵/大関浩美/定延利之/前田直子/菊地康人/

増田真理子 著   
A5判／3,520円（3,200円＋税）／978-4-87424-922-2　2022年12月

現代日本語の受身文（受動文）の新しい捉え方を提案する論文集。受身文研究の
外観、日本語教材での扱われ方と指導のアイデア、コーパスや第二言語習得から
みた受身、視座に関する論考などを含めた受身研究に新風を起こす 7 篇を収録。

日本語構文大全　第I巻　アスペクトとその周辺
三原健一 著   A5判／4,180円（3,800円＋税）／978-4-87424-903-1　2022年5月

生成文法の枠組みで発掘されてきた、日本語の言語事実を総括する『日本語構文
大全』第 I 巻（全 III 巻）。主として語彙的アスペクトが関わる構文に関して、生
成文法の枠組みから、日本語学にも益する「データ」を概観・分析する。

日本語構文大全　第II巻　提示機能から見る文法
三原健一 著   A5判／4,180円（3,800円＋税）／978-4-87424-904-8　2022年5月

生成文法の枠組みで発掘されてきた、日本語の言語事実を総括する『日本語構文
大全』第 II 巻（全 III 巻）。「提示性」をキーワードとする構文が日本語に豊富に
あることを示しつつ、新鮮な「データ」に出会う重要性を伝える。
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現代日本語における形容詞の連用用法 
 外面性／内面性に着目して
永谷直子 著   A5判／4,950円（4,500円＋税）／978-4-87424-895-9　2022年4月

「楽しく遊んだ」は言えるのに「面白く遊んだ」はなぜ不自然に感じられるのか。「ど
のような場合にどのような形容詞が、連用形でふるまえるのか」という問いのも
と具体的な事例をあげ現代日本語における形容詞の連用用法を記述する。

言語コミュニケーションの多様性
窪薗晴夫/朝日祥之 編   

A5判／3,740円（3,400円＋税）／978-4-87424-894-2　2022年3月

本論文集は、AI 研究におけるコミュニケーションの現状や、様々なコーパス及び
在外資料を活用したコミュニケーションの実態の把握と検討、また日本語学習者
や発達障害児の言語とコミュニケーションの関係などを収める。

日本語の格表現
木部暢子/竹内史郎/下地理則 編   

A5判／4,950円（4,500円＋税）／978-4-87424-891-1　2022年3月

現代日本語書き言葉では、主語が「が」で、直接目的語が「を」であらわされるが、
同じ日本語でも、話し言葉、方言、古代語にはそれとは異なる多様な様相がある。
日本語の格表現のシステムを、13 章の論考から解明する試み。

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。

日本語文法　22巻1号
日本語文法学会 編集・発行   

A5判／3,850円（3,500円＋税）／978-4-87424-897-3　2022年4月

学会誌『日本語文法』22 巻 1 号。狩俣繁久／井上直美／高田祥司／小井亜津子
／蓮沼昭子／中村真衣佳／古田龍啓／金沢じゅん／氏家啓吾。チュートリアル（日
高水穂）、日本語文法学界の展望（2018 ～ 2020）【前編】も掲載。

日本語文法　22巻2号
日本語文法学会 編集・発行   

A5判／3,850円（3,500円＋税）／978-4-87424-916-1　2022年10月

学会誌『日本語文法』22 巻 2 号。西畑宏紀／田中佑／王慧雋／新山聖也／宮田
瑞穂／宮城信／深津周太／渋谷勝己／福沢将樹／佐藤理史／矢島正浩。日本語文
法学界の展望（2018 ～ 2020）（古典語・歴史、方言）も掲載。
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ことばと文字　15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）／978-4-87424-898-0　2022年4月

特集「日本語漢字にまつわる事柄」。あべ・やすし／乾　善彦／瓜生美智子／円
満字二郎／カイザー シュテファン／加賀野井秀一／茅島　篤／今野真二／三枝令
子／笹原宏之／杉本つとむ／詹　満江／高取由紀／武田康宏ほか

