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諸外国語学習

分類

諸外国語学習

0.0.0
諸外国語学習

0.1.0.1.教科書

新版 中国語通訳への道 ＣＤ２枚付

＜著＞塚本慶一
中国語通訳の第一人者が、通訳の心得と訓練方法を一
から詳しく解説。現場での実例をもとにした実践練習
も満載！ 中国語学習者から通訳志望者、現役通訳者
まで必携の一冊。

世界の言語シリーズ

２０２２年言語学図書総目録

大阪大学外国語学部の学生がまなぶ語学実習授業
のレベルと内容をそのままに、世界の言語の文
字・発音から文法・会話まで、トータルで学べる
初級テキストシリーズ。

A5.352 頁.2013 年.ISBN978-4-469-23270-7.C3087
税込 3740 円
大修館書店

分類０｜諸外国語学習

1.スワヒリ語.ISBN978-4-87259-325-9..
2.中国語.ISBN978-4-87259-326-6..
3.モンゴル語.ISBN978-4-87259-327-3..
4.ベトナム語.ISBN978-4-87259-328-0..
5.ロシア語.ISBN978-4-87259-329-7..
6.フィリピン語.ISBN978-4-87259-330-3..
7.スペイン語 改訂版.ISBN978-4-87259-337-2..
8.ハンガリー語.ISBN978-4-87259-332-7..
9.タイ語.ISBN978-4-87259-333-4..
10.デンマーク語.ISBN978-4-87259-334-1..
11.ポルトガル語.ISBN978-4-87259-335-8..
12.スウェーデン語.ISBN978-4-87259-336-5..
13.イタリア語.ISBN978-4-87259-338-9..
14.インドネシア語.ISBN978-4-87259-339-6..
15.ペルシア語.ISBN978-4-87259-340-2..
16.トルコ語.ISBN978-4-87259-341-9..
17.アラビア語.ISBN978-4-87259-342-6..
A5.156 ～ 420 頁.2009 年..C3087
税込 2750 ～ 3960 円
大阪大学出版会

中国語 発音マスター ＣＤ付き

＜著＞髙田裕子
長年、中国語通訳者の養成に携わってきた著者が、初
心者、既習者向けに中国語発音のトレーニング方法を
伝授。視覚的に分かる「声調」のコツや、日本語にな
い音の練習法などオリジナルの工夫を満載。

A5.144 頁.2014 年.ISBN978-4-469-23273-8.C3087
税込 2200 円
大修館書店

日中・中日通訳トレーニングブック
ＣＤ付
＜著＞髙田裕子 / 毛燕
通訳養成メソッドにのっとった５段階トレーニングで
通訳の基礎技術を身に付け、和文中訳／中文和訳のス
キルを上げるテキスト。商談、質疑応答、インタビュ
ー等さまざまな場面を想定した新鮮なトピックを取り
上げた。

A5.130 頁.2008 年.ISBN978-4-469-23246-2.C3087
税込 2310 円
大修館書店

0.1.0
中国語

日中・中日翻訳トレーニングブック
＜著＞髙田裕子 / 毛燕
日→中、中→日の両方の翻訳スキルを効率よく習得で
きる。学習者の陥りやすい誤りを抽出し、ベテラン翻
訳者によるわかりやすい解説で、和文中訳・中文和訳
レベルから翻訳レベルへのステップアップを図る。

新刊

大阪大学外国語学部世界の言語シリ
ーズ 17 アラビア語別冊

―〔文字編・文法表・語彙集〕―
＜著＞依田純和
『大阪大学外国語学部世界の言語シリーズ 17 アラビア
語』の別冊。「語根」「語形パターン」、ハムザの書き
方や綴字上の特殊例の解説、動詞活用表・名詞類の格
変化・代名詞類の一覧表等を収録。

A5.170 頁.2009 年.ISBN978-4-469-23256-1.C3087
税込 2090 円
大修館書店

新刊

ネット時代の中国語

A5.172 頁.2021 年.ISBN978-4-87259-734-9.C3087
税込 2200 円
大阪大学出版会

＜著＞張婧禕 / 玉岡賀津雄 / 王莉莎
你有微信吗？ （Wechat を持っていますか）などの中
国の情報化社会で生活するために必要な表現をふんだ
んに取りいれた中国語教科書。多様なニーズに対応で
きるよう構成。

B5.172 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1081-9.C1087
税込 2640 円
ひつじ書房
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気持ちが伝わる！ 中国語リアルフ
レーズ BOOK

0.2.0.2.参考書

気持ちが伝わる！ 韓国語リアルフ
レーズ BOOK

＜著＞石田美智代
ネイティブが何気なく使うフレーズを、たっぷり収
録。どのフレーズもリアルかつ、シンプルで気の利い
た口語表現。見出しフレーズはカタカナルビつき。ま
たポイントとなる単語、文法表現の解説付き。

四六.216 頁.2009 年.ISBN978-4-327-39416-5.C0087
税込 1980 円
研究社

四六.212 頁.2011 年.ISBN978-4-327-39421-9.C0087
税込 1980 円
研究社

0.1.0.3.その他

あじあブックス.

0.3.0
ドイツ語

―ことばの変遷・探究の歩み―
＜著＞大島正二
漢字が表す〈形〉〈音〉〈義〉そして〈文法〉は、時代
とともにどのように姿を変えてきたのか。古代から現
代に至ることばの変遷と探究の歩みを、文化史的な視
点から描きだす。

0.3.0.1.教科書

改訂版 詳解ドイツ語文法

＜著＞在間進
定評あるドイツ語文法書が、例文や解説にさらに磨き
をかけ、｢改訂版｣ として生まれ変わった。練習問題
や付録も充実。初級者から上級者まで、すべてのドイ
ツ語学習者にとって必携の一冊。新正書法にも完全対
応。

四六.312 頁.2011 年.ISBN978-4-469-23314-8.C3080
税込 2090 円
大修館書店

0.2.0
韓国語

A5.356 頁.2006 年.ISBN978-4-469-21307-2.C3084
税込 3080 円
大修館書店

0.2.0.1.教科書

0.3.0.2.参考書

韓国語学習講座「凜」ＲＩＮ １
入門 ＣＤ付

気持ちが伝わる！ ドイツ語リアル
フレーズ BOOK

＜著＞金珍娥
＜編・著＞野間秀樹
入門から上級までを安心して学べる体系立った韓国語
学習講座の第１巻。ハングルの仕組み、文字と発音、
会話の基本、文法の基本を韓国文化背景をおさえなが
ら学習する。

＜著＞滝田佳奈子
ネイティブが日常何気なく使うシンプルな口語表現や
慣用句を、対話例と共に計 487 収録。見出しフレーズ
にはカタカナルビを併記。ポイントとなる語彙や文法
の解説付き。CD にはドイツ語 + 日本語音声を収録。

四六.216 頁.2012 年.ISBN978-4-327-39425-7.C0087
税込 1980 円
研究社

A5.272 頁.2012 年.ISBN978-4-469-14244-0.C3387
税込 3080 円
大修館書店

読んで味わう ドイツ語文法

＜著＞矢羽々崇
気軽に読めるドイツ語文法入門。小説や詩の一節、映
画のセリフ、著名人の言葉などを題材に、ドイツ語文
法の基礎を学ぶ。ドイツ語圏の歴史や文化の香りを楽
しめる文法書。初学者、学び直しをしたい方にもオス
スメ。

四六.280 頁.2017 年.ISBN978-4-327-39437-0.C3084
税込 2200 円
研究社
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分類０｜諸外国語学習

中国語の歴史

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞中西千香
ネイティブが使うリアルな口語表現をテーマ別に 543
個収録。シンプルで気の利いたひとこと。見出しフレ
ーズは文字が少ない順の配列で、2 ～ 7 文字の短い表
現が中心。中国語 + 日本語音声収録のＣＤ、巻末索
引付。

諸外国語学習

0.4.0
フランス語

0.4.0.3.その他

パリの日々

―言語哲学者の休暇、あるいは字幕翻訳者のプロロー
グ―
＜著＞丸山直子 / 丸山垂穂
1978 年、パリの丸山圭三郎一家。かの大著『ソシュ
ールの思想』を世に問う前夜、丸山圭三郎は家族を伴
いパリに一年間暮らした。エッセイに加え、新たに書
き下ろした 40 年後の思い、親子三人の往復書簡（初公
開）を収録。

0.4.0.1.教科書
２０２２年言語学図書総目録

「星の王子さま」で学ぶフランス語
文法

＜著＞三野博司
永遠のベストセラー『星の王子さま』を読みながら、
フランス語文法の基礎が学べる。本書は 40 の名場面
を味わいながら、名詞の性・数から接続法、話法ま
で、初級文法を網羅的に学習できる。

B6.232 頁.2020 年.ISBN978-4-384-06800-9.C0080
税込 1980 円

三修社

四六.224 頁.2007 年.ISBN978-4-469-25074-9.C3085
税込 1980 円
大修館書店

新刊

分類０｜諸外国語学習

フランス語の発想

―日本語の発想との比較を通して―
＜著＞春木仁孝 / 岩男考哲
フランス語の baguette はパンだけじゃなく杖も指揮
棒も表す !?「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イラストもま
じえて紹介。楽しくフランス語の特徴が掴める。

0.4.0.2.参考書

気持ちが伝わる！ フランス語リア
ルフレーズ BOOK

＜著＞國枝孝弘 / ルロワ，パトリス
口語表現や慣用句を、対話例と共に計 452 収録。ちょ
っとこなれた言い回しまで。見出しフレーズにはカタ
カナルビを併記。ポイントとなる語彙や文法の解説付
き。CD にはフランス語 + 日本語音声を収録。巻末索
引付き。

A5.192 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-876-8.C1085
税込 2420 円
くろしお出版

四六.224 頁.2014 年.ISBN978-4-327-39427-1.C0085
税込 1980 円
研究社

0.5.0
スペイン語

時事フランス語 読解と作文のテク
ニック

0.5.0.2.参考書

＜著＞彌永康夫
検定試験でも頻出の「時事フランス語」。本書はテー
マ別に背景知識の解説と作文の添削例を掲載すること
により、「時事フランス語」教材を読みこなし、表現
につなげる訓練を行う。中・上級者必携の参考書。

気持ちが伝わる！ スペイン語リア
ルフレーズ BOOK

＜著＞福嶌教隆
ネイティブが日常何気なく使うシンプルな口語表現や
慣用句を、対話例と共に計 420 収録。見出しフレーズ
にはカタカナルビを併記。ポイントとなる語彙や文法
の解説付き。CD にはスペイン語 + 日本語音声を収録。

A5.368 頁.2011 年.ISBN978-4-469-25078-7.C3085
税込 2970 円
大修館書店

四六.216 頁.2012 年.ISBN978-4-327-39423-3.C0087
税込 1980 円
研究社
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0.6.0
ロシア語

0.7.0.2.参考書

気持ちが伝わる！ イタリア語リア
ルフレーズ BOOK

0.6.0.2.参考書

＜著＞吉岡ゆき / チローノフ，セルゲイ
481 のフレーズ＋対話例を収録。見出しフレーズは
カナ表記付き。語彙の解説や関連表現も満載。CD は
Chapter １から７までの対話例を収録！ Chapter8、
9 の音声は、弊社 HP より無料ダウンロード。巻末索
引付き。

四六.208 頁.2015 年.ISBN978-4-327-39432-5.C0087
税込 1980 円
研究社

＜著＞末延弘子
ネイティブが日常何気なく使っている口語表現や慣用
句を , 対話例と共に計 420 収録 . あいづちや受け答え
から , ちょっとこなれた言い回しまで , シンプルでい
きいきした表現ばかり ! 見出しフレーズにはカタカナ
ルビを併記 .

0.6.0.3.その他

読める書ける ロシア語練習プリン
ト

四六.200 頁.2019 年.ISBN978-4-327-39439-4.C0087
税込 2200 円
研究社

＜著＞柚木かおり
「ロシア語の文字を読んでみたい、書いてみたい」そ
んなあなたに贈る超入門書。スポーツ、料理、文学、
歴史、地名、人名などからよく知っているロシア語を
書きながら学びます。コラム記事、写真多数。ＣＤつ
き。

話せる・伝わる ミャンマー語入門
ＣＤ付

＜監修＞ビルマ市民フォーラム
＜編＞田辺寿夫
「希望を伝える（～したい）」などの言語の機能表現に
焦点を当てて、基本パターンを紹介。例文で使われ
ている単語の解説を充実させ、例文の理解を深めなが
ら、語彙の強化もできる。

B5.112 頁.2018 年.ISBN978-4-09-837759-6..C0037
税込 1760 円
小学館

0.7.0
その他

四六変.160 頁.2015 年.ISBN978-4-469-21352-2.C3087
税込 2420 円
大修館書店

0.7.0.1.教科書

0.7.0.3.その他

新ギリシャ語入門

読める書ける アラビア文字練習プ
リント

＜著＞田中利光
プラトンや新約聖書の読解に必要な基礎的文法事項を
丁寧に解説した古典ギリシャ語入門の決定版。活用表
一覧、希―和・和―希の語彙集付。

＜著＞アブドーラ，A
アラビア文字の読み方と書き方を懇切丁寧に教える練
習プリント。大きな文字とわかりやすいレイアウトで
アラビア語初学者に最適。文字だけでなく、簡単な日
常会話表現も学べる。CD 付き。

A5.306 頁.1994 年.ISBN978-4-469-21191-7.C3087
税込 3740 円
大修館書店

B5.112 頁.2006 年.ISBN4-09-837652-0.C0087
税込 1980 円

小学館
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分類０｜諸外国語学習

気持ちが伝わる！ フィンランド語
リアルフレーズ BOOK

四六.218 頁.2013 年.ISBN978-4-327-39426-4.C0087
税込 2090 円
研究社

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞花本知子
口語表現や慣用句を、対話例と共に計 426 収録。ちょ
っとこなれた言い回しまで。見出しフレーズにはカタ
カナルビを併記。ポイントとなる語彙や文法の解説付
き。CD にはイタリア語＋日本語音声を収録。巻末索
引付き。

気持ちが伝わる！ ロシア語リアル
フレーズ BOOK

諸外国語学習

ギリシャ語練習プリント

２０２２年言語学図書総目録

＜監修＞河島思朗
ホメロスからギリシャ哲学・悲劇、新約聖書まで。ギ
リシャ文字の読み書きとギリシャ語の基本を書写を通
じて完全マスター。ギリシャ語にはカナ発音と日本語
訳、英語訳、語注つき。大きな文字の見やすいレイア
ウト。
B5 112 頁 2017 年 ISBN978-4-09-837758-9 C0037
税込 1760 円

小学館

ラテン語練習プリント

分類０｜諸外国語学習

＜監修＞河島思朗
ラテン語の名言名句からラテン語訳聖書、アヴェ・マ
リア、ミサ曲歌詞まで短い例文を書き写してラテン語
の基本をマスター。ラテン語にはカナ発音と日本語
訳、英語訳、語注つき。大きな文字の見やすいレイア
ウト。
B5 112 頁 2016 年 ISBN978-4-09-837750-3 C0037
税込 1760 円

小学館

ラテン語のはなし

―通読できるラテン語文法―
＜著＞逸身喜一郎
ヨーロッパ文明の基層、ラテン語の世界を案内する、
知的雑談満載のイツミ教授のラテン語講義。よく引用
されるラテン語名句の話から文法の初歩へと導く読み
物風入門。

四六 306 頁 2001 年 ISBN978-4-469-21262-4 C3087
税込 2750 円
大修館書店

例文で学ぶアラビア語単語集

＜編・著＞鷲見朗子
＜著＞依田純和 / 福田義昭 / 竹田敏之 / 冨永正人
身の回りから経済・宗教・IT まで幅広い分野の単語
を、豊富な会話例と例文・イラストで学べる初～中級
者向けの単語集。日本語・アラビア語を収録した約 5
時間の音声やフラッシュカードも用意。
A5 226 頁 2019 年 ISBN978-4-469-21378-2  C3087
税込 3080 円
大修館書店
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1.0.0

分類コード

頁

1.0.0.......................... 辞書・辞典［無分類］
1.1.0........辞書・辞典［一般向け現代日本語の辞典］
1.1.0.1
類語・同音異字辞典
1.1.0.1.1
現代日本語辞典（その他）
1.1.0.2
方言辞典
1.1.0.2.1
アイヌ語
1.1.0.3
古語辞典
1.1.0.4
漢和・漢字辞典
1.1.0.5
英和・和英辞典
1.1.0.5.1
英英辞典・英語類語辞典
1.1.0.5.2
英米語辞典（その他）
1.1.0.6
韓国語・朝鮮語辞典
1.1.0.7
中国語辞典
1.1.0.8
その他言語の辞典・辞書
1.2.0.......... 語彙集［一般向け現代日本語の辞典］
1.2.0.1
類語・同音異字
1.2.0.2
方言・アイヌ語
1.2.0.3
古典・古語
1.2.0.4
文字・表記
英米語
1.2.0.5
1.2.0.6
韓国語・朝鮮語辞典
1.2.0.7
中国語
1.2.0.8
その他
1.3.0............................言語教育辞典・辞書
1.4.0..........................................言語学辞典

8
8
10
10
11
12
12
13
13
15
16
19
19
19
19

20
20
21

※ページ数の入っていない分類コードは、現在、該当する内容のものがありません。

辞書・辞典

分類

辞書・辞典

レトリック事典

1.0.0
辞書・辞典［無分類］

＜監修＞佐々木健一
＜編＞佐藤信夫 / 佐々木健一 / 松尾大
＜企画・構成＞佐藤信夫
レトリックの概念・技法を 46 の型にまとめ、明治か
ら現代までの文学を中心に、古典や落語なども含めた
時代を代表する日本の文章を例に解説。西洋のレトリ
ック論と日本文学をつなぐ、初めての本格的レトリッ
ク事典。

英語語義イメージ辞典
２０２２年言語学図書総目録

＜著＞政村秀實
多くの語義をもつ英単語も、中核的語義のイメージを
知ることで、単語の記憶が容易になり、語義の裏に潜
むニュアンスを含めたトータルな理解が可能になる。
重要語 2000 を基に派生語・関連語 5000 について解説。

A5.850 頁.2006 年.ISBN978-4-469-01278-1.C3581
税込 7150 円
大修館書店

四六.530 頁.2002 年.ISBN978-4-469-04160-6.C3582
税込 4070 円
大修館書店

実例詳解 古典文法総覧

分類１｜辞書・辞典

1.1.0
辞書・辞典［一般向け現代日本語の辞典］

＜著＞小田勝
文法範疇別の形式で記述した、最大規模の古典文法
書。一般的な用語を用い、通言語的に古典文法の詳細
に知ることができ、332 作品から豊富な実例を掲示。
古典文法や古典文学の学習者、研究者に必携の書。

大辞林 第四版

＜編＞松村明 / 三省堂編修所
日常語から専門用語まで、古代のことばから現代のこ
とばまで、日本語の総体を縦横に収めた上で、今現在
の日本語の反映に努める。第三版から 13000 項目増
で、総収録項目数は 25 万 1000 に至る。13 年ぶりの
大改訂版。

A5.752 頁.2015 年.ISBN978-4-7576-0731-6.C3081
税込 8800 円
和泉書院

世界ことわざ比較辞典

＜編＞日本ことわざ文化学会 / 時田昌瑞 / 山口政信
現代日本で常用されることわざ三〇〇を通して、世界
各地二五の言語と地域からことわざを集め比較すると
いう世界初の試み。約六五〇〇の世界のことわざは日
本語訳と原語で掲載。新たなことわざの世界が見えて
くる。

B5 変.3200 頁.2019 年.ISBN978-4-385-13906-7.C0581
税込 9900 円
三省堂

新明解日本語アクセント辞典 第２
版 ＣＤ付き

B6.532 頁.2020 年.ISBN978-4-00-080321-2.0580
税込 3740 円

＜監修＞金田一春彦
＜編＞秋永一枝
定評あるアクセント辞典の最新改訂版。収録語数約
76600 語。話し言葉を中心に、文章語に用いられる雅
語や漢語、地名、人名も収録。鼻濁音、母音の無声化
やアクセント変化も注記。放送、演劇、朗読などに必
携。

岩波書店

メモリー英語語源辞典

＜編＞中島節
本辞典は高校生をはじめとする語源辞典初心者のため
に編まれた。収録語数約 3400。語源解説の記述を簡
潔・明解にするとともに、同じ語根を持つ単語集団を
一つにまとめるなど、学習者のための工夫が凝らされ
ている。

B6.1152 頁.2014 年.ISBN978-4-385-13672-1.C0581
税込 4400 円
三省堂

四六.354 頁.1998 年.ISBN978-4-469-04152-1.C3582
税込 3520 円
大修館書店

現代国語例解辞典 第五版

＜監修＞林巨樹 / 松井栄一
国立国語研究所の日本語コーパスを全面的に活用して
編集した改訂新版。日常生活に必須の約 71,000 語を
収録。時代とともに意味・用法が変化した言葉も、現
代風の語釈と用例、200 点を超えるコラム欄で詳細に
解説。

B6.1698 頁.2016 年.ISBN978-4-09-501035-9.C7581
税込 3190 円
小学館
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日本国語大辞典 第二版・全 13 巻＋
別巻

新刊

三省堂国語辞典 第八版

＜編・著＞日本国語大辞典第二版編集委員会 / 小学館
国語辞典編集部
見出し語数 50 万語、用例数 100 万例。方言の異形 10
万語を含めると 60 万語に及ぶ。用例には文献の成立
年を明示。言葉の変遷などを 5000 に及ぶ「語誌欄」
で紹介。国語学・国文学の専門家にとどまらず、歴
史・仏教・漢籍・民俗・有職などの各界の権威、経
済・法律など社会科学、および動物・植物などの自然
科学の研究者など、三千人に及ぶ識者が執筆した最高
峰の国語辞典。また、国語項目だけでなく、さまざま
な分野の百科項目も幅広く採用し、「地名辞典」「人名
辞典」「植物辞典」「動物辞典」「書名辞典」としても
十分に利用いただけます。

B6 1760 頁 2021 年 ISBN978-4-385-13928-9 C0581
税込 3300 円
三省堂

小学館 日本語新辞典

B5 変 1 巻平均 1456 頁 2000 ～ 2002 年 ISBN409-521001-X～ 521014-1 C0581
税込 231000 円

小学館

A5 1890 頁 2004 年 ISBN4-09-501171-8 C0581
税込 6600 円

日本語文法事典

小学館

＜編＞日本語文法学会
20 世紀後半以降格段の多様化・深化を遂げた日本語
文法研究の成果を集大成。重要事項 514 項目を 50 音
順に配列し、第一線の研究者 133 名がわかりやすく解
説した。

新明解国語辞典 第八版

＜編＞山田忠雄 / 倉持保男 / 上野善道 / 山田明雄 / 井
島正博 / 笹原宏之
言葉の変化をとらえた９年ぶりの全面改訂版。新語 ･
新項目を約 1500 語増補し、収録項目数約７万 9000。
言葉の本質をとらえた鋭い語釈を中核に据え、漢字表
記 ･ 文法欄の更なる充実など、最新の研究に基づく情
報を提示。

A5 762 頁 2014 年 ISBN978-4-469-01286-6 C3081
税込 8800 円
大修館書店

明鏡国語辞典 第三版

B6 1792 頁 2020 年 ISBN978-4-385-13078-1 C0581
税込 3410 円
三省堂

＜編＞北原保雄
10 年 ぶ り の 大 改 訂！ SDGs、サ ブ ス ク、エ モ い …
新語からビジネス、学習に役立つ語まで、新たに約
3500 語を追加。二色刷り。詳しい解説と探しやすく
読みやすい誌面を両立。新課程・共通テストにも対応。

精選版 日本国語大辞典 全 3 巻

＜編＞小学館国語辞典編集部
日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』の成果
を 3 巻に凝縮した、21 世紀人のための大辞典。30 万
項 目、30 万 例 に、新 項 目 1500、新 用 例 5000 を 追 加
し、百科項目は最新の情報に対応。読めない言葉も引
ける漢字索引付き。

B6 1922 頁 2020 年 ISBN978-4-469-02122-6 C7581
税込 3300 円
大修館書店

＜役割語＞小辞典

＜編＞金水敏
特定のキャラクターと密接に結びついた言葉づかいを
「役割語」と呼び、老人語、お嬢様語、武士ことば、
などと定義をした上で、役割語としての語義や成り立
ち、使用場などを辞書風に解説した。

B5 変型 １巻平均 2160 頁 2005 ～ 2006 年 ISBN4-09521021-4 ～ 521023-0 C0581
税込 49500 円
小学館

日本語 文章・文体・表現事典（新装
版）

四六 270 頁 2014 年 ISBN978-4-7674-9113-4 C0581
税込 2200 円
研究社

＜編＞中村明 / 佐久間まゆみ / 髙崎みどり / 十重田裕
一 / 半沢幹一 / 宗像和重
知性と感性とが響きあう魅力的な日本語研究の広範な
知見を総合的に解説した専門事典

B5 848 頁 2018 年 ISBN978-4-254-51057-7 C3581
税込 17600 円
朝倉書店
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分類１｜辞書・辞典

＜編＞松井栄一
収録語数約 63000 語。それぞれの項目に多くの用例を
示した。また、のべ 4600 語を比較対照させた詳しい
解説付きの類語欄を約 1500 設け、敬語欄、動詞の典
型的な文型パターン、標準アクセントなども示した。

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞見坊豪紀 / 市川孝 / 飛田良文 / 山崎誠 / 飯間浩
明 / 塩田雄大
初版刊行以来 60 年を超え、「三国（サンコク）」の愛称
で親しまれる国語辞典、８年ぶりの大改訂版。時代を
写す約 3,500 語を増補し、収録項目数 約 84,000。新語
義も徹底捕捉。日本語のリアルを知るための新機軸満
載。

辞書・辞典

類義語使い分け辞典

1.1.0.1 類語・同音異字辞典

―日本語類似表現のニュアンスの違いを例証する―
＜編・著＞田忠魁 / 泉原省二 / 金相順
ふだん使っている母語であるにもかかわらず使い分け
や意味の違いがうまく説明できない日本語の類義語
を、例文を駆使しながら明解に解説する辞典。一般の
国語辞典では調べにくいコロケーションなどに力点を
置いた。

日本語 語感の辞典
２０２２年言語学図書総目録

＜著＞中村明
｢必死 ･ 命懸け ･ 死に物狂い｣ ……人は無意識に ｢意
味｣ と ｢語感（= 語のもつ感じ）｣ の双方からその場に
適した言葉を選ぶ。著者の研究の集大成として ｢語感
の違い（= ニュアンス）｣ に挑んだ辞典が ｢蘊蓄 ･ 学識
･ 知識｣ 満載で初登場。

B6 770 頁 1998 年 ISBN978-4-327-46135-5 C1581
税込 4950 円

四六 1196 頁 2010 年 ISBN978-4-00-080313-7 C0581
税込 3740 円
岩波書店

研究社

和英・日本文化表現辞典

擬音語・擬態語 4500 日本語オノマ
トペ辞典

分類１｜辞書・辞典

＜編＞研究社辞書編集部
『新和英大辞典』
（第５版）から「歌舞伎」「枯山水」「葵
祭り」など日本の文化、行事などに関する項目を精選
して加筆し、再編集。収録語は見出し語と複合語を含
めて約 3500 語

＜著＞小野正弘
見出し語 4564、総語数 4700 余語を収録した決定版。
新鮮な語釈と豊富な用例で、古語・方言・漢語も採
録。類似表現の使い分けや意味用法の違いがわかる大
小コラム、類語が一覧できる索引や鳴き声編など工夫
多彩。

四六 264 頁 2007 年 ISBN978-4-7674-9053-3 C0582
税込 1980 円
研究社

A5 770 頁 2007 年 ISBN978-4-09-504174-2 C0581
税込 6600 円

1.1.0.1.1 現代日本語辞典（その他）

岩波 国語辞典

小学館

日本語シソーラス 類語検索辞典
第2版

―第八版―
＜編＞西尾実 / 岩淵悦太郎 / 水谷静夫 / 柏野和佳子 /
星野和子 / 丸山直子
一九六三年の初版刊行以来、累計九〇〇万部の『岩波
国語辞典』の最新版。全項目の内容・表現を改めて
検討。この一〇年の日本語の移り変わりを反映させ、
二二〇〇項目を新加。よりわかりやすい語釈にも力を
注いだ。

＜編＞山口翼
意味の類似に従って言葉をグルーピングした類語検索
辞典。13 年ぶりの改訂版となった本書は、収録語句
数が約 33 万で類語辞典最大。索引数を増強するなど
して検索性が格段に向上した。
A5 1626 頁 2016 年 ISBN978-4-469-02120-2 C3581
税込 16500 円
大修館書店

新B6 1804 頁 2019 年 ISBN978-4-00-080048-8 C0581
税込 3520 円
岩波書店

日本語類義表現使い分け辞典

教師と学習者のための日本語文型辞
典

＜編＞泉原省二
日本人がふだん何気なく使い分けている類義表現のニ
ュアンスの違いと使い分けを『日本語学習者』及び
『日本語教師』向けに例文を駆使しながら示す、類書
のない本格派辞典。

＜編・著＞グループ・ジャマシイ（代表：砂川有里子）
日本語の文型を、3000 以上の項目とその用例から記
述したベストセラー辞典。
日本語版 ISBN978-4-87424-154-7 C3081
中国語訳簡体字版『中文版日本語句型辞典』ISBN978-487424-238-4 C3581
中国語訳繁体字版『中文版日本語文型辞典』ISBN978-487424-239-1 C3581
韓国語版 ISBN978-4-87424-530-9 C3587
タイ語版 ISBN978-4-87424-543-9 C3587
ベトナム語版 ISBN978-4-87424-697-9 C3587
英語版 ISBN978-4-87424-678-8 C3582
A5 704 ～ 1016 頁 1998 ～ 2016 年  
税込 3080 ～ 3630 円
くろしお出版

A5 1228 頁 2007 年 ISBN978-4-7674-9054-0 C3581
税込 5940 円
研究社
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新明解語源辞典

A5 322 頁 2007 年 ISBN4-09-504176-6 C0581
税込 2420 円

B6 1024 頁 2011 年 ISBN978-4-385-13990-6 C0581
税込 4180 円
三省堂

＜編＞小学館辞典編集部
文章表現の上達のために句読点や記号・符号の活用＆
入力方法をわかりやすく解説した画期的な辞典！ 句
読点の理想的な使い方や記号・符号の意外な使い方
を、文学作品～映画タイトル、人名まで、最新用例と
ともに解説。

＜編＞小松寿雄 / 鈴木英夫
日常の言葉を中心に約 4500 語を選定して、語源・由
来・歴史を簡潔に解説。幕末明治初期の和製漢語・翻
訳語も収録し語史面から解説。諸説あるものはそれを
紹介。日本語をより深く知るための 1 冊。

小学館

新刊

故事俗信ことわざ大辞典 第二版

俗語百科事典

＜編＞米川 明彦
改まった場では使えない俗語の豊かな世界をテーマご
とに楽しむ事典。言語学から見た俗語の定義・位置づ
けから，知っているとちょっと自慢できることばの知
識まで，多彩な内容を収録。著者長年の俗語研究の集
大成となる一冊。

B5 変形 1538 頁 2012 年 ISBN978-4-09-501102-8 C0581
税込 19800 円
小学館

A5 判 344 頁 2021 年 ISBN978-4-254-51068-3 C3581
税込 4950 円
朝倉書店

小学館 故事成語を知る辞典

ねっこ 日日学習辞書

―動詞・形容詞 300―
＜監修＞砂川有里子
＜執筆＞関かおる / ＜執筆＞尾沼玄也 / ＜解説＞小室
夕里
日本語を第二言語として学ぶ人のためのモノリンガル
辞書。多様なバックグラウンドを持つ人々の誰もが理
解できるもの、母語や母文化の隔てなく分かりやすく
作られた今までにない、ユニークな日日学習辞書です。

＜編＞円満字二郎
故事成語 870 語を収録。中国の故事に由来するものだ
けでなく、西洋・日本に起源を持つことばも取り上
げ、そのことばができたいきさつを詳しく紹介。日常
よく見聞きすることばの由来を知ることができる辞典。
B6 変 386 頁 2018 年 ISBN978-4-09-504181-0 C0581
税込 2090 円
小学館

B6 496 頁 2020 年 ISBN978-4-384-05761-4 C0581
税込 3080 円

小学館 ことわざを知る辞典

＜編＞北村孝一
日 本・中 国・西 洋 起 源 の こ と わ ざ を 約 1500 項 目 収
録。ことわざの背景や使い方の変遷をくわしく解説。
類句や対義語、さらに英語例も掲載。「天気とことわ
ざ」「新しいことわざ」などの楽しいコラムも豊富。

三修社

1.1.0.2 方言辞典

日本方言大辞典 全３巻

B6 変 386 頁 2018 年 ISBN978-4-09-504183-4 C0581
税込 2090 円
小学館

＜監修＞徳川宗賢
北海道から沖縄に至る全国の方言 20 万項目を収めた
大辞典。近世から現代まで 1000 点を超える方言資料
の中から語彙を採録。詳しい解説に加え、方言が文献
中に現れた例を「文献例」として紹介。

小学館 四字熟語を知る辞典

＜編＞飯間浩明
漢字四字の中に深い意味がつまった四字熟語。日常生
活でよく使われる約 1200 語を収録し、意味と使い方
をわかりやすく解説。四字熟語を使いこなし、文章や
会話を豊かなものにするための辞典。

B5 変 1202 ～ 1382 頁 1989 年 ISBN4-09-508201-1
C0581
税込 107864 円

小学館

B6 変 386 頁 2018 年 ISBN978-4-09-504182-7 C0581
税込 2090 円
小学館
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分類１｜辞書・辞典

＜監修＞北村孝一
日本最大のことわざ辞典が 30 年ぶりに大改訂。近年
のことわざ研究の成果を採り入れ、新項目約 1500 を
追加、用例も徹底的に充実させた。見出し、本文、用
例の、どの単語も検索できる CD-ROM を付録として
同梱。

２０２２年言語学図書総目録

句読点、記号・符号活用辞典。

辞書・辞典

２０２２年言語学図書総目録

標準語引き 日本方言辞典

漢字ときあかし辞典

A5 1506 頁 2003 年 ISBN4-09-508211-9 C0581
税込 8580 円

四六 688 頁 2012 年 ISBN978-4-7674-3471-1 C0581
税込 2530 円
研究社

＜監修＞佐藤亮一
北海道から沖縄まで、全国各地の「方言集」をもと
に、ぬくもりのある方言を採録。懐かしいお国ことば
15 万語が標準語から簡単に検索できます。方言に関
する様々なコラム「方言の窓」と「都道府県別方言概
説」を収録。

＜著＞円満字二郎
漢字が持っている “ 個性 ” 豊かな世界を解き明かし、
説き明かした、気軽に読める漢字の辞典。日常生活で
よく使う漢字 2320 字の意味や読み方、成り立ちなど
を “ 読みもの ” として解説。漢字を学び直したい方に
最適。

小学館

漢字の使い分けときあかし辞典

1.1.0.3 古語辞典

分類１｜辞書・辞典

＜著＞円満字二郎
「同訓異字」の漢字の使い分けについて、詳しく、柔
軟に、親しみやすい読み物ふうに解説。複数ある同訓
異字の中からどの漢字を選べばよいのかなどの判断に
迷うときに役に立つ辞典。見出し項目約４００。

時代別国語大辞典 上代編

＜編＞上代語辞典編修委員会
文献的に知りうる上代語の全貌をとらえその科学的・
歴史的位置づけと、体系化をめざした本格的言語辞
典。項目 8500。本文にふれた語句 2 万。

四六 608 頁 2016 年 ISBN978-4-7674-3478-0 C0581
税込 2530 円
研究社

B5 1152 頁 1967 年 ISBN978-4-385-13237-2 C3581
税込 44000 円
三省堂

日本語学習のためのよく使う順 漢
字 2200

時代別国語大辞典 室町時代編

＜編・著＞徳弘康代
習得に苦労する日本語の漢字が、これ一冊で楽しく学
べる。新常用漢字の情報とインターネットの検索エン
ジンで調査した使用頻度を反映。書体の別が一目で分
かる。部首、筆順、音訓、意味、単語・用例などを収
録。

＜編＞室町時代語辞典編纂委員会
古代語から近代語へとうつりかわりつつある室町時代
語の実態を明らかにし、その歴史的位置づけと体系化
を目指した斯界初の室町時代語辞典。広汎な文献資料
から精選した用例を豊富に載録，その意味・用法の丹
念な分析を行った。
二（か～こ）ISBN978-4-385-13297-6
三（さ～ち）ISBN978-4-385-13600-4
四（つ～ふ）ISBN978-4-385-13603-5
五（へ～ん）ISBN978-4-385-13606-6
年 ISBN978-4-385-13287-7 C3581
税込 44000 円

C3581
C3581
C3581
C3581

A5 544 頁 2014 年 ISBN978-4-385-14074-2 C0581
税込 2750 円

税込 44000 円
税込 44000 円
税込 44000 円
税込 44000 円

三省堂

部首ときあかし辞典

＜著＞円満字二郎
身近な存在でありながら実は中味はさっぱり知られて
いない部首について、前著と同様、次から次へと解き
明かし、説き明かす。部首を通じて、今までにはない
漢字の世界の面白さを発見できる。収録部首は 286 項
目。

三省堂

1.1.0.4 漢和・漢字辞典

岩波 新漢語辞典 第三版

四六 416 頁 2013 年 ISBN978-4-7674-3475-9 C0581
税込 2200 円
研究社

＜編＞山口明穂 / 竹田晃
日本語のための漢字の辞典として定評ある『岩波新漢
語辞典』の最新版。常用漢字表の改定、人名用漢字の
増補などを反映し、人名・地名に用いる国字もさらに
充実。漢文の句法、故事成語の説明も豊富で学習にも
最適。