言語学・英語学

「させていただく」大研究
椎名美智/滝浦真人 編   

A5判／3,960円（3,600円＋税）／978-4-87424-924-6　2022年12月

なぜ皆、こんなにも「させていただいて」いるのか？　敬意不足が気になってつ
い使ってしまう現代人に贈る論文集。時空を旅し、辞書から漫才、食べログ、歌
詞など探索し、「一人勝ち」の原動力を考えながらその正体に迫る。

意味がよくわかるようになるための言語学 
 体系機能言語学への招待
照屋一博 編   クリスチャン・マティスン/照屋一博/ジョン・ベイトマン/奥泉香

/ハイジ・バーンズ/M.A.K.ハリデー 著   照屋一博/水澤祐美子/奥泉香 訳   
A5判／4,950円（4,500円＋税）／978-4-87424-872-0　2022年6月

近年の体系機能言語学的研究の発達と展開を射程におさめながら，これまでの翻
訳書および英語を焦点とする論考がとらえなかった体系機能言語学とその応用性
を書き下ろす。体系機能言語学の代表的研究者による豪華競演。

映画でひもとく英語学
倉田誠 編   A5判／2,420円（2,200円＋税）／978-4-87424-917-8　2022年11月

英語学で扱われる諸分野の基本的な 109 の項目を映画・海外ドラマのセリフで学
ぶ。見開きページでコンパクト、知りたい知識にアクセスできる一冊で、初学者・
教員・映画ファンへ贈る。前身は『映画で学ぶ英語学』（2011 年）。

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 著   伊佐地恒久 監修   

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3  認知統語論
町田章/木原恵美子/小熊猛/井筒勝信 著   

A5判／4,950円（4,500円＋税）／978-4-87424-888-1　2022年1月

認知言語学における構文の概念と分析手法から，文を超え談話も含めた上で構文
をどのように分析記述できるのか。Ronald W. Langacker の提唱する認知文法の
枠組みを用いて日本語および他言語の文法現象の分析を試みる。
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社会言語学の枠組み
井上史雄/田邊和子 編著   

A5判／2,420円（2,200円＋税）／978-4-87424-919-2　2022年11月

社会言語学という学問の全体が論理的にわかるよう、変異を扱う方向と談話を扱
う方向を組みあわせる体系的な枠組みを採用した新しい入門書。各章に【推薦図
書】と【調査の課題】があり、大学生向けテキストに最適。もちろん独習にも。

英語教育・英語学習

謎解きの英文法　助動詞
久野暲/高見健一 著   

四六判／1,650円（1,500円＋税）／978-4-87424-886-7　2022年1月

シリーズ完結。Can you …? は Would you …? より丁寧な依頼表現か？　will と 
be going to の違いは？　著者の一人がハーバード大学で教鞭をとるようになっ
たエピソードも。

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」の探求に携わる方へも。

言語習得

第二言語学習の心理  個人差研究からのアプローチ
福田倫子/小林明子/奥野由紀子 編著   阿部新/岩﨑典子/向山陽子 著   

A5判／2,750円（2,500円＋税）／978-4-87424-912-3　2022年9月

世界の人々の移動を背景に、第二言語習得の分野では学習者の個人差に関する研
究が活発になってきた。個人差を理解し、学習者への細やかな支援を行うにはど
うすべきか。日本語教育分野の個人差研究を概観し、今後の展望や課題を示す。

言語政策

複数の言語で生きて死ぬ
山本冴里 編   四六判／1,980円（1,800円＋税）／978-4-87424-890-4　2022年4月

地球には 7 千もの言語があって、複数の言語を使う人がたくさんいる。境界に生
きることには時に困難が伴うけれど、一つの言語に囚われないことで、視界が広
がっていく。言語の境界に生きることをテーマに、人々の想いや葛藤を描く。

「日系」をめぐることばと文化  移動する人の創造性と多様性
松田真希子/中井精一/坂本光代 編   

A5判／3,080円（2,800円＋税）／978-4-87424-914-7　2022年10月

100 年以上の歴史を持つ日系人のコミュニティ。そこで行われてきた日本語日本
文化と現地の言語文化の間の葛藤、挑戦、実践は、現代社会にどう活かせるか。
マイノリティの言語文化教育も視野に入れ、当事者たちの声を聞く。