四字熟語ときあかし辞典

＜著＞円満字二郎
実際の文章表現に役立つ 1106 語を精選。用例を主に
日常的な文章から示し、基本的な用法から発展的な使
い方まで、できるだけ多く掲載。類義の四字熟語との
違いを丁寧に説明。実用性の高さと、おもしろさを兼
ね備えた。

B6 新 1742 頁 2014 年 ISBN978-4-00-080316-8 C0581
税込 3300 円
岩波書店

四六 520 頁 2018 年 ISBN978-4-7674-5021-6 C0581
税込 2420 円
研究社
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プログレッシブ 英語コロケーショ
ン辞典

1.1.0.5 英和・和英辞典

熟語本位 英和中辞典 新版

四六 578 頁 2012 年 ISBN978-4-09-511009-7 C0582
税込 2640 円
小学館

菊 2000 頁 2016 年 ISBN978-4-00-080319-9 C0582
税込 11000 円
岩波書店

イギリス哲学・思想事典

1.1.0.5.1 英英辞典・英語類語辞典

英語類義語使い分け辞典

―Kenkyusha’s Dictionary of English Synonyms―
＜編＞研究社辞書編集部
約 1,000 項目の見出しで、5,000 語の英語類義語につ
いて、その意味・用法・使用するシチュエーションの
違いを解説。巻末に英語索引付き。さらに簡単な用例
を添えて、より具体的な文脈で理解できるよう配慮。

A5 780 頁 2007 年 ISBN978-4-7674-9074-8 C3510
税込 8800 円

研究社

英語語義語源辞典

＜編＞小島義郎 / 岸曉 / 増田秀夫 / 高野嘉明
主見出し語に関連する派生語・複合語を一つにまと
め、語義は記述式の新スタイル。見出し語すべてに、
｢語源｣ 欄を設ける。項目総数 49000（慣用句も含む）。

四六 264 頁 2006 年 ISBN978-4-7674-3023-2 C0582
税込 1980 円
研究社

B6 変 1344 頁 2004 年  ISBN978-4-385-10625-0 C0582
税込 5500 円
三省堂

小学館オックスフォード英語コロケ
ーション辞典

＜監修＞八木克正
見出し語項目約 2500、コロケーション数約 14 万 5 千
を誇る、国内最大級の英語コロケーション辞典。日本
語からは類推できない自然な英語の結びつきがすぐわ
かる。使用例がよくわかる用例も満載。

英語語源辞典 縮刷版

＜編＞寺澤芳雄
最新の英語語源学、印欧ゲルマン比較言語学の成果を
とり入れ、固有名詞や各種専門語を含む約 5 万語を収
録したわが国初の英語語源大辞典。

A5 992 頁 2015 年 ISBN978-4-09-511015-8 C0582
税込 5280 円

B6 変型 1720 頁 1999 年 ISBN978-4-7674-3105-5 C3582
税込 8140 円
研究社

小学館

小学館オックスフォード英語類語辞
典

英語語法レファレンス

＜編＞柏野健次
英語語法文法研究における最新の成果を集成。発展著
しい英語語法研究の成果をハンディにまとめた語法辞
典。英語学研究者のみならず英語業界に身をおくすべ
ての教師・読者の必携書。

＜監修＞田中実
“Oxford Learner’s Thesaurus” の日本語版。親見出し
約 1,300、類語約 10,000。国内で最大・最詳。日本語
から自在に検索でき、生きた用例約 26,000 を収録。
類語相互の違いや用法を詳解した約 2,600 のコラムや
注記、類語同士の意味の強弱が視覚的にわかる 123 の
「類語スケール」、文型と結びつきの強い語が一覧でき
る「文型とコロケーション」欄などの情報を満載。

B6 変 576 頁 2010 年 ISBN978-4-385-15170-0 C0582
税込 4950 円
三省堂

A5 判 992 頁 2011 年 ISBN978-4-09-506731-5 C0582
税込 4950 円
小学館
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分類１｜辞書・辞典

＜編＞日本イギリス哲学会
イギリス哲学思想の専門辞典。日本イギリス哲学会が
創立 30 周年記念事業として総力を結集。幅広い分野
から見出し語を厳選。イギリスの哲学と思想の理解に
必須の項目を詳説、人名解説も豊富。研究・教育に必
携。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞塚本倫久
語と語の慣用的な結びつき（コロケーション）を 1 万
9 千収録。「傘をさす」「電話に出る」「景気が回復す
る」「大地震が起きる」など、言えそうでなかなか言
えない表現を見やすく表示。実際の使い方がわかる用
例 1 万例。

― 新版 CD-ROM 付―
＜著＞斎藤秀三郎
豊田実（増補）/ 八木克正（校注）
熟語を重視した用例と懇切な解説，様々な文体を駆使
した訳文で定評ある英和辞典の金字塔『斎藤英和』．
刊行百年を機に漢字・かな遣いを改め，校注とルビを
施し，使いやすい新版として登場．全文検索のできる
CD-ROM 付．

辞書・辞典

英語固有名詞語源小辞典

オックスフォード実例現代英語用法
辞典 第４版

２０２２年言語学図書総目録

＜編・著＞苅部恒徳
英語固有名詞の起源、隠された意味や由来を解説する
ハンディな辞典。英米の地名・姓名・ブランド名など
約 3000 語を収録。各項目に発音、カタカナ表記、初
出年代、種類、語形、意味（原義）、発達・借入の過程
を記述。

＜編＞スワン，マイケル
＜訳＞吉田正治
従来の ABC 順から、文法篇 28 節（320 項目）と語彙篇
３節（315 項目）に分けて再構成し、より使いやすくな
った新改訂版。メール・電話・新聞の見出し・発音・
正書法・挨拶など日常生活の様々な場面で出会う英語
の情報も充実。

四六 320 頁 2011 年 ISBN978-4-7674-3469-8 C3582
税込 3300 円
研究社

A5 1120 頁 2018 年 ISBN978-4-7674-3481-0 C0582
税込 6600 円
研究社

英語談話表現辞典

分類１｜辞書・辞典

＜編＞内田聖二
語用論的な情報をふんだんに盛り込んだ日本初の本格
的な発信型会話・談話表現辞典。約 1,000 項目の日常
的会話表現を、談話分析の手法を用いて徹底解析。対
話例を中心に約 5,000 の用例を収録。

数の英語表現辞典 改訂新版

＜編＞小学館辞書編集部
＜校閲＞ウィン，C
０から兆を超える数、小数、分数、正の数と負の数、
累乗、根、対数、位、加減乗除、切り上げ、切り捨
て、四捨五入、文字式などの英語での読み方とさまざ
まな分野での数に関する英語表現を詳しく紹介した辞
書。

B6 変 704 頁 2009 年 ISBN978-4-385-10622-9 C0582
税込 5280 円
三省堂

英語談話標識用法辞典

四六判 416 頁 2018 年 ISBN978-4-09-504354-8 C0082
税込 1760 円
小学館

―43 の基本ディスコース・マーカー―
＜編・著＞松尾文子 / 廣瀬浩三
話し手・書き手の意図や気持ちを示すサインが談話標
識（ディスコース・マーカー）であり、外国語コミュニ
ケーションを学ぶ上での要となる。英語における談話
標識を、代表的な 43 項目を中心に徹底解説。

クラウン英語イディオム辞典

＜編＞安藤貞雄
「三省堂英語イディオム・句動詞大辞典」を基にさ
らに進化した英語イディオム辞典。総収録項目数約
63,800.。句義は原則頻度順表示。諺やコロケーション
も幅広く収載。反意句・同意句・異形も精選して提示。

A5 400 頁 2015 年 ISBN978-4-7674-3477-3 C3582
税込 6600 円

研究社

英語の数量表現辞典 増補改訂版

B6 1488 頁 2014 年 ISBN978-4-385-10428-7 C0582
税込 5280 円
三省堂

＜監修＞ガリー , トム
＜編＞研究社辞書編集部
第 1 部 64 の章立てで基本の数字の読み方・書き表わ
し方から「多少・増減」などの概念にまつわる表現、
さらに数式の読み方・自然科学分野まで幅広くカバ
ー。第 2 部収録の約 1500 の日本語見出しは索引とし
ても利用可能。

クラウン英語句動詞辞典

＜編＞安藤貞雄
「三省堂英語イディオム・句動詞大辞典」を基に新し
い句義・用例を大幅に増補。反意句・同意句・異形も
精選して提示。句義は原則頻度順表示し、自他の区別
をロゴで明示。総収録項目数約 13,400。

四六 712 頁 2017 年 ISBN978-4-7674-3480-3 C0582
税込 4180 円
研究社

B6 656 頁 2014 年 ISBN978-4-385-10429-4 C0582
税込 3960 円

英語反意語辞典

三省堂

現代英語語法辞典

＜編＞富井篤
接頭辞・接尾辞をつけて形成される反意語を集めた英
和辞典。 ある英単語の反意語を確かめたい時、複数
ある反意語の意味・用法の違いを知りたい時に便利。
巻末には反意語索引と和英索引付き。

＜編＞小西友七
最新の英語語法研究を集大成。各種文献を参考に独自
の考察を加え、近年大きな発展をとげた英語語法研究
の成果を詳細に記述。項目数約 2000。微妙な意味、
用法の違いがわかる豊富な現代的例文で構成。

B6 変 576 頁 2014 年 ISBN978-4-385-10638-0 C3582
税込 4840 円
三省堂

A5 1248 頁 2006 年 ISBN978-4-385-15165-6 C0582
税込 15400 円
三省堂
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現代英米語用法事典

話すためのアメリカ口語表現辞典＜
普及版＞

＜編・著＞安藤貞雄 / 山田政美
単語や綴りの英米での用法の違い、誤りやすい表現、
類語の異同、地域方言や風物の解説など英和辞典で説
明しきれない事項を用例を挙げて、多数収録。

A5 変 592 頁 1995 年 ISBN978-4-7674-3029-4 C3582
税込 4620 円
研究社
品薄

四六 1680 頁 2013 年 ISBN978-4-7674-3474-2 C3582
税込 5060 円
研究社

語根中心英単語辞典

マンガで楽しむ英語擬音語辞典 新
装コンパクト版

＜著＞瀬谷廣一
英単語は＜接頭辞＋語根＋接尾辞＞から成り立つ。語
根こそが語彙力増強のカナメである。560 余りの語根
を見出し語に立て、共通語根の英単語の構成が一目で
わかる工夫をほどこした画期的な単語辞典。

B5 322 頁 2001 年 ISBN978-4-469-04156-9 C3582
税込 4950 円
大修館書店

シップリー英語語源辞典

＜著＞シップリー，J
＜訳＞梅田修 / 眞方忠道 / 穴吹章子
｢読む語源辞典｣ として知る人ぞ知る古典的名著の完
訳。ギリシヤ・ローマ神話とその他の用例を挙げ、原
義と今日の語義との関連を明らかにする、知的好奇心
を刺激し、言葉のおもしろさを実感させる辞典。

四六 308 頁 2007 年 ISBN978-4-7674-3201-4 C0582
税込 1980 円
研究社

例解 現代英語冠詞事典

＜編＞樋口昌幸
同じ単語なのに不定冠詞が付いたり付かなかったりす
るのはなぜか ? 豊富な用例から冠詞の本質を導き出
し、7 つの原理で冠詞の世界を俯瞰する。

A5 778 頁 2009 年 ISBN978-4-469-04174-3 C3582
税込 6600 円
大修館書店

A5 528 頁 2003 年 ISBN978-4-469-04166-8 C3582
税込 3740 円
大修館書店

詳説英語イディオム由来辞典

＜著＞佐藤尚孝
小説 ･ 映画 ･ 新聞など日常的に頻出するイディオムや
諺は複雑な由来 ･ 起源を持ち、英語上級者でも理解 ･
習得するのが難しい。本書はこれらにつき異表記や諸
説も併記し、解りやすく丁寧に解説した他に類をみな
い辞典。

1.1.0.6 韓国語・朝鮮語辞典

新装版

韓国語文法辞典

四六 864 頁 2018 年 ISBN978-4-385-15160-1 C0582
税込 4290 円
三省堂

＜監修＞野間秀樹
＜著＞白峰子
＜訳＞大井秀明
定評ある韓国語文法辞典『외국어로서의 한국어 문
법 사전』の日本語版。
韓国語教育の現場で重要、かつ核心的なものとして論
議されている「韓国語文法一般」と「韓国語文法形
態」で構成。

正しく書いて読むための 英文法用
語事典

＜編＞畠山雄二
英文法用語を見開き 2 頁完結で明快に解説する。英語
教師・英文科学生・上級学習者必携の一冊

A5 336 頁 2019 年 ISBN978-4-254-51062-1 C3582
税込 5500 円
朝倉書店

A5 556 頁 2019 年 ISBN978-4-384-05499-6 C3587
税込 4070 円
三修社
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分類１｜辞書・辞典

＜監修＞松田徳一郎
＜編＞『リーダーズ英和辞典』編集部
＜画＞改田昌直 / ＜画＞クロイワ・カズ
英語のオノマトピアを卓抜な一コマ漫画で集大成した
異色の辞典。オリジナル版（1985 年）の漫画を全て収
録。索引を兼ねた用例豊富な擬音語小辞典を巻末に付
す。見て愉しく、読んで納得。プレゼントにも好適。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞市橋敬三
上製函入りの大型辞典を普及版に。アメリカ人情報提
供者を使い、1 つひとつの表現を綿密に調べ上げた、
規模と綿密さと使い勝手の点で初の英語を話すための
辞典。既存の辞典や文法書にほとんどない表現が満載。

辞書・辞典

小学館 韓日辞典

1.1.0.8 その他言語の辞典・辞書

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞油谷幸利 / 門脇誠一 / 松尾勇 / 高島淑郎
収 録 項 目 11 万、用 例 6 万 5 千。好 評 を 博 し た『朝
鮮語辞典』の改訂新版。最新の正書法に基づき内容
を 25 年ぶりに一新。発音記号と用言活用表つき。ま
た、日韓小辞典・助数詞一覧・漢字音訓索引など付録
も充実。

A Descriptive Study of the Modern
Wolaytta Language

＜著＞若狭基道
エチオピア南西部で話されているウォライタ語の記述
的研究。音韻的特徴や表記の実態、「具体性」による
普通名詞の形の使い分け等、音韻、表記、語法他を総
合的に分析。

B6 2082 頁 2018 年 ISBN978-4-09-515721-4 C0587
税込 8580 円
小学館

菊 852 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1024-6 C3080
税込 49500 円
ひつじ書房

小学館 日韓辞典

分類１｜辞書・辞典

＜編＞油谷幸利 / 門脇誠一 / 松尾勇 / 高島淑郎
収録項目 4 万 2 千、用例 6 万 5 千。すべて日本語から
発想した用例に適切な韓国語を付けた、日本で編集さ
れた初めての学習日韓辞典。重要語には作文に役立つ
「基本表現」「語法」「使い分け」のコラムを設けた。
「会話」欄も豊富に掲載。おもな名詞には「数え方」
の情報を付与。

カンナダ語・日本語辞典

＜著＞内田紀彦 / バンドー・ビマジ・ラージャプロー
ヒト
＜編＞高島淳
インドの主要言語の一つ、カルナータカ州の公用語カ
ンナダ語の本邦初の本格的な辞書。見出し約 30000 語
（転写・カナ発音・ＩＰＡ付き）、用例約 5000。異つ
づり語・類語など豊富に掲載。事物のイラスト約 300.

B6 1218 頁 2008 年 ISBN978-4-09-515711-5 C0587
税込 4620 円
小学館

A5 変 960 頁 2016 年 ISBN978-4-385-12323-3 C0587
税込 21780 円
三省堂

中日辞典 第３版

＜編＞商務印書館 / 小学館
本格派中日辞典の全面改訂版。現代中国を知るための
新語約 8000 語を増補。10 万語収録の最新・最大級の
辞典。充実した語法解説と豊富な用例でさらに進化。
付録の資料集は実用的な情報が満載。

簡明ウズベク語辞典

――（オンデマンド版）――
＜著＞中嶋善輝
ウズベク語の本邦初の本格的日本語対訳辞典。ラテ
ン文字正書法に準拠した 13,000 語の見出し語につい
て語彙の来源や意味項目を記述し、単語の細かな使い
方、用語理解や語感の涵養に必要となる良質な用例も
豊富に掲載した。

B6 2338 頁 2016 年 ISBN978-4-09-515604-0 C0587
税込 8250 円
小学館

日中辞典 第３版

＜編＞対外経済貿易大学 / 商務印書館 / 小学館
ロングセラー辞典の全面改訂版。新語を数多く増補
し、収録語数は最大級の 9 万 5000 語。実用的な例文
を満載。「日本文化紹介」「場面別会話表現」など充実
のコラムも学習をサポート。中国語で発信するための
必携ツール。

四六 312 頁 2019 年 ISBN978-4-87259-696-0 C3587
税込 4400 円
大阪大学出版会

詳解ベトナム語辞典

＜編＞川本邦衛
現代の日常語から政治・経済、宗教・民俗、文学作
品、医 療、科 学 分 野 の 用 語 ま で、約 55,500 語 を 収
録。見出し語選定から語義・用例執筆までを、ネイテ
ィブの協力のもとで日本人研究者が一から行った初の
越日辞典。

B6 2130 頁 2015 年 ISBN978-4-09-515653-8 C0587
税込 8800 円
小学館

プログレッシブ 中国語辞典 第２版

＜編＞武信彰 / 山田眞一
親字約 7,000、収録語彙 67,000 の初級・中級学習者用
中国語辞典。科学技術・経済・環境問題などの新語が
充実。コロケーション・定型句の明示や、詳しい解説
の「語法ノート」など、学びやすい工夫も多数。巻末
に「日中小辞典」付き。

A5 2022 頁 2011 年 ISBN978-4-469-01283-5 C3587
税込 30800 円
大修館書店

B6 1186 頁 2013 年 ISBN978-4-09-515622-4 C0587
税込 4180 円
小学館
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小学館 和西辞典

ヒンディー語＝日本語辞典

＜編＞古賀勝郎 / 高橋明
インド公用語でも最も多く使用されるヒンディー語。
約 8 万語を見出し語とし、的確な訳語と生きた用例を
多数収録した、質・量ともに世界最高水準のヒンディ
ー語辞典。

B5 1472 頁 2006 年 ISBN978-4-469-01275-0 C3587
税込 19800 円
大修館書店

B6 変 1218 頁 2014 年 ISBN978-4-09-515531-9 C0587
税込 4620 円
小学館

フランス語名詞化辞典

＜編＞大賀正喜
動詞・形容詞を名詞に換えると、文はより明晰にな
り、引き締まったものになる。本書は、約 900 の例文
とその名詞化の実例を示した。フランス語の運用能力
を高めるとともに、仏検準備にも最適の書。

シンハラ語・日本語辞典

四六 184 頁 2004 年 ISBN978-4-469-05178-0 C3585
税込 1760 円
大修館書店

プログレッシブ インドネシア語辞
典

B5 1024 頁 2015 年 ISBN978-4-385-12320-2 C0587
税込 21450 円
三省堂

＜編＞舟田京子 / 高殿良博 / 左藤正範
日本初の本格的インドネシア語辞典。「イ - 日」「日 イ」を一冊に実現。イ - 日は見出し３万３千項目。派
生語は見出しとしても掲出。日 - イは１万８千項目。
生活、ビジネス、職場関連単語を重視。全単語に品詞
を表示。

世界の文字を楽しむ小事典

＜編＞町田和彦
古代文字の伝播の謎、文字を創った人々・敢えて拒否
した社会、絵文字・書道など多彩な文字のかたち、ネ
ット上で成立した多文字社会など、人と文字のドラマ
を多くのエピソードを織り交ぜて語る。

B6 1104 頁 2018 年 ISBN978-4-09-515811-2 C0587
税込 5390 円
小学館

四六 276 頁 2011 年 ISBN978-4-469-21335-5 C3580
税込 2860 円
大修館書店

プログレッシブ タイ語辞典

＜編・著＞傍士豊
「タイ―日」編をメインに、「日―タイ」編、「発音」
編の 3 部構成。見出し項目約 1 万、用例 1 万 7 千。用
例にはすべて発音記号を併記。構文情報、理解を深め
る語法・類語・百科コラム、日常的な決まり文句も満
載。

パンジャービー語・日本語辞典

―付：日本語・パンジャービー語小辞典―
＜編・著＞岡口典雄
インドの主要言語の一つ、パキスタン最大の民族語パ
ンジャービー語を扱った本邦初の本格的な辞典。見出
し約 33000 語、転写・カナ発音・用例・異つづり語な
ど豊富に掲載。「日本語・パンジャービー語小辞典」
付き。

B6 1056 頁 2017 年 ISBN978-4-09-515801-3 C0587
税込 5280 円
小学館

B5 960 頁 2015 年 ISBN978-4-385-12321-9 C0587
税込 21450 円

プログレッシブ ポルトガル語辞典

＜編集委員＞市之瀬敦 / トイダ・エレナ / 林田雅至 /
吉野朋子
初学者から中級者に最適な、ポルトガル語学習辞典。
見出し語約 2 万 2 千語。基本語を分かりやすく説明
し、イラストやコラムを随所に掲載。新正書法準拠。
見出し語約 8 千語の日本語・ポルトガル語小辞典つき。

三省堂

ヒンディー語・日本語辞典

―付 .：日本語・ヒンディー語小辞典―
＜編・著＞町田和彦
インドの公用語ヒンディー語の最新かつ本格的な辞
書。見出し語約 27000 語（転写・カナ発音付き）、用例
約 20000。豊富な語源・異つづり語・類語・対義語な
ど。約 5000 語の「日本語・ヒンディー語小辞典」付
き。

B6 1154 頁 2015 年 ISBN978-4-09-510281-8 C7587
税込 5170 円
小学館

A5 変 1024 頁 2016 年 ISBN978-4-385-12322-6 C0587
税込 16500 円
三省堂
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分類１｜辞書・辞典

―付：日本語・シンハラ語小辞典―
＜編・著＞野口忠司
スリランカの公用語の一つ、シンハラ語を扱った最新
の本格的辞典。見出し約 30000 語、転写・カナ発音・
用例・関連語・類語・対義語など豊富な情報を掲載。
約 6500 語の便利な「日本語・シンハラ語小辞典」付
き。

２０２２年言語学図書総目録

＜編集委員代表＞小池和良
＜編集委員＞安富雄平 / 廣康好美 / 小池ゆかり
現代の日常生活に即した新しい語彙と表現の豊富な辞
典。コロケーション、熟語、口語的表現を充実させ、
新正書法を採用。引きやすく実用的な初級・中級者向
けの辞典をめざした。見出し項目 5 万 5 千、用例 4 万
2 千。

辞書・辞典

プログレッシブ ロシア語辞典

ポータブル日ベトナム英・ベトナム
日英辞典

２０２２年言語学図書総目録

＜編集主幹＞中澤英彦
初学者から中・上級者まで、現代ロシア語を読み解く
最新ロシア語辞典。基本語にはカナ発音と英語を付し
た。ロシアの新聞・雑誌を読むための最新語彙、政
治・経済・文化・IT 用語など、約 6 万項目。和露編
付き。

＜編＞三修社編集部
＜総監修＞川村よし子
［日ベトナム英］：日本語見出し約 9,500 語を収録。
五十音順に配列、すべての漢字にふりがな付。ベト
ナム語にはカタカナで発音。［ベトナム日英］：ベトナ
ム語約 8,900 語を収録。カタカナで発音、対応する英
語、日本語訳を掲載。

小B6 判 1072 頁 2015 年 ISBN978-4-09-510271-9 C0587
税込 4950 円
小学館

B6 変 800 頁 2015 年 ISBN978-4-384-05810-9 C0580
税込 2640 円
三修社

ポータブル日インドネシア英・イン
ドネシア日英辞典

ポータブル日マレー英・マレー日英
辞典

分類１｜辞書・辞典

＜監修＞フロレンティナ・エリカ
＜編＞三修社編集部
＜総監修＞川村よし子
［日インドネシア英］：日本語見出し約 12,700 語を収
録。五十音順に配列し、すべての漢字にふりがな付。
［インドネシア日英］：インドネシア語約 10,300 語を
収録。カタカナで発音、対応する英語、日本語訳を掲
載。

＜監修＞野元裕樹
＜編＞三修社編集部
＜総監修＞川村よし子
［日 マ レ ー 英］：日 本 語 見 出 し 約 13,600 語 を 収 録。
五十音順に配列、すべての漢字にふりがな付、マレー
語にはカタカナで発音。［マレー日英］：マレー語約
13,000 語を収録。カタカナで発音、対応する英語、日
本語訳を掲載。

B6 変 1024 頁 2017 年 ISBN978-4-384-05878-9 C0580
税込 3520 円
三修社

B6 変 1152 頁 2016 年 ISBN978-4-384-05850-5 C0580
税込 4620 円
三修社

ポータブル日カンボジア英・カンボ
ジア日英辞典

ラテン語図解辞典

＜監修＞上田広美
＜編＞三修社編集部
＜総監修＞川村よし子
［日カンボジア英］日本語見出し語 10,719 語を収録。
五十音順に配列し、すべての漢字にふりがな付。
［カンボジア日英］カンボジア語 7,273 語を収録。カ
タカナで発音、対応する英語、日本語訳を掲載。

―古代ローマの文化と風俗―
＜編・著＞水谷智洋
『羅和辞典（改訂版）』の中から古代ローマ時代の風
俗・習慣に関わる語句約 500 を選び、訳語だけではわ
かりにくい事物も約 700 点のイラスト付きで解説し
た。巻末索引で見出し語以外の語句・事項を検索でき
る。

B6 変 960 頁 2020 年 ISBN978-4-384-05966-3 C0580
税込 6160 円
三修社

四六 372 頁 2013 年 ISBN978-4-7674-9111-0 C1587
税込 3520 円
研究社

ポータブル日タイ英・タイ日英辞典

ラテン語名句小辞典

＜監修＞タサニー・メーターピスィット
＜編＞三修社編集部
＜総監修＞川村よし子
［日タイ英］：日本語見出し約 9,200 語を収録。五十音
順に配列、すべての漢字にふりがな付、タイ語には
カタカナで発音。［タイ日英］：タイ語約 8,800 語を収
録。カタカナで発音、対応する英語、日本語訳を掲載。

＜編＞野津寛
欧米人が好んで用いるラテン語の名句・格言・標語な
ど、約千項目を収めた小辞典。各見出し句にカタカナ
発音を付し、随所に文法欄もあり。ラテン語文学作品
からの引用句にはその典拠を明記し、背景なども解説。
四六 362 頁 2010 年 ISBN978-4-7674-9105-9 C1587
税込 3300 円
研究社

B6 変 960 頁 2015 年 ISBN978-4-384-05809-3 C0580
税込 2640 円
三修社
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羅和辞典 改訂版

1.2.0.3.古典・古語

＜編＞水谷智洋
見出し語 45000。古ラテン語から近代の学術用語ま
で。用例には出典（作家名）を記した。地名・人名、神
話に登場する神や人物の名も多数収録。カナ表記、巻
末に変化・活用表と和羅語彙集、古代ローマの地図付
き。

和泉事典シリーズ 34

いろは順 歌語辞典

四六.914 頁.2009 年.ISBN978-4-7674-9025-0.C3587
税込 6600 円
研究社

オールカラー ６か国語大図典

A5.272 頁.2017 年.ISBN978-4-7576-0851-1.C1592
税込 4400 円
和泉書院

1.2.0.4.文字・表記

世界の文字大事典

＜総監訳＞矢島文夫 / ＜監訳＞佐藤純一 / 石井米雄 /
植田覺 / 西江雅之
古今東西のあらゆる文字体系を集大成し歴史的変遷を
含めて詳細に解説。〔内容〕文字学／古代近東／解読
／アジア／ヨーロッパ／中東／近代／諸文字の用法と
応用／社会言語学と文字／二次的表記体系／押印と印
刷。

A4 変.1120 頁.2004 年.ISBN4-09-505081-0.C0587
税込 10450 円

小学館

1.2.0
語彙集［一般向け現代日本語の辞典］

B5.984 頁.2013 年.ISBN978-4-254-50016-5.C3580
税込 42900 円
朝倉書店

英和・和英 エコロジー用語辞典

1.2.0.2.方言・アイヌ語

＜監修＞瀬川至朗
＜編＞研究社辞書編集部
マスコミ、ネットに頻出する現代のエコロジー用語を
集めた英和・和英辞典。英和篇約２千語は英語圏でよ
く使われるエコロジー関連用語を集め、環境ジャーナ
リズム専門家である著者が解説。和英篇は約 1500 項
目を収録。

沖縄語辞典

―沖縄方言を中心に―
＜編・著＞内間直仁 / 野原三義
収録語数約 8 千。那覇方言を中心としたコンパクトで
本格的な沖縄語辞典。沖縄固有の文化習俗などについ
ても配慮。沖縄語の表記には厳密な音声表記に対応さ
せたカタカナを採用。付録に那覇方言概説・和沖索引
付。

四六.580 頁.2010 年.ISBN978-4-7674-3468-1.C0582
税込 3850 円
研究社

四六.448 頁.2006 年.ISBN978-4-7674-9052-6.C0581
税込 3520 円
研究社

ワードクエスト

―世界とつながる上級英単―
＜著＞九州大学共創学部ワードクエスト編集委員会
「大学生による大学生のための英単語帳」。客観的な統
計データに基づき、大学生に真に必要な学術英語、
SDGs、留学などのテーマに対応可能な単語のみを厳
選して収録している。
B6.308 頁.2020 年.ISBN978-4-7985-0287-8.C2082
税込 1980 円
九州大学出版会

19

分類１｜辞書・辞典

＜編＞小学館外国語編集部
日常生活におけるありとあらゆるテーマを収録（17 テ
ーマ、94 サブ・テーマ）。類書を圧倒する 35,000 もの
総収録項目数と高精細なカラー・イラスト約 6,000。
物の本体名称や部位名称が６か国語で一目瞭然（収録
言語：日本語・英語・ドイツ語・フランス語・スペイ
ン語・イタリア語）。各国語大辞典で未収録の用語も
広範に収録。

２０２２年言語学図書総目録

―有賀長伯『和歌八重垣』―
＜著＞三村晃功
江戸時代より現代に至るまで、多くの人々に利用され
ている、初学者のための便覧を現代語訳。五十音目次
を加え、現代人にも使いやすく工夫。巻末の和歌索引
は豊富な例歌を一覧し、個々の具体例を探すのに活用
できる。

辞書・辞典

1.3.0
言語教育辞典・辞書

1.2.0.8.その他

シリーズ扉をひらく 4

介護・看護の日中英対訳用語集

研究社 日本語教育事典

２０２２年言語学図書総目録

―「ずきずき」・「はっと」は中国語・英語でどう言
う？―
＜著＞吉永尚 / 廣部久美子
介護・看護現場でよく使われる用語・会話を日中英で
表記し、ルビ・ピンインを付した。専門書には少ない
「ずきずき」等の感覚・感情語彙も豊富に収録。医療
福祉の国際化に伴うニーズに応える。ピンイン・英語
索引付。

＜編＞近藤安月子 / 小森和子
日本語教育に関わる最先端の知見を結集し詳細にわか
りやすく解説。基本学習用に使える推薦文献も掲載。
各分野の学習用にも使えるオールマイティな教育用語
集として活用でき日本語教育能力検定試験受験者にも
最適
A5.490 頁.2012 年.ISBN978-4-7674-9109-7.C1581
税込 3520 円

A5 横.324 頁.2019 年.ISBN978-4-7576-0912-9.C3336
税込 2970 円
和泉書院

研究社

新版 日本語教育事典

分類１｜辞書・辞典

＜編＞日本語教育学会
学習者・学習目的の多様化、隣接言語科学の発展、社
会的役割の変容など、急激な展開を見せる日本語教育
の現在を総合的に捉えた事典。

元素の名前辞典

＜著＞江頭和宏
全 118 元素の名前の由来を紹介。ギリシャ語やラテン
語の語源はもとより、元になった神話や地名など、
「ことば」から元素に迫る。

A5.1170 頁.2005 年.ISBN978-4-469-01276-7.C3581
税込 9900 円
大修館書店

四六.302 頁.2017 年.ISBN978-4-7985-0210-6.C1000
税込 2640 円
九州大学出版会

日英共通メタファー辞典

― A Bilingual Dictionary of English and Japanese
Metaphors―
＜著＞牧野成一 / 岡まゆみ
日英語に共通の比喩表現、約 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、語彙数や表現力アップ。豊富な例文と丁寧な解
説、関連語・反意語にも言及。日英語学習者、必携。

和泉事典シリーズ 9

国語表現事典

＜著＞榊原邦彦
第一部の国語の基本では、漢字を中心に各方面の必須
事項を網羅。第二部の文章表現では論文の書き方から
敬語や手紙の書き方まで詳説。第三部の口頭表現で
は、挨拶から接遇の話し方、面接の心得までを詳説す
る。

A5.744 頁.2017 年.ISBN978-4-87424-745-7.C3581
税込 3960 円
くろしお出版

四六.376 頁.2015 年.ISBN978-4-87088-967-5.C2581
税込 2750 円
和泉書院

日本語口語表現辞典＜第 2 版＞

＜監修＞山根智恵
くだけた表現や流行言葉・若者言葉、古くさい表現や
慣用句・決まり文句、専門用語や方言など、日常の
「話し言葉」として使われている日本語、「ビジネス日
本語」の微妙なニュアンスも詳しく解説。見出し語約
3336 語

新アジア英語辞典

＜著＞ Anamika, SHARMA/ 田嶋ティナ宏子 / 小張順
弘
＜編＞本名信行 / 竹下裕子（共編）
アジアの英語変種（インド英語、シンガポール・マレ
ーシア英語、フィリピン英語、中国英語）を題材とし
て、よく使われる語句を収集、解説を加えた。発音は
カタカナによって表示、特徴を解説したコラムも掲載。

四六.1224 頁.2020 年.ISBN978-4-7674-5022-3.C0581
税込 5940 円
研究社

B6 変.318 頁.2018 年.ISBN978-4-384-05897-0.C0082
税込 2090 円
三修社

日本語コロケーション辞典

＜監修＞姫野昌子
『日本語表現活用辞典』
（2004）を大幅に増補した改訂
版。コロケーションに着眼した画期的な辞典。動詞、
形容詞、形容動詞を見出し語にした編纂も特徴。4 万
5 千を超える生きた例文は、正しい日本語を用いる
“ お手本 ”
四六.1304 頁.2012 年.ISBN978-4-7674-9110-3.C0581
税込 6160 円
研究社
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言語学大辞典 第 1 巻～第 4 巻

1.4.0
言語学辞典
意味論キーターム事典

＜監訳＞今井邦彦
＜著＞ Murphy, M. Lynne/Koskela, Anu
＜訳＞岡田聡宏 / 井門亮 / 松崎由貴
初学者がある項目を引くと、本書の特徴である綿密で
周到なクロスレファレンスによって容易に他の重要な
項目に導かれる。一方、高度な研究者にとって、本書
は極めて多くの新概念・新思考法への跳躍台となるで
あろう。

四六.376 頁.2015 年.ISBN978-4-7589-2216-6.C3080
税込 3960 円
開拓社

英語冠詞コーパス辞典

＜著＞阿部一
日常生活で必要とされる語で、冠詞との結びつきで日
本人学習者が誤りやすい語を、名詞を中心に約 1100
語取り上げ、用例をあげながら状況に応じた冠詞の使
い方をわかりやすく解説。

税込 52800 円
税込 52800 円
税込 44000 円
税込 44000 円
三省堂

言語学大辞典 第 5 巻

―補遺・言語名索引編―
＜編・著＞亀井孝 / 河野六郎 / 千野栄一 ほか
100 余 の 言 語 を［補 遺］と し て 収 録。和 文 18000 項
目、欧文 29000 項目にのぼる膨大な言語名を一望でき
る、世界最新・最大の言語名データ・バンク。

四六.380 頁.2007 年.ISBN978-4-7674-9101-1.C3582
税込 2640 円
研究社

B5.1072 頁.1993 年.ISBN978-4-385-15214-1.C3587
税込 41800 円
三省堂

応用言語学辞典

＜編＞小池生夫
外国語教育学をはじめ、言語習得、社会言語学、語用
論、心理言語学、言語と脳、コーパス言語学、更に日
本語教育まで、近年多様な発達を遂げている言語教育
研究とその関連諸科学を基本用語から最新の理論まで
網羅。

言語学大辞典 第 6 巻

―術語編―
＜編・著＞亀井孝 / 河野六郎 / 千野栄一 ほか
伝統的言語学の術語をはじめ、世界諸言語の言語現象
を表わす術語 1500 を収録。充実した付録・索引。

A5.1012 頁.2003 年.ISBN978-4-7674-3020-1.C3580
税込 12100 円
研究社

B5.1808 頁.1996 年.ISBN978-4-385-15218-9.C3587
税込 52800 円
三省堂

言語学大辞典 別巻

―世界文字辞典―
＜編・著＞河野六郎 / 千野栄一 / 西田龍雄
世界の諸文字を詳細かつ具体的に解説した本格的文字
辞典。古今東西の約 300 項目を五十音別に配列。その
名称、系統、歴史、使用状況、文字組織、字形等を文
字表や文字見本を駆使して記述。

B5.1232 頁.2001 年.ISBN978-4-385-15177-9.C3587
税込 52800 円
三省堂
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分類１｜辞書・辞典

第 1 巻.世界言語編（上）.あ～こ..
ISBN978-4-385-15213-4.C3587
第 2 巻.世界言語編（中）.さ～に.
ISBN978-4-385-15216-5.C3587
第 3 巻.世界言語編（下 1）.ぬ～ほ.
ISBN978-4-385-15217-2.C3587
第 4 巻.世界言語編（下 2）.ま～ん.
ISBN978-4-385-15212-7.C3587
税込 44000 ～ 52800 円

２０２２年言語学図書総目録

＜編・著＞亀井孝 / 河野六郎 / 千野栄一 ほか
世界の諸言語の、名称、系統、分類、分布、人口、音
韻、形態、統語、方言、語彙、語史、辞書、参考文献
を、最新の言語資料を駆使して具体的に生き生きと記
述した世界最大の言語辞典。各言語の検索・理解に
はもちろん、一般言語学の研究にとっても言語データ
の無限の宝庫を提供する。約 3,500 言語を五十音順に
上・中・下 -1・下 -2 の 4 巻にわけて収録する。

辞書・辞典

２０２２年言語学図書総目録

言語学百科事典

最新英語学・言語学用語辞典

AB 698 頁 1992 年 ISBN978-4-469-01202-6 C3580
税込 16500 円
大修館書店

四六 552 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2215-9 C3080
税込 5060 円
開拓社

＜監訳＞風間喜代三 / 長谷川欣佑
＜著＞クリスタル，D
多面的な言葉の使用実態や数千ともいわれる世界の言
語の実態について、あらゆる情報を盛り込んだ、誰に
でも親しめる「言葉の百科事典」。図版・写真多数。

＜監修＞中野弘三 / 服部義弘 / 小野隆啓 / 西原哲雄
英語学・言語学の各分野について、すでに定着してい
る最重要語はもちろん、近年新たに登場した最新の用
語も取り上げ、簡潔にして要を得た解説を心がけた学
習者・研究者必携の用語辞典。

分類１｜辞書・辞典

言語の事典（新装版）

事典 日本の多言語社会

B5 760 頁 2014 年 ISBN978-4-254-51045-4 C3581
税込 20900 円
朝倉書店

四六 398 頁 2005 年 ISBN4-00-080305-0 C0536
税込 3960 円

＜編＞中島平三
言語学の中核的領域と周辺領域について、これまでの
研究成果と最新の知見を網羅して集大成。ここ半世紀
の間に大きな発展を遂げてきた言語研究の全領域を鳥
瞰し理解が深められるよう図表を用いて平明に興味深
く解説。

＜編＞真田信治 / 庄司博史
外国人住民の増加で大きく変化する日本の言語事情．
一方，各地の方言を見直す動きも強まっている．多様
な日本語と外国語が織り成す社会状況を 151 のキーワ
ードで浮き彫りにし，多文化共生社会への道筋を展望
する．
岩波書店

ことばのおもしろ事典

＜事典＞世界のことば 141

＜編＞中島平三
身近にある “ ことば ” のおもしろさや不思議さから、
多彩で深いことば・言語学の世界へと招待。

＜編＞梶茂樹 / 中島由美 / 林徹
世界 141 の言語について、現地を知る専門家による厳
選情報を収めた、信頼できることばのハンドブック。
簡単な会話例、暮らしや社会の現地情報を盛り込み、
お勧めの学習書・サイトを示す。

B5 324 頁 2016 年 ISBN978-4-254-51047-8 C3580
税込 8140 円
朝倉書店

四六 586 頁 2009 年 ISBN978-4-469-01279-8 C3580
税込 4620 円
大修館書店

ことばの認知科学事典

＜編＞辻幸夫
言語学、心理学、脳神経科学、人工知能などで注目さ
れている「ことばと認知」に関する包括的な事典。研
究の現状を示すほか、重要な概念・用語についても解
説し、用語辞典としての機能も備える。

新編 認知言語学キーワード事典

＜編＞辻幸夫
研究の進展が著しい認知言語学とその関連領域の用語
を、原則１頁で分かりやすく解説する。改訂にあた
り、その後の研究成果を踏まえて、旧版の記述を見直
し、用語も大幅に追加してある。学生・研究者必携の
事典。

四六 572 頁 2001 年 ISBN978-4-469-01269-9 C3580
税込 3960 円
大修館書店

A5 492 頁 2013 年 ISBN978-4-7674-3476-6 C3080
税込 4730 円

語用論キーターム事典

＜監訳＞今井邦彦
＜著＞ Allott, Nicholas
＜訳＞岡田聡宏 / 井門亮 / 松崎由貴 / 古牧久典
語用論を中心とした重要概念を精選し、分かりやすく
コンパクトにまとめた、本邦初の本格的キーターム事
典。扱う項目は 200 以上におよび、語用論のみならず
意味論や認知言語学などの関連諸分野まで網羅する。

研究社

＜増補版＞チョムスキー理論辞典

＜編＞原口庄輔 / 中村捷 / 金子義明
1992 年刊の増補版。旧版刊行後に研究が進展した
「極小主義（ミニマリスト）プログラム」の用語を中心
に取り上げてある。増補部分の見出し語は 145 項目、
参考文献を含めて約 200 ページ。

四六 416 頁 2014 年 ISBN978-4-7589-2196-1 C3080
税込 4180 円
開拓社

四六 812 頁 2016 年 ISBN978-4-7674-3479-7 C3580
税込 6600 円
研究社
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第二言語習得キーターム事典

新刊

日本語文法百科

＜編＞沖森 卓也
日本語文法を，学校文法を入口にして初歩から専門事
項に至るまで用例を豊富に盛り込みつつ体系的に解
説。〔内容〕第 1 部総説（文法と文法理論，文法的単
位）／第 2 部語と品詞／第 3 部文のしくみ／第 4 部文
法のひろがり

四六 324 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-2245-6 C3080
税込 3740 円
開拓社

A5 判 560 頁 2021 年 ISBN978-4-254-51066-9 C3581
税込 13200 円
朝倉書店

談話分析キーターム事典

文化と社会を読む 批評キーワード
辞典

＜編・著＞大貫隆史 / 河野真太郎 / 川端康雄
「新自由主義」「メリトクラシー」「ポストフォーディ
ズム」「公共圏／親密圏」「マルチチュード」など小項
目、「自由」「マネジメント」「戦争」「自然」「コミュ
ニティ」「老いる」「世界」など大項目で構成。

四六 400 頁 2013 年 ISBN978-4-7674-3472-8 C1598
税込 3080 円
研究社

四六 392 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2267-8 C3080
税込 4180 円
開拓社

明解言語学辞典

統語論キーターム事典

＜編＞斎藤純男 / 田口善久 / 西村義樹
言語学の広い分野を統合整理し、近年急速に研究が進
んだ新しい概念も取り込んだ、初学者から研究者ま
で使える辞典。便利な「目次索引」「英日対照表」付
き。言語学に親しみ、言語学を学ぶための一冊。

＜監訳＞外池滋生
＜著＞ Luraghi, Silvia/Parodi, Claudia
＜訳＞江頭浩樹 / 伊藤達也 / 中澤和夫 / 野村美由紀 /
野村忠央 / 大石正幸 / 大野真機 / 西前明 / 鈴木泉子
本書は統語論に関する主要理論について、概要、提唱
者、鍵となる用語／概念（キーターム）が手短に理解で
きるように編まれた用語集で、その伝統においても、
研究対象においても英米に偏っていない点が特徴であ
る。

B6 288 頁 2015 年 ISBN978-4-385-13578-6 C0580
税込 2420 円

三省堂

明解日本語学辞典

＜編＞森山卓郎 / 渋谷勝己
日本語学の広い分野を統合整理し、近年急速に研究が
進んだ新しい概念も取り込んだ、初学者から研究者ま
で使える辞典。総項目数約 230、引きやすい・読みや
すい紙面レイアウト、便利な「目次索引」「英日対照
表」付き。

四六 400 頁 2016 年 ISBN978-4-7589-2226-5 C3080
税込 4180 円
開拓社

日本語大事典

＜編＞佐藤武義 / 前田富祺 / 他
今世紀最大、日本語学・言語学を集大成した大事典。
本邦初、全項目に英文を付記。執筆者約 600 名、全
3500 項目を五十音順でわかりやすく丁寧に解説。日
本語関係年表、古典文献目録、和英対照表など各種付
録も掲載。

B6 208 頁 2020 年 ISBN978-4-385-13580-9 C0581
税込 2200 円

三省堂

明解方言学辞典

＜編＞木部暢子
方言学の広い分野を統合整理し、近年急速に研究が進
んだ新しい概念も取り込んだ、初学者から研究者ま
で使える辞典。総項目数約 190、引きやすい ･ 読みや
すい紙面レイアウト、便利な「目次索引」「英日対照
表」付き。

B5 2456 頁 2014 年 ISBN978-4-254-51034-8 C3581
税込 82500 円
朝倉書店

Ｂ 6 192 頁 2019 年 ISBN978-4-385-13579-3 C0580
税込 1980 円
三省堂

23

分類１｜辞書・辞典

＜著＞ Baker, P./Ellece, S.
＜訳＞澤田治美 / 澤田治 / 澤田淳
本 書 は、Key Terms in Discourse Analysis の 日 本
語版であり、本邦初の談話分析の用語事典である。キ
ーワード、重要思想家・学者、重要テキストが社会
的・文化的な観点からわかりやすく丁寧に解説されて
いる。

２０２２年言語学図書総目録

＜監訳＞白畑知彦 / 鈴木孝明
＜著＞ VanPatten, B./Benati, A. G.
Bloomsbury Publishing の キ ー タ ー ム・シ リ ー ズ、
Key Terms in Second Language Acquisition（second edition）の全訳。第二言語習得研究に関する専門
用語を平易なことばで解説しており、初学者の入門書
としても格好の書物である。

辞書・辞典

最新 理論言語学用語事典

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞畠山雄二
最先端全 200 項目で言語学の巨大な森を見渡す。〔内
容〕認知言語学，機能文法，ミニマリスト・プログラ
ム，形式意味論，言語獲得，生物言語学，主要部駆動
句構造文法，言語哲学，日本語文法，構文文法。

A5 496 頁 2017 年 ISBN978-4-254-51055-3 C3580
税込 8140 円
朝倉書店

分類１｜辞書・辞典
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2.0.0

分類コード
2.0.0...................... 講座・教科書［無分類］
2.1.0.................................講座［一般向け］
2.1.0.1
語彙・意味
2.1.0.2
古典・古語
2.1.0.3
日本語
2.1.0.4
文字・表記
2.1.0.5
英米語
2.1.0.6
韓国語
2.1.0.7
中国語
2.1.0.8
その他
2.1.1.........シリーズ・連続講座［一般向け］
2.1.1.1
語彙・意味
2.1.1.2
古典・古語
2.1.1.3
日本語
2.1.1.3.1
日本語［英文］
2.1.1.4
文字・表記
2.1.1.5
英米語
2.1.1.6
韓国語
2.1.1.7
中国語
2.1.1.8
その他
2.1.1.9
言語学［総合的なもの］
2.1.2...................................... 全集・著作集
2.1.3...................................複数巻掲載もの
2.1.3.1
語彙・意味
2.1.3.2
古典・古語
2.1.3.3
日本語
2.1.3.4
文字・表記
2.1.3.5
英米語
2.1.3.6
韓国語
2.1.3.7
中国語
2.2.0.8
その他
2.2.0.9
言語学［総合的なもの］
2.2.0................................................ 教科書
2.2.0.1
語彙・意味
2.2.0.2
古典・古語
2.2.0.3
日本語
2.2.0.4
文字・表記
2.2.0.5
英米語
2.2.0.6
韓国語
2.2.0.7
中国語
2.2.0.8
その他
2.2.0.9
言語学［総合的なもの］
2.2.1............................................. 語彙（論）
2.2.1.1
日本語
2.2.1.2
古典
2.2.1.3
英米語
2.2.1.4
韓国語
2.2.1.5
中国語
2.2.1.6
その他
2.2.2............................................. 意味（論）
2.2.2.1
日本語
2.2.2.2
古典
2.2.2.3............................................. 英米語

26
26
27
28
28

28
29

29
32
32
32

32
36
37

37
37

41
41
37

38
40

41
41
43
44

44

2.2.2.4
韓国語
2.2.2.5
中国語
2.2.2.6
その他
2.2.3................................................ 形態論
2.2.3.1
日本語
2.2.3.2
古典
2.2.3.3
英米語
2.2.3.4
韓国語
2.2.3.5
中国語
2.2.3.6
その他
2.2.4................................................ 統語論
2.2.4.1
日本語
2.2.4.2
古典
2.2.4.3
英米語
2.2.4.4
韓国語
2.2.4.5
中国語
2.2.4.6
その他
2.2.5................................................ 文章論
2.2.5.1
日本語
2.2.5.2
古典
2.2.5.3
英米語
2.2.5.4
韓国語
2.2.5.5
中国語
2.2.5.6
その他
2.2.6................................................ 音声学
2.2.6.1
日本語
2.2.6.2
古典
2.2.6.3
英米語
2.2.6.4
韓国語
2.2.6.5
中国語
2.2.6.6
その他
2.2.7................................................ 音韻論
2.2.7.1
日本語
2.2.7.2
古典
2.2.7.3
英米語
2.2.7.4
韓国語
2.2.7.5
中国語
2.2.7.6
その他
2.3.0...................................... 一般的なもの
2.3.0.1
日本語
2.3.0.2
古典
2.3.0.3
英米語
2.3.0.4
韓国語
2.3.0.5
中国語
2.3.0.6
その他
2.3.1............................................. 言語哲学
2.3.2..........................................一般言語学
2.3.2.1
日本語
2.3.2.2
古典
2.3.2.3
英米語
2.3.2.4
韓国語
2.3.2.5
中国語
2.3.2.6
その他

頁

44
44

45
46
46

47
47

47

47
47
47
48

49
49
49
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※ページ数の入っていない分類コードは、現在、該当する内容のものがありません。

講座・教科書

分類

講座・教科書

漢文ライブラリー

2.1.0
講座［一般向け］

十八史略で読む『史記』

―始皇帝・項羽と劉邦―
＜編＞渡邉義浩
歴史初学者のための「十八史略」で学ぶ漢文入門。秦
の建国から滅亡，項羽と劉邦の戦い，前漢の成立ま
で，有名なエピソードを中心に 30 編を精選。書き下
し・現代語訳・鑑賞と解説を収録。

講座 言語研究の革新と継承
２０２２年言語学図書総目録

＜編＞斎藤倫明 / 池上嘉彦 / 山梨正明ほか
認知言語学、語用論、日本語学（語彙論、文法論）から
なり、各分野の全貌を分かりやすく説明した概説的役
割を持ちつつ、同時にその分野の面白さと奥行きの深
さを伝える、本格的研究へのいざないとなる講座。
1 日本語語彙論I ISBN978-4-89476-667-9..
2 日本語語彙論II ISBN978-4-89476-668-6..
4 認知言語学I ISBN978-4-89476-670-9..
5 認知言語学II ISBN978-4-89476-671-6..
A5.280 ～ 436 頁.2016 年～..C3080
税込 3960 ～ 4620 円

A5.164 頁.2016 年.ISBN978-4-254-51587-9.C3381
税込 2860 円
朝倉書店

漢文ライブラリー

『世説新語』で読む竹林の七賢

分類２｜講座・教科書

＜著＞大上正美
五世紀中国の小説集『世説新語』に活写された苛烈な
知識人「竹林の七賢」の逸話を丁寧に解説。

ひつじ書房

A5.224 頁.2019 年.ISBN978-4-254-51589-3.C3381
税込 3520 円
朝倉書店

大学生のための日本語表現実践ノー
ト 改訂版

＜著＞米田明美 / 藏中さやか / 山上登志美
日本語表現力アップを目的とする書き込み式ワークブ
ック。読む・書く・話すの三つのポイントを学ぶほ
か、マメ知識・クイズ・コラムを付す。

漢文ライブラリー

弟子の視点から読み解く『論語』

＜著＞謡口明
日本人になじみ深い『論語』を，孔子の弟子という新
しい視点から漢文で読む入門書

A4.112 頁.2010 年.ISBN978-4-7599-1777-2.C1081
税込 1100 円
風間書房

比喩論

A5.192 頁.2019 年.ISBN978-4-254-51588-6.C3381
税込 3300 円
朝倉書店

A5.158 頁.2014 年.ISBN978-4-7599-2041-3.C3081
税込 2200 円
風間書房

＜著＞小田勝
286 の例題と解説で学ぶ、大学生・古典愛好家のため
の教科書。目の付け所が分かる 30 典文法のしくみと
古典文を読解するための解釈文法を学べる。自主学習
対応、別冊例題文現代語訳付。

＜著＞多門靖容
ようこそ、比喩の森へ！ 現代日本語、古典語の豊富
な用例をもとに、隠喩の機構、日本語の比喩史、比喩
の思考をわかりやすく説く。比喩の森の良きガイド。

読解のための古典文法教室

A5.262 頁.2018 年.ISBN978-4-7576-0857-3.C1081
税込 2420 円
和泉書院

2.1.0.2.古典・古語

漢文ライブラリー

時代を超えて楽しむ『論語』

＜著＞謡口明
とくに日本人に馴染みの深い文章を『論語』の各篇よ
り精選。各篇の構成と特徴、春秋時代の世界、さまざ
まな学説などをわかりやすく解説。日本人の教養の根
底に立ち返る、新しい中国古典文学テキスト。

A5.168 頁.2012 年.ISBN978-4-254-51537-4.C3381
税込 2860 円
朝倉書店
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新刊

2.1.0.3 日本語

大学生のための 実践・日本語練習
帳

現代日本語文法

B5 86 頁 2021 年 ISBN978-4-7576-0996-9 C1081
税込 1430 円
和泉書院

大学生のための日本語表現トレーニ
ング 実践編

＜編・著＞福嶋健伸 / 橋本修 / 安部朋世
社会人になっても通用する日本語表現能力の育成を
目的としたトレーニングブック。「テキストによる導
入」→「トレーニングシートを用いた作業」という能
動的な学習スタイルを実現。

図解 日本語

＜著＞沖森卓也 / 木村義之 / 陳力衛 / 山本真吾
現代日本語についてもっと知りたいと思っている人向
けの待望の入門書。見やすい二段組レイアウトで、上
段に平易で具体的な解説、下段に理解を深める図表、
解説資料等を掲載。

A5 96（テキスト）+80（トレーニングシート）頁 2009 年
ISBN978-4-385-36326-4 C1081 税込 2090 円

三省堂

大学生のための日本語表現トレーニ
ング スキルアップ編

A5 168 頁 2006 年 ISBN978-4-385-36242-7 C0081
税込 2200 円

＜編・著＞橋本修 / 安部朋世 / 福嶋健伸
「テキスト」と「トレーニング」の 2 分冊スタイルに
より、楽しみながら日本語表現のスキルアップを実
感！ 実際に役立つ「19 の表現法」、短時間でできる
「基礎ドリル」。

三省堂

図解 日本の語彙

＜著＞沖森卓也 / 木村義之 / 田中牧郎 / 陳力衛 / 前田
直子
日本語の意味や使い方についてもっと知りたい人の待
望の入門書。見やすい二段組みレイアウト。上段は平
易で具体的な解説、下段は解説に対応する図表や、理
解をより深める脚注・関連資料。

A5 80（テキスト）＋ 56（トレーニングシート）頁 2008 年
ISBN978-4-385-36325-7 C1081 税込 2090 円
三省堂

大学生のための日本語表現トレーニ
ング ドリル編

A5 176 頁 2011 年 ISBN978-4-385-36479-7 C0081
税込 2200 円

＜編・著＞安部朋世 / 福嶋健伸 / 橋本修
待望の日本語表現トレーニング第 3 弾。「テキスト」
と「トレーニングシート」の 2 分冊スタイルにより、
楽しみながら日本語表現の基礎力をアップ。入学前教
育や基礎力確認にも最適。

三省堂

図解 日本の文字

＜著＞沖森卓也 / 笹原宏之 / 常盤智子 / 山本真吾
日本語の文字や表記についてもっと知りたい人のため
の待望の入門書。見やすい二段組みレイアウト。上段
は平易で具体的な解説、下段は解説に対応する図表
や、理解をより深める脚注・関連資料。

A5 64（テキスト）＋ 112（トレーニングシート）頁 2010 年
ISBN978-4-385-36327-1 C1081 税込 2090 円
三省堂

A5 160 頁 2011 年 ISBN978-4-385-36480-3 C0081
税込 2200 円

三省堂

27

分類２｜講座・教科書

1. 第 1 部 総論 第 2 部 形態論 ISBN978-4-87424-475-3
2. 第 3 部 格と構文 第 4 部 ヴォイス ISBN978-4-87424-4609
3. 第 5 部 アスペクト 第 6 部 テンス 第 7 部 肯否 ISBN9784-87424-385-5
4. 第 8 部 モダリティ ISBN978-4-87424-285-8
5. 第 9 部 とりたて 第 10 部 主題 ISBN978-4-87424-444-9
6. 第 11 部 複文 ISBN978-4-87424-415-9
7. 第 12 部 談話 第 13 部 待遇表現 ISBN978-4-87424-445-6
A5 238 ～ 338 頁 2003 ～ 2010 年  C3081
税込 3080 円
くろしお出版

２０２２年言語学図書総目録

＜編・著＞安達太郎 / 辻本千鶴 / 野村幸一郎
大学教育も本格的にオンライン時代に入った。本テキ
ストはＱＲコードによる資料閲覧やパワーポイントに
対応。教育環境の劇的な変化の中オンライン授業にも
対面授業にも対応した、新しいタイプの文章表現法テ
キスト。

＜著＞日本語記述文法研究会
日本語表現についての疑問に、文法的見地から網羅
的・体系的に答えるシリーズ。

講座・教科書

新刊

2.1.0.5 英米語

ビジネス文書の基礎技術

英語スタイルブック ライティング
の表記ルール辞典

２０２２年言語学図書総目録

―実例でわかる「伝わる文章」のしくみ―
＜編＞石黒圭 / 熊野健志
ビジネス文書の書き方を達人に学ぶのでは無く、膨大
な実例から抽出し、言語学的に分析。優れた文章の特
徴を裏付けを持って提示する、これまでにないビジネ
ス文書入門。

＜著＞石井隆之
ピリオドやコロンの使い方、大文字やイタリックの扱
い方など、英文ライティングの表記ルールを例文つき
で解説。英語レポートや学術論文などを、中身だけで
なく見た目も良いものに。

四六 208 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1085-7 C0081
税込 1540 円
ひつじ書房

四六 304 頁 2019 年 ISBN978-4-295-40319-7 C2082
税込 2398 円
クロスメディア・ランゲージ

朝倉日本語講座（新装版）

＜監修＞北原保雄
研究成果に基づく高度な内容を平易に論述。

英語文学テクストの語学的研究法

分類２｜講座・教科書

＜編＞菊池繁夫 / 上利政彦
次世代の英語学研究者に向け、基本論文の解題を通し
て、言語学・文献学・文体論といった「語学的」見地
から英米文学作品を高いレベルで論じるための指針を
示した入門書。

1．世界の中の日本語 早田輝洋 編
ISBN978-4-254-51641-8
2．文字・書記 林史典 編
ISBN978-4-254-51642-5
3．音声・音韻 上野善道 編
ISBN978-4-254-51643-2
4．語彙・意味 斎藤倫明 編
ISBN978-4-254-51644-9
5．文法I 北原保雄 監修・編
ISBN978-4-254-51645-6
6．文法II 尾上圭介 編
ISBN978-4-254-51646-3
7．文章・談話 佐久間まゆみ 編
ISBN978-4-254-51647-0
8．敬語 菊地康人 編
ISBN978-4-254-51648-7
9．言語行動 荻野綱男 編
ISBN978-4-254-51649-4
10．方言 江端義夫 編
ISBN978-4-254-51650-0
A5 256 ～ 320 頁 2018 年  C3381
税込 3740 円

A5 368 頁 2016 年 ISBN978-4-7985-0176-5 C3082
税込 5280 円
九州大学出版会

知的な人がよく使う 英語の中の
「外来語」

＜著＞青柳璃乃
英語ニュースや新聞・雑誌記事、洋書や英語の映画・
ドラマには、フランス語やラテン語、ヘブライ語、ギ
リシャ語などから来た「外来語」が頻出する。英語の
中でよく使われ、知的な印象を与える外来語の表現を
厳選。

四六 256 頁 2018 年 ISBN978-4-295-40187-2 C2082
税込 1958 円
クロスメディア・ランゲージ

2.1.0.8 その他
朝倉書店

新刊

アクセス独和辞典 第４版

2.1.0.4 文字・表記

＜編集責任＞在間進
大規模コーパスと検索エンジンをフルに活用。初修者
が引きやすい・理解しやすい最重要語の記述。中上級
者も使い続けられる、クラス最大の見出し語数７万語
超（新語 2000 追加）。付録音声あり。

学生・教師・社会人のための
三訂 漢字ハンドブック

―平成 29 年告示 小学校学習指導要領 学年別漢字
配当表―
＜編・著＞近藤政美 / 濱千代いづみ
改定「常用漢字表」の漢字を、小学校で学習する教育
漢字とそれ以外の２種に分類、前者を主とし、間違え
やすい筆順や迷いやすい部首も一目で確認できる便利
な漢字ブック。表記法の指導・勉強・確認に。

B6 変 2176 頁 2021 年 ISBN978-4-384-06000-3 C0584
税込 4620 円
三修社

B5 190 頁 2019 年 ISBN978-4-7576-0935-8 C0081
税込 1980 円
和泉書院
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新刊

2.1.1
シリーズ・連続講座［一般向け］

日本人のためのインド英語入門

―ことば・文化・慣習を知る―
＜著＞本名信行 /Anamika, SHARMA
インド英語の心髄を紹介し、その特徴を発音、語句・
表現、文法の面でまとめています。また、ビジネスレ
ターの解読とリスニングの練習を用意、インド人との
英語コミュニケーションに大いに役立つ一冊です。

一歩進める英語学習・研究ブックス

A5.264 頁.2021 年.ISBN978-4-384-05953-3.C1082
税込 2640 円

三修社

2.1.1.3.日本語

日本語ライブラリー

漢語

＜編・著＞沖森卓也 / 肥爪周二
現代日本語で大きな役割を果たす『漢語』とは何か，
その本質を学ぶことで，より良い日本語の理解と運用
を目指す。〔内容〕出自／語形／語構成／文法／意味

A5.168 頁.2017 年.ISBN978-4-254-51616-6.C3381
税込 2970 円
朝倉書店
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分類２｜講座・教科書

英語の意味を極めるⅠ 友繁義典 ISBN978-4-7589-1201-3..
英語の意味を極めるⅡ 友繁義典 ISBN978-4-7589-1202-0..
ネイティブの語感に迫る.アクティブな英単語力〈大学入学レベ
ル〉 中村良夫・高橋邦年・Alexander.McAulay・山之内哲
也 ISBN978-4-7589-1203-7..
イメージ感覚で捉える.英語の前置詞 上田明子 ISBN978-47589-1204-4..
脳のしくみが解れば英語がみえる 濱田英人 ISBN978-47589-1208-2..
実例とイメージで学ぶ.感覚英文法・語法講義 今井隆夫
ISBN978-4-7589-1210-5..
「英語耳」を鍛え「英語舌」を養う 今井邦彦 ISBN978-47589-1205-1..
これで会話のテンポが激変！.すらすら話せる.英語プレハブ表
現 317 村端五郎 ISBN978-4-7589-1212-9..
問題を解きながら学ぶ.基本英単語の語法 友繁義典
ISBN978-4-7589-1211-2..
42 の事例から考える.異文化間英語コミュニケーション 阿部
隆夫・阿部真由美 ISBN978-4-7589-1213-6..
大学で英語を教える父が高校生の娘に贈る.プレミアムな英文
法・熟語 中村良夫 ISBN978-4-7589-1214-3..
時制とアスペクトの仕組みを明確にする.学習英文法のフォー
マット 田川憲二郎 ISBN978-4-7589-1215-0..
【新装版】基礎と完成.新英文法 安藤貞雄 ISBN978-4-75891216-7..
英文を正しく理解するための.学習英文法のコツ 千葉修司
ISBN978-4-7589-1218-1..
四六・A5.216 ～ 368 頁.2016 ～ 2021 年..
税込 1760 ～ 2750 円
開拓社

２０２２年言語学図書総目録

国際化という時代の要請とともに、英語は日本人にと
っても極めて身近な言語となった。しかし、その習得
は決して容易なものではない。毎日こつこつと長年か
けて真剣に学習・研究してこそ、その真髄に迫れるも
のである。生涯学習を応援し、まさにわれわれ日本人
の英語学習や研究をさらに次の段階へと一歩進められ
るような有益なシリーズとなることを願っている。

講座・教科書

日本語ライブラリー

日本語ライブラリー

＜編・著＞沖森卓也 / 曺喜澈
日韓対照研究により両者の特徴を再発見。韓国語運用
能力向上にも最適。〔内容〕代名詞／活用／助詞／用
言／モダリティー／ボイス／アスペクトとテンス／副
詞／共起関係／敬語／親族語彙／類義語／擬声・擬態
語／他。

＜著＞山本真吾 / 永井悦子
＜編・著＞沖森卓也
古典文法を初歩から学ぶテキスト。解説にはわかりや
すい用例を示し、練習問題を設けた。文法の時代的変
遷や特殊な用例の解説も収録。〔内容〕総説／用言／
体言／副用言／助動詞／助詞／敬語／特殊な構造の文

韓国語と日本語

古典文法の基礎

２０２２年言語学図書総目録

A5 168 頁 2014 年 ISBN978-4-254-51612-8 C3381
税込 2860 円
朝倉書店

A5 160 頁 2012 年 ISBN978-4-254-51526-8 C3381
税込 2530 円
朝倉書店

分類２｜講座・教科書

日本語ライブラリー

日本語ライブラリー

＜編・著＞沖森卓也 / 笹原宏之
漢字の歴史，文字としての特徴，アジアの各地域で遂
げた発展を概観。〔内容〕成り立ちからみ／形／音／
義／表記／社会からみた漢字（日本，中国・香港・台
湾，韓国，ベトナム）

＜編・著＞沖森卓也
日本語の語（ことば）を学問的に探究するための入門テ
キスト。〔内容〕語の構造と分類／さまざまな語彙（使
用語彙・数詞・身体語彙ほか）／ことばの歴史（語源・
造語ほか）／ことばと社会（方言・敬語ほか）

漢字

語と語彙

A5 192 頁 2017 年 ISBN978-4-254-51617-3 C3381
税込 3190 円
朝倉書店

A5 192 頁 2012 年 ISBN978-4-254-51528-2 C3381
税込 2970 円
朝倉書店

日本語ライブラリー

日本語ライブラリー

＜編・著＞沖森卓也 / 齋藤文俊 / 山本真吾
日本語・日本文学・日本史学に必須の、漢籍・日本の
漢文資料の読み方を初歩から解説。〔内容〕訓読方／
修辞／漢字音／漢籍を読む／日本の漢詩文／史書／説
話／日記・書簡／古記録／近世漢文／近代漢文／和刻
本／他

＜編・著＞沖森卓也 / 阿久津智 / 岡本佐智子 / 小林孝
郎 / 中山恵利子
外来の言語の語彙を取入れる「借用」をキーワード
に，日本語の中の外来語と外国語の中に外来語として
定着した日本語を分析。異文化交流による日本語の発
展と変容，日本と日本語の国際社会における位置づけ
を考える。

漢文資料を読む

ことばの借用

A5 160 頁 2013 年 ISBN978-4-254-51529-9 C3381
税込 2970 円
朝倉書店

A5 164 頁 2015 年 ISBN978-4-254-51613-5 C3381
税込 2860 円
朝倉書店

日本語ライブラリー

実践方言学講座 1

敬語コミュニケーション

実践方言学講座 第 1 巻 社会の活
性化と方言

＜編・著＞蒲谷宏
敬語を使って表現し、敬語を理解するための教科書。
敬語の仕組みを平易に解説する。敬語の役割や表現者
の位置付けなど、コミュニケーションの全体を的確に
把握し、実戦的な例題・演習問題を豊富に収録した。

＜編＞半沢康 / 新井小枝子
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。

A5 180 頁 2010 年 ISBN978-4-254-51521-3 C3381
税込 2750 円
朝倉書店

A5 298 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-845-4 C3381
税込 4730 円
くろしお出版

日本語ライブラリー

現代語文法概説

＜編・著＞井島正博
現代日本語の文法とはどのようなものか，第一線の研
究者達がまとめた現代語文法研究の概略。

A5 184 頁 2020 年 ISBN978-4-254-51618-0 C3381
税込 3190 円
朝倉書店
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実践方言学講座 2

日本語ライブラリー

実践方言学講座 第 2 巻 方言の教
育と継承

日本語教育学序説

A5 152 頁 2012 年 ISBN978-4-254-51527-5 C3381
税込 2860 円
朝倉書店

A5 326 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-846-1 C3381
税込 4730 円
くろしお出版

日本語ライブラリー

日本語史概説

＜編＞小林隆 / 今村かほる
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。

A5 208 頁 2010 年 ISBN978-4-254-51522-0 C3381
税込 2860 円
朝倉書店

実践方言学講座 第 3 巻 人間を支
える方言

＜編・著＞沖森卓也
日本語の歴史をテーマごとに上代から現代まで概説。
わかりやすい大型図表、年表、資料写真を豊富に収録
したテキスト。〔内容〕総説／音韻史／文字史／語彙
史／文法史／文体史／待遇表現史／位相史／他

A5 290 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-847-8 C3381
税込 4730 円
くろしお出版

日本語ライブラリー

日本語の音

＜編・著＞沖森卓也 / 木村一
日本語の音構造上の傾向や特色から、音声・音韻から
語彙・語史まで幅広く学ぶ。〔内容〕音節とモーラ／
アクセント／イントネーションとプロミネンス／音韻
史／方言／語形と音変化

日本語ライブラリー

中国語と日本語

＜編・著＞沖森卓也 / 蘇紅
日本語と中国語を比較対照し特徴を探る。〔内容〕代
名詞／動詞・形容詞／数量詞／主語・述語／アスペク
トとテンス／態／比較文／モダリティー／共起／敬語
／日中同形語／親族語彙／諧声／擬音語・擬態語／こ
とわざ／他。

A5 148 頁 2017 年 ISBN978-4-254-51615-9 C3381
税込 2860 円
朝倉書店

日本語ライブラリー

A5 160 頁 2014 年 ISBN978-4-254-51611-1 C3381
税込 2860 円
朝倉書店

プロセスで学ぶレポート・ライティ
ング

日本語ライブラリー

＜編・著＞細川英雄 / 舘岡洋子 / 小林ミナ
＜訳＞小林ミナ
卒論に臨む学生や、企業の社会人がよりよいレポー
ト・報告書を作成する手引きとなるテキスト。

日本語概説

＜編・著＞沖森卓也
日本語学のさまざまな基礎的テーマを、見開き単位
で、やさしく簡潔に解説したテキスト。〔内容〕言語
とその働き／日本語の歴史／音韻・音声／文字・表記
／語彙／文法／待遇表現・位相／文章・文体／研究

A5 200 頁 2011 年 ISBN978-4-254-51525-1 C3381
税込 3080 円
朝倉書店

日本語ライブラリー

A5 176 頁 2010 年 ISBN978-4-254-51523-7 C3381
税込 2530 円
朝倉書店

文章と文体

＜編・著＞沖森卓也 / 山本真吾
文章とは何か、各種文章の性質と表現技法を概観し、
コミュニケーション力を高めるテキスト。

A5 160 頁 2015 年 ISBN978-4-254-51614-2 C3381
税込 2640 円
朝倉書店
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分類２｜講座・教科書

実践方言学講座 3

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞蒲谷宏 / 細川英雄
日本語教育をコミュニケーションの観点からやさしく
解説する。日本語教育の未来へ向けたメッセージ。
〔内容〕日本語・日本語教育とは何か／日本語教育の
実践・研究／日本語教育と日本語教育学

＜編＞大野眞男 / 杉本妙子
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。

講座・教科書

2.1.1.3.1 日本語［英文］

2.1.1.6 韓国語

韓国語教育論講座

The Japanese Language（英語で学ぶ日本語学）
I
２０２２年言語学図書総目録

＜編・著＞野間秀樹
韓国語教育、韓国語学の日本で最初の総合講座。（第
4 号は品切）

Japanese Linguistics

―（日本語学）―
＜著＞ Irwin Mark/Zisk Matthew
日本語学をコンパクトに概説，日本語学を学ぶ留学
生，指導する教員へ。全編英文。

第 1 巻 ISBN978-4-87424-374-9
第 2 巻 ISBN978-4-87424-566-8
第 3 巻 ISBN978-4-87424-754-9
A5 704 ～ 864 頁 2007 ～ 2018 年  C1387
税込 5170 ～ 6380 円

A5 304 頁 2019 年 ISBN978-4-254-51681-4 C3381
税込 5280 円
朝倉書店

くろしお出版

2.1.1.9 言語学［総合的なもの］

2.1.1.5 英米語

分類２｜講座・教科書

朝倉日英対照言語学シリーズ 発展
編

英語コーパス研究シリーズ

＜監修＞堀正広 / 赤野一郎
＜編＞投野由紀夫 / 深谷輝彦 / 滝沢直宏ほか
日本における英語コーパス研究の歴史から始まり、英
語教育、英語辞書学、英文法・語法、英語文体論、英
語史、そしてそのほか関わりのある関連領域から、日
本におけるコーパス研究の過去・現在・未来について
一望する。（全 7 巻）

１社会言語学 井上逸兵編 ISBN978-4-254-51631-9 税込
3,520 円
２心理言語学 西原哲雄編 ISBN978-4-254-51632-6 税込
3,520 円
３歴史言語学 服部義弘・児馬修編 ISBN978-4-25451633-3 税込 3,740 円
４英語教育と言語研究 西原哲雄編 ISBN978-4-25451634-0 税込 3,520 円
A5 判 176 ～ 212 頁 2017 年  C3380
税込 3520 〜 3740 円
朝倉書店

第 1 巻 コーパスと英語研究   ISBN978-4-89476-711-9
第 2 巻 コーパスと英語教育   ISBN978-4-89476-712-6
第 3 巻 コーパスと辞書   ISBN978-4-89476-713-3
第 4 巻 コーパスと英文法・語法   ISBN978-4-89476-714-0
第 5 巻 コーパスと英語文体   ISBN978-4-89476-715-7
第 6 巻 コーパスと英語史   ISBN978-4-89476-716-4
第 7 巻 コーパスと多様な関連研究
ISBN978-4-89476-717-1
A5 220 ～ 288 頁 2015 ～ 2019 年  C3080
税込各 3520 円
ひつじ書房

開拓社 言語・文化選書

日本語・英語を中心とした様々な言語や文化について
の興味深い事柄をテーマとして取り上げ、その研究成
果を平易に解説する。読者にとって、言語学・言語研
究がより身近なものとなるよう、その楽しさや面白さ
を広く伝えることをめざしたい。

現代の英語学シリーズ 全 10 巻

① 新版 言外の意味（上） 安井 稔 ISBN978-4-7589-25013
② 新版 言外の意味（下） 安井 稔 ISBN978-4-7589-25020
③ 世界に通用しない英語 八木克正 ISBN978-4-75892503-7
④ ことばは壊れない 久保田正人 ISBN978-4-7589-25044
⑤ 英語の文型 安藤貞雄 ISBN978-4-7589-2505-1
⑥ 構造から見る日本語文法 三原健一 ISBN978-4-75892506-8
⑦ ことばと論理 児玉徳美 ISBN978-4-7589-2507-5
⑧ ネーミングの言語学 窪薗晴夫 ISBN978-4-7589-25082
⑨ レキシカル・グラマーへの招待 佐藤芳明・田中茂範
ISBN978-4-7589-2509-9
⑩ 日常言語に潜む音法則の世界 田中伸一 ISBN978-47589-2510-5
⑪ 英語ジョーク快読のススメ 中野清治 ISBN978-4-75892511-2

＜監修＞安井稔
①
②
③
④
⑤
⑥

英語学概論 安井 稔  ISBN978-4-7589-0211-3
音声学 安井 泉  ISBN978-4-7589-0212-0
音韻論 原口庄輔  ISBN978-4-7589-0213-7
形態論 大石 強  ISBN978-4-7589-0214-4
統語論 鈴木英一  ISBN978-4-7589-0215-1
意味論―動的意味論― 中村 捷  ISBN978-4-7589-02168
⑦ 英語学史 安井 稔  ISBN978-4-7589-0217-5
⑧ 英語史 宇賀治正朋  ISBN978-4-7589-0218-2
⑨ 変形文法による英語の分析 奥野忠徳  ISBN978-4-75890219-9
⑩ 英語学と英語教育 安井 稔  ISBN978-4-7589-0220-5
A5 280 ～ 424 頁 1987 ～ 2003 年  C3382
税込 2750 ～ 3960 円
開拓社
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分類２｜講座・教科書

㊺ ソシュールとサピアの言語思想 三輪伸春 ISBN978-47589-2545-7
㊻ ことばの仕組みから学ぶ和文英訳のコツ 畠山雄二（編）
ISBN978-4-7589-2546-4
㊼ 文法化する英語 保坂道雄 ISBN978-4-7589-2547-1
㊽ 英語学習者のためのGoogle・英辞郎検索術 衣笠忠司
ISBN978-4-7589-2548-8
㊾ 英語の法助動詞 中野清治 ISBN978-4-7589-2549-5
㊿ 言語理論としての語用論 今井邦彦 ISBN978-4-75892550-1
 言語学から見た日本語と英語の慣用句 石田プリシラ
ISBN978-4-7589-2551-8
 日英語と文化の記号論 有馬道子 ISBN978-4-75892552-5
 文法現象から捉える日本語 岸本秀樹 ISBN978-4-75892553-2
 歴史的にみた英語の語形成 米倉 綽 ISBN978-4-75892554-9
 英語の素朴な疑問から本質へ 小野隆啓 ISBN978-47589-2555-6
 修辞的表現論 山梨正明 ISBN978-4-7589-2556-3
 第 2 言語ユーザのことばと心 村端五郎・村端佳子
ISBN978-4-7589-2557-0
「人間らしさ」の言語学 織田哲司 ISBN978-4-75892558-7
 外国語音声の認知メカニズム 中森誉之 ISBN978-47589-2559-4
 教育英語意味論への誘い 武田修一 ISBN978-4-75892560-0
 時間と言語を考える 溝越 彰 ISBN978-4-7589-2561-7
 認知と言語 濱田英人 ISBN978-4-7589-2562-4
 機能・視点から考える英語のからくり 上山恭男
ISBN978-4-7589-2563-1
 英語仮定法を洗い直す 中野清治 ISBN978-4-75892564-8
 Sherlock Holmesの英語 秋元実治 ISBN978-4-75892565-5
 人生の意味論 河西良治 ISBN978-4-7589-2566-2
 概念意味論の基礎 大室剛志 ISBN978-4-7589-2567-9
 漢字は日本でどう生きてきたか 湯沢質幸 ISBN978-47589-2568-6
 英語学を学ぼう 高橋勝忠 ISBN978-4-7589-2569-3
 斜めからの学校英文法 中島平三 ISBN978-4-75892570-9
 動詞の意味を分解する 出水孝典 ISBN978-4-75892571-6
 意味解釈の中のモダリティ（上） 澤田治美 ISBN978-47589-2572-3
 意味解釈の中のモダリティ（下） 澤田治美 ISBN978-47589-2573-0
 ことわざから探る 英米人の知恵と考え方 安藤邦男
ISBN978-4-7589-2574-7
「視点」の違いから見る 日英語の表現と文化の比較 尾野
治彦 ISBN978-4-7589-2575-4
 新たな英語史研究をめざして 三輪伸春 ISBN978-47589-2576-1

２０２２年言語学図書総目録

⑫ 英語の冠詞 樋口昌幸 ISBN978-4-7589-2512-9
⑬ コミュニケーションの英語学 安武知子 ISBN978-47589-2513-6
⑭ 単語の構造の秘密 竝木崇康 ISBN978-4-7589-2514-3
⑮ 意味論から見る英語の構造 米山三明 ISBN978-4-75892515-0
⑯ 日本語から見た日本人 廣瀬幸生・長谷川葉子 ISBN9784-7589-2516-7
⑰ 認知言語学への誘い 李 在鎬 ISBN978-4-7589-2517-4
⑱ ことばから文化へ 安井 泉 ISBN978-4-7589-2518-1
⑲ ひとのことばの起源と進化 池内正幸 ISBN978-4-75892519-8
⑳ イメージで捉える感覚英文法 今井隆夫 ISBN978-47589-2520-4
㉑ Google検索による英語語法学習・研究法 衣笠忠司
ISBN978-4-7589-2521-1
㉒ 言葉をさかのぼる 藤原保明 ISBN978-4-7589-2522-8
㉓ 英語構文を探求する 大庭幸男 ISBN978-4-7589-25235
㉔ 英語語法ライブラリ 柏野健次 ISBN978-4-7589-25242
㉕ 受身と使役 高見健一 ISBN978-4-7589-2525-9
㉖ ことばワークショップ 大津由紀雄（編） ISBN978-47589-2526-6
㉗ 英語教育に役立つ英語の基礎知識Q&A 八木克正
ISBN978-4-7589-2527-3
㉘ レキシコンに潜む文法とダイナミズム 由本陽子
ISBN978-4-7589-2528-0
㉙ 20 世紀新言語学は何をもたらしたか 安井 稔 ISBN9784-7589-2529-7
㉚ 学校英文法プラス 中野清治 ISBN978-4-7589-2530-3
㉛ 英語の前置詞 安藤貞雄 ISBN978-4-7589-2531-0
㉜ 日本文法の系譜学 斉木美知世・鷲尾龍一 ISBN978-47589-2532-7
㉝ 英語を通して学ぶ日本語のツボ 菅井三実 ISBN978-47589-2533-4
㉞ 英語の仕組みと文法のからくり 岩田彩志 ISBN978-47589-2534-1
㉟ 英語辞典活用ガイド 樋口昌幸 ISBN978-4-7589-25358
㊱ スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 山中
和樹 ISBN978-4-7589-2536-5
㊲ 外国語はどこに記憶されるのか 中森誉之 ISBN978-47589-2537-2
㊳ 対人関係の言語学 福田一雄 ISBN978-4-7589-2538-9
㊴ 英語接辞の魅力 西川盛雄 ISBN978-4-7589-2539-6
㊵ 文法とは何か 西原哲雄 ISBN978-4-7589-2540-2
㊶ 知覚と行為の認知言語学 本多 啓 ISBN978-4-75892541-9
㊷ ことばを読む、心を読む 内田聖二 ISBN978-4-75892542-6
㊸ 英語とはどんな言語か 安井 稔 ISBN978-4-7589-25433
㊹ 英語の構造からみる英詩のすがた 岡崎正男 ISBN978-47589-2544-0

講座・教科書

２０２２年言語学図書総目録
分類２｜講座・教科書

⑱ 英文法を探る 安藤貞雄 ISBN 978-4-7589-1813-8
⑲ 言語教師認知の研究 笹島 茂／サイモン・ボーグ ISBN
978-4-7589-1814-5
⑳ 日英対照すべての英文構造が分かる本 小泉 保 ISBN
978-4-7589-1815-2
㉑ 英語の関係節 河野継代 ISBN978-4-7589-1816-9
㉒ 心理言語学の中のサプライズ 山田 純 ISBN978-47589-1817-6
㉓ 英語の仮定法 千葉修司 ISBN978-4-7589-1818-3
㉔ 知っておきたい英語の歴史 安井 稔・久保田正人
ISBN978-4-7589-1819-0
㉕ 現代の形態論と音声学・音韻論の視点と論点 西原哲雄・
田中真一（編） ISBN978-4-7589-1820-6
㉘ 三層モデルでみえてくる言語の機能としくみ 廣瀬幸生・
島田雅晴・和田尚明・金谷 優・長野明子（編） ISBN978-47589-1823-7
㉙ 現代言語理論の最前線 西原哲雄・田中真一・早瀬尚子・
小野隆啓（編） ISBN978-4-7589-1824-4
㉚ 30 ことばのインテリジェンス 沖田知子・堀田知子・稲木
昭子 ISBN978-4-7589-1825-1
㉛ 生成意味論入門 阿部 潤 ISBN978-4-7589-1826-8
㉜ 英語の時制の一致 千葉修司 ISBN978-4-7589-1827-5
㉝ 言語学から文学作品を見る 倉林秀男 ISBN978-4-75891828-2  
A5 212 ～ 352 頁 1995 ～ 2018 年  
税込 2640 ～ 3630 円
開拓社

 外国語学習に潜む意識と無意識 福田純也 ISBN978-47589-2577-8
 記号論から見た俳句 有馬道子 ISBN978-4-7589-25785
 選択の言語学 篠原俊吾 ISBN978-4-7589-2579-2
 英語の語の仕組みと音韻との関係 米倉綽・島村礼子・西
原哲雄 ISBN978-4-7589-2580-8
 英語のフレーズ研究への誘い 井上亜依 ISBN978-47589-2581-5
 続・動詞の意味を分解する 出水孝典 ISBN978-4-75892582-2
 事態の捉え方と述語のかたち 黒滝真理子 ISBN978-47589-2583-9
 英語史を学び 英語を学ぶ 高橋英光 ISBN978-4-75892584-6
 ヘレン・ケラーの言語習得 米山三明 ISBN978-4-75892585-3
 探偵小説の英語 秋元実治 ISBN978-4-7589-2586-0
 英文法の考え方 野村益寛 ISBN978-4-7589-2587-7  
四六 160 ～ 272 頁 2007 ～ 2020 年  
税込 1540 ～ 2200 円
開拓社

開拓社叢書

英語学・言語学・英語語法研究・英米文学・英語教
育、およびそれら関連分野の興味深いテーマを対象
に、平易な文体でわかりやすく論述し、最新かつ有益
な知見を盛り込むことを主眼とした。読者諸賢の新た
な知的好奇心を呼び起こす叢書となることを願って発
刊するものである。

言語学入門

＜著＞斎藤純男
広い分野にわたる言語学の基礎を、この 1 冊に凝縮。
「言語学とは何か」が分かる本。日本語をはじめとす
る豊富な例で学べる入門書。基礎を学び、整理でき
る 11 のチャプター。学習効果を高め、楽しめる 20 の
「コラム」。

① 納得のゆく英文解釈 安井 稔 ISBN978-4-7589-0941-9
② 英文法への誘い 斎藤武生・原口庄輔・鈴木英一（編集）
ISBN978-4-7589-0942-6
③ 英語学の視点 安藤貞雄 ISBN978-4-7589-0943-3
④ 英語教師心得のすべて 隈部直光 ISBN978-4-75890944-0
⑤ 私家版英和辞典 安井 稔・長谷川ミサ子 ISBN978-47589-0945-7
⑥ 語法と語用論の接点 田中廣明 ISBN978-4-7589-18015
⑦ 歴史比較言語学入門 下宮忠雄 ISBN 978-4-7589-18022
⑧ 英語基本動詞の豊かな世界 相沢佳子 ISBN 978-47589-1804-6
⑨ テンスとアスペクトの語法 柏野健次 ISBN 978-47589-1805-3
⑫「こだわり」の英語語法研究 内木場 努 ISBN 978-47589-1807-7
⑬ 意味分析の新展開 児玉徳美 ISBN 978-4-7589-1808-4
⑭ 明日に架ける生成文法 中島平三・池内正幸 ISBN 9784-7589-1809-1
⑮ ヒト･ことば・社会 児玉徳美 ISBN 978-4-7589-1810-7
⑯ 英語の構文とその意味 久野 暲・高見健一 ISBN 978-47589-1811-4
⑰ 言語現象とことばのメカニズム 安武知子 ISBN 978-47589-1812-1

A5 272 頁 2010 年 ISBN978-4-385-36421-6 C0080
税込 2310 円

三省堂

シリーズ・言語学フロンティア 01

ミニマリストプログラム序説

―生成文法のあらたな挑戦―
＜著＞渡辺明
人間の言語能力を成り立たせている最小（ミニマム）の
道具立てのしくみを解明しようとするミニマリストプ
ログラムの考え方、方法、めざすものを明快に説く。

A5 144 頁 2005 年 ISBN978-4-469-21294-5 C3080
税込 1870 円
大修館書店
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シリーズ・言語学フロンティア 02

シリーズ認知言語学入門４

―テキストの読解と分析―
＜著＞吉田和彦
印欧語比較言語学において、どのようにテキスト（各
言語で書かれた具体的な文書）と向き合い、どう考え
て何を読み取るかを語る。

＜監修＞池上嘉彦 / 河上誓作 / 山梨正明
＜編＞西村義樹
記号の自律性を前提としたこれまでの言語学の壁を越
え、人がもっている創造的な認知能力から日常言語の
文法を根底から問い直す。

比較言語学の視点

認知文法論Ⅰ

A5 298 頁 2018 年 ISBN978-4-469-21284-6 C3080
税込 2640 円
大修館書店

シリーズ・言語学フロンティア 04

シリーズ認知言語学入門５

歴史社会言語学入門

認知文法論Ⅱ

＜監修＞池上嘉彦 / 河上誓作 / 山梨正明
＜編＞中村芳久
受動態や他動詞の構文を中心に取り上げ、さまざまな
言語サンプルから人の認知と構文のかかわりを解明す
る。

A5 316 頁 2004 年 ISBN978-4-469-21285-3 C3080
税込 2530 円
大修館書店

A5 256 頁 2015 年 ISBN978-4-469-21350-8 C3080
税込 2530 円
大修館書店

シリーズ認知言語学入門６

シリーズ認知言語学入門１

認知コミュニケーション論

認知言語学への招待

＜監修＞池上嘉彦 / 河上誓作 / 山梨正明
＜編＞大堀壽夫
人がコミュニケーションを行うにはどのような仕組み
があるのか。ことばはどのように生み出され、そして
理解されるのか。語用論を超えて、人間のコミュニケ
ーションの背後に存在する心とことばのはたらきに迫
る。

＜監修＞池上嘉彦 / 河上誓作 / 山梨正明
＜編＞辻幸夫
新しい言語観を背景に、数々の興味深い成果をあげる
認知言語学のはじめての入門シリーズ。はじめての読
者のために、認知言語学の全貌を紹介する。

A5 304 頁 2003 年 ISBN978-4-469-21281-5 C3080
税込 2530 円
大修館書店

A5 312 頁 2004 年 ISBN978-4-469-21286-0 C3080
税込 2860 円
大修館書店

シリーズ認知言語学入門２

入門コース ことばの発達と障害１

認知音韻・形態論

ことばの発達入門

＜監修＞池上嘉彦 / 河上誓作 / 山梨正明
＜編＞吉村公宏
認知言語学を生み出した新しい言語観は、これまでに
ない音韻論・形態論を誕生させた。無限の可能性を秘
めた知的冒険。

＜編＞秦野悦子
典型的な子どもの言語発達を、障害を視野に入れつつ
語る画期的入門。ことば以前のコミュニケーションか
ら心の理解、物語る力、文字の理解まで幅広い枠組み
で基礎知識を提供する。

A5 312 頁 2003 年 ISBN978-4-469-21282-2 C3080
税込 2640 円
大修館書店

四六 250 頁 2001 年 ISBN978-4-469-11062-3 C3047
税込 2420 円
大修館書店

シリーズ認知言語学入門３

入門コース ことばの発達と障害２

認知意味論

ことばの障害入門

＜監修＞池上嘉彦 / 河上誓作 / 山梨正明
＜編＞松本曜
語の意味をどのように捉え、いかに表示するか。ヒト
の認知パタンと言語との関係を広く探ることで、言語
の本質が浮かび上がる。認知言語学の原点を見つめる
一冊

＜編＞西村辨作
自閉症、知的障害、学習障害など、子どものことばと
コミュニケーション障害全般を扱い、最新の情報を入
れた教科書。実際の症例をあげ、分かりやすく基本的
知識を解釈。

A5 336 頁 2003 年 ISBN978-4-469-21283-9 C3080
税込 2640 円
大修館書店

四六 258 頁 2001 年 ISBN978-4-469-11063-0 C3047
税込 2420 円
大修館書店
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―社会から読み解くことばの移り変わり―
＜編・著＞高田博行 / 渋谷勝己 / 家入葉子
社会が時間と共に変化するのに伴ってことばがどのよ
うに変容したのか、またそのような変化を引き起こす
「見えざる手」はどのようなものなのかを解明しよう
とする「歴史社会言語学」の本邦初の概説書。

２０２２年言語学図書総目録

A5 192 頁 2005 年 ISBN978-4-469-21295-2 C3080
税込 2420 円
大修館書店

講座・教科書

入門コース.ことばの発達と障害３

2.1.2
全集・著作集

ことばの障害の評価と指導

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞大石敬子
言語聴覚士を志す人のテキストとして、障害児と日々
接している現場の人のハンドブックとして、障害の評
価法、様々な指導法、支援の実際例を網羅した、価値
ある一冊。

生きたコトバをつかまえる

―日下部文夫著作選―
＜著＞日下部文夫
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、幅広い内容について示
唆的な考察が並ぶ。

四六.298 頁.2001 年.ISBN978-4-469-11064-7.C3047
税込 2640 円
大修館書店

認知言語学論考

分類２｜講座・教科書

＜編＞山梨正明ほか
認知言語学は、経験科学としての言語学の方向性を根
源的に問い直す新しいパラダイムとして着実に進展し
ている。認知言語学と様々な関連領域の研究における
知見の交流の場となることを願って創刊されたシリー
ズ。（No.1 は品切）

A5.304 頁.2018 年.ISBN978-4-87424-767-9.C3081
税込 7040 円
くろしお出版

〈名著精選〉心の謎から心の科学へ

言語

―フンボルト／チョムスキー／レネバーグ―
＜監修＞福井直樹 / 渡辺明
行動主義心理学の泰斗スキナーに対する批判の形で生
物言語学的視座を提示したチョムスキーの書評論文を
中心に、言語の創造的側面に焦点を当てたフンボル
ト、言語の生物学的研究の総合的枠組みを示したレネ
バーグを収録。

No.2.ISBN978-4-89476-184-1 税込 4180 円
No.3.ISBN978-4-89476-220-6 税込 4180 円
No.4.ISBN978-4-89476-243-5 税込 4180 円
No.5.ISBN978-4-89476-294-7 税込 4620 円
No.6.ISBN978-4-89476-365-4 税込 4620 円
No.7.ISBN978-4-89476-411-8 税込 4620 円
No.8.ISBN978-4-89476-482-8 税込 4620 円
No.9.ISBN978-4-89476-530-6 税込 4620 円
No.10.ISBN978-4-89476-583-2 税込 10780 円
No.11.ISBN978-4-89476-666-2 税込 10780 円
No.12.ISBN978-4-89476-728-7 税込 10780 円
No.13.ISBN978-4-89476-813-0 税込 10780 円
No.14.ISBN978-4-89476-895-6 税込 10780 円
No.15.ISBN978-4-8234-1029-1 税込 10780 円
A5.250 ～ 458 頁.2001 年～..C3081
税込 4180 ～ 10780 円

四六.254 頁.2020 年.ISBN978-4-00-007800-9.3380
税込 3300 円
岩波書店

山口仲美著作集

＜著＞山口仲美
日本語の研究 & エッセイの集大成！ ユニークな発
想のもとになる自由奔放なテーマ、そのテーマを手堅
く攻めていく実証的手法、まさに千変万化。読んでい
て飽きないところが、この著作集の見どころである。
全 8 巻。

ひつじ書房

シリーズ言語対照

著作集 1 言葉から迫る平安文学 1.ISBN978-4-7599-2237-0..
著作集 2 言葉から迫る平安文学 2.ISBN978-4-7599-2238-7..
著作集 3 言葉から迫る平安文学 3.ISBN978-4-7599-2258-5..
著作集 4 日本語の歴史・古典 4.ISBN978-4-7599-2284-4..
著作集 5 オノマトペの歴史 1.ISBN978-4-7599-2294-3..
著作集 6 オノマトペの歴史 2.ISBN978-4-7599-2297-4..
著作集 7 現代語の諸相 1.ISBN978-4-7599-2328-5..
著作集 8 現代語の諸相 2.ISBN978-4-7599-2335-3..
A5.614 ～ 830 頁.2018 ～ 2020 年..C3081
税込 6380 円
風間書房

＜編＞中川正之 / 西光義弘 / 益岡隆志
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。

1.音声文法の対照.ISBN978-4-87424-383-1.
3.類別詞の対照.ISBN978-4-87424-313-8.
4.自動詞・他動詞の対照.ISBN978-4-87424-485-2.
5.主題の対照.ISBN978-4-87424-314-5.
6.条件表現の対照.ISBN978-4-87424-361-9.
7.移動表現の類型論.ISBN978-4-87424-722-8.
9.韓日使役構文の機能的類型論研究.ISBN978-4-87424-3626.
10.明晰な引用、しなやかな引用.ISBN978-4-87424-465-4.
A5.199 ～ 384 頁.2004 年～..C3080,.C3082
税込 3300 ～ 5060 円
くろしお出版
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2.1.3
複数巻掲載もの

2.1.3.5.英米語

英語学モノグラフシリーズ 全 21
巻

2.1.3.3.日本語
＜著＞寺村秀夫
日本語教育の実践に大きな功績を残し、日本語学研究
に大きな影響をあたえた著者の代表作。
第１巻.ISBN978-4-87424-002-1.
第２巻.ISBN978-4-87424-003-8.
第３巻.ISBN978-4-87424-050-2.
A5.330 ～ 368 頁.1982 ～ 1991 年..C3081
税込 4180 円

くろしお出版

A5.200 ～ 240 頁.2000 ～ 2008 年.ISBN978-4-32725701-9 ～ 25721-7.C3380
税込 2750 ～ 3080 円

＜著＞古田東朔
＜編＞鈴木泰 / 清水康行 / 山東功 / 古田啓
日本語史・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。全 6 巻。

研究社

英文法を解き明かす 全 10 巻

第 1 巻.江戸から東京へ.ISBN978-4-87424-573-6.
第 2 巻.国語意識の発生..ISBN978-4-87424-524-8.
第 3 巻.日本語へのまなざし.内と外から..ISBN978-4-87424482-1.
第 4 巻.日本語.近代への歩み..ISBN978-4-87424-504-0.
第 5 巻.国語科教育..ISBN978-4-87424-594-1.
第 6 巻.東朔夜話.ISBN978-4-87424-642-9.
A5.360 ～ 512 頁.2010 ～ 2015 年..C3081
税込 8250 ～ 10120 円
くろしお出版

＜編＞内田聖二 / 八木克正 / 安井泉
１巻 ことばの基礎 1 名詞と代名詞、２巻 ことばの基
礎 2 動詞と構文、３巻 談話のことば 1 文をつなぐ、
４巻 談話のことば 2 規範からの解放、５巻 ことばを
彩る 1 テンス・アスペクト、６巻 ことばを彩る 2 形
容詞修飾の諸相（未刊）、７巻 ことばとスコープ 1 照
応表現（未刊）、８巻 ことばとスコープ 2 否定表現、
９巻 ことばの実際 1 話しことばの構造、10 巻 ことば
の実際 2 コーパスと英文法
A5.250 ～ 280 頁.2016 年～.ISBN978-4-327-23801-8 ～
23810-0.C3382
税込 2530 ～ 3080 円
研究社

三上章著作集

＜著＞三上章
戦後を代表する日本語学者、三上章の生前の著作全 8
巻。（『日本語の論理』、『現代語法序説』、『続・現代語
法序説』、『文法教育の革新』、『日本語の構文』は品切
中）

2.2.0
教科書

現代語法新説.ISBN978-4-87424-264-3.
象は鼻が長い.ISBN978-4-87424-117-2.
文法小論集.ISBN978-4-87424-186-8.
B6.192 ～ 408 頁.1960 ～ 1972 年..C3081
税込 2200 ～ 3740 円

新刊

ベーシック語彙意味論

＜著＞岸本秀樹 / 于一楽
語彙の体系を特に意味的な観点から解説する。語彙の
体系を、語の形態・音韻・意味、日常的な表現を中心
に具体例を交えながら、基本的な事実と説明する規則
や原理を紹介する。

くろしお出版

A5.144 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1044-4.C1080
税込 1870 円
ひつじ書房
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分類２｜講座・教科書

古田東朔 近現代 日本語生成史コレ
クション

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞原口庄輔 / 中島平三 / 中村捷 / 河上誓作
1 巻 こ と ば の 仕 組 み を 探 る、2 巻 生 成 文 法 の 考 え
方、3 巻 文 の 構 造、4 巻 補 文 構 造、5 巻 叙 述 と 修
飾、6 巻 語彙範疇（I）−動詞、7 巻 語彙範疇（II）−名
詞、形容詞、前置詞、8 巻 機能範疇、9 巻 極性と作
用域、10 巻 左方移動、11 巻 右方移動と焦点化、12
巻 束縛と削除、13 巻 英語から日本語を見る（品薄）、
14 巻 アクセントとリズム、15 巻 音節とモーラ、16
巻 語の仕組みと語形成、17 巻 語の意味と意味役割、
18 巻 文法におけるインターフェイス、19 巻 認知文
法の新展開−カテゴリー化と用法基盤モデル、20 巻
認知意味論の新展開−メタファーとメトニミー、21
巻 関連性理論の新展開−認知とコミュニケーション

日本語のシンタクスと意味

講座・教科書

基礎日本語文法 改訂版

2.2.0.3 日本語

＜著＞益岡隆志 / 田窪行則
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。「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。

A Course in Modern Japanese
[Revised ed.] vol.1
２０２２年言語学図書総目録

＜編＞名古屋大学日本語教育研究グループ
アカデミック・ジャパニーズ（学校で使う日本語）の基
礎を培うことを目的とした初級日本語教科書。基礎的
文法力に加え、コミュニケーション能力などの様々な
スキルを獲得できるよう編集した好評テキスト。

A5 264 頁 1992 年 ISBN978-4-87424-066-3 C3081
税込 2420 円
くろしお出版

言語景観から学ぶ日本語

B5 322 頁 2002 年 ISBN978-4-8158-0425-1 C2081
税込 3080 円
名古屋大学出版会

分類２｜講座・教科書

＜著＞磯野英治
街にある看板、ポスター、案内表示、ラベルやステッ
カー等の観察を通して言葉のしくみや役割を学習す
る。言語学的な物の見方の初歩を学ぶとともに、方言
使用や国際化・多民族化といった言語使用の社会的背
景も扱う。

新刊

新しい国語表記ハンドブック 第九
版

A5 160 頁 2020 年 ISBN978-4-469-21381-2 C3081
税込 1760 円
大修館書店

＜編＞三省堂編修所
日本語表記の目安を網羅する実用資料集の最新改訂
版。新たに、令和 3 年 3 月文化審議会国語分科会報告
{「新しい「公用文作成の要領」に向けて」を抜粋収
録。現代語の書き表し方がすべてわかる。

国語を教えるときに役立つ基礎知識
88

四六 336 頁 2021 年 ISBN978-4-385-21145-9 C0081
税込 990 円
三省堂

＜著＞山田敏弘
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。

ガイドブック日本語史

＜著＞大木一夫
通史としてではなく言語の歴史を明らかにするさまざ
まな方法からみた日本語史の概説書。日本語を例にし
て、言語の歴史を明らかにする方法を多面的・総合的
に概説する。

A5 192 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-848-5 C1081
税込 1650 円
くろしお出版

A5 264 頁 2013 年 ISBN978-4-89476-615-0 C1081
税込 2420 円
ひつじ書房

ココが面白い！ 日本語学

＜編＞岡﨑友子 / 堤良一 / 松丸真大 / 岩田美穂
新しいタイプの日本語学の教科書。歴史、方言、現代
語をバランスよく収録し、日本語学で必要なトピック
を、面白く解説する。各章にタスクが付いているの
で、半期または 1 年の講義のテキストに最適の一冊。

ガイドブック日本語文法史

＜編＞高山善行 / 青木博史
「モダリティ」「係り結び」など日本語文法史の基本テ
ーマをわかりやすく解説。日本語学だけでなく言語
学、日本語教育、国語教育、古典文学など、幅広いニ
ーズに応える。

A5 234 頁 2017 年 ISBN978-4-904595-90-9 C1081
税込 1760 円
ココ出版

A5 216 頁 2010 年 ISBN978-4-89476-489-7 C3080
税込 2090 円
ひつじ書房

実践 日本語表現

―短大生・大学 1 年生のためのハンドブック―
＜編＞松浦照子
コミュニケーションの基本から調べる、書く、読むと
いったアカデミックスキル、そして敬語の使い方や就
職活動への備えまでを 1 冊で網羅。教育実践現場で磨
かれた実践テキストブック。

基礎日本語学

＜編＞衣畑智秀
過不足のない記述で日本語学の諸分野を包括的にカバ
ーし、日本語学を学びたい、または知りたいと思った
ときに、まず一番初めに手にとるべき日本語学入門の
決定版。

B5 158 頁 2017 年 ISBN978-4-7795-1174-5 C1037
税込 2200 円
ナカニシヤ出版

A5 352 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-946-5 C1081
税込 1980 円
ひつじ書房
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実例で学ぶ認知意味論

データで学ぶ日本語学入門

＜著＞籾山洋介
日本語表現の意味やその成り立ちを考えながら、それ
を補強する形で解説を展開する認知言語学・意味論の
入門テキスト。
A5 232 頁 2020 年 ISBN978-4-327-37824-0 C3081
税込 2200 円

研究社

A5 168 頁 2017 年 ISBN978-4-254-51050-8 C3081
税込 2860 円
朝倉書店

新ここからはじまる日本語学

＜著＞伊坂淳一
入門テキストとして好評を博した 1997 年初版を大幅
改訂。近年の言語資料を追加し、内容を全面的に改め
た。現代の生きた言葉遣いを出発点に、日本語の仕組
みを考える。

新刊

とりあえず日本語能力試験対策

大学 1 年生のための日本語技法

＜編＞長尾佳代子 / 村上昌孝
大好評！ 書き込み可能のワークブック。「コピペ」
にならないよう、文章引用のルールやパターンを覚
え、論理的に書くための徹底した反復練習で、大学生
のうちに身につけなければならない作文の基礎を磨く。

B5 88 ～ 128 頁 2021 年  C0081
税込 880 円

ココ出版

24 週日本語文法ツアー

＜著＞益岡隆志
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。

B5 108 頁 2015 年 ISBN978-4-7795-0902-5 C1037
税込 1870 円
ナカニシヤ出版

大学生のための日本語問題集

＜編＞山下由美子 / 中﨑温子 / 仲道雅輝 / 湯川治敏 /
小松川浩
初年次教育をはじめ、リメディアル教育、入学前教育
など幅広いレベルに対応した大学での学びに役立つ日
本語問題集。オンライン教材へのアカウントとパスワ
ード付き。解答・解説をダウンロードして自学自習も
可能。

A5 176 頁 1993 年 ISBN978-4-87424-084-7 C3081
税込 2420 円
くろしお出版

日本語学トレーニング 100 題

＜著＞柿木重宜
大学や短期大学の日本語学のテキストとしてはもちろ
ん、就職活動の前や、働き始めてからも日本語を改
めて学ぶために！ 100 の問題を通して、楽しみなが
ら、自分で考えて、より深く学ぶ日本語学入門！

B5 136 頁 2017 年 ISBN978-4-7795-1209-4 C1037
税込 1980 円
ナカニシヤ出版

A5 変 172 頁 2017 年 ISBN978-4-7795-1211-7 C1081
税込 2200 円
ナカニシヤ出版

大修館 最新国語表記ハンドブック

＜編＞大修館書店編集部
2010 年改定の常用漢字表など、国語表記の各種資料
を収録。問題となることが多い事項については語例集
や検索表を作成し、調べやすく使いやすい構成に。同
音異義語や書き間違えやすい漢字の情報も充実。

日本語文法練習帳

＜著＞山田敏弘
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。

四六 256 頁 2012 年 ISBN978-4-469-22219-7 C2081
税込 770 円
大修館書店

B5 120 頁 2015 年 ISBN978-4-87424-655-9 C0081
税込 1320 円
くろしお出版
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分類２｜講座・教科書

＜著＞上田暢美 / 内田嘉美 / クワジマタクオ / 桑島卓
男 / ヌカノエミコ / 糠野永未子 / ヨシダカオリ / 吉田
歌織 / ワカバヤシサエリ / 若林佐恵里 / アダチマリエ
/ 安達万里江
N1 文法 978-4-86676-040-7 ▲ N1 文字・語彙 978-486676-041-4 ▲ N1 読解 978-4-86676-042-1

A5 344 頁 2016 年 ISBN978-4-89476-710-2 C1081
税込 1980 円
ひつじ書房

２０２２年言語学図書総目録

＜監修＞計量国語学会
＜編＞荻野綱男 / 伊藤雅光 / 丸山直子 / 長谷川守寿 /
荻野紫穂
いまや現象を数量的に考えるのはあたりまえ。日本語
も、まずは、数えてみよう。日本語学と統計、両方の
初心者に、ことばをデータに置き換えるのは決して難
しくないことを解説。

講座・教科書

＜アクティブ・ラーニング対応＞日
本語を分析するレッスン

2.2.0.5 英米語

A Passage to English〔第 5 版〕

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞野田尚史 / 野田春美
「しりとり」「若者ことば」「マンガ」「漫才」などのこ
とばに関わる身近な話題ごとに章を設定し、学生同士
の議論を通じて言語分析の基本的な方法が身につくよ
うにした全く新しいタイプの「日本語学」テキスト。

―大学生のための基礎的英語学習情報―
＜編＞九州大学英語共通教科書編集委員会
本書は、英語学習の基礎的情報を一冊に網羅した画期
的な教科書である。英語の情報をミクロからマクロへ
と体系的に整理し、またオリジナルの例文を添え、コ
ミュニカティブな面にも心を配っている。レファレン
ス・ブックとしても最適。

A5 176 頁 2017 年 ISBN978-4-469-21362-1 C3081
税込 1650 円
大修館書店

B5 126 頁 2007 年 ISBN978-4-87378-939-2 C3082
税込 2200 円
九州大学出版会

はじめての語用論

分類２｜講座・教科書

―基礎から応用まで―
＜編・著＞加藤重広 / 澤田淳
本書は語用論の入門テキストで、基礎から応用まで幅
広く解説。最新の研究動向を数多く盛り込んでいるの
で、これから語用論を学び始める人に最適の 1 冊です。

Sounding Natural in English

＜著＞山根キャサリン
＜注釈＞内田聖二
カタカナ語を英語として使用することで起こる間違
い、不自然な言い回し、動詞の使い分けなど、日本人
が英語を使うときに注意すべきことを解説。英語を学
ぶ人に役に立つ。

A5 290 頁 2020 年 ISBN978-4-327-37823-3 C3080
税込 2750 円

研究社

緑の日本語学教本

B5 116 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-863-5 C1082
税込 1760 円
ひつじ書房

＜著＞藤田保幸
授業で使いやすい教材、授業が展開しやすい教材とい
う考え方で一貫して編集された、従来とは異なる考え
方に立った新しい日本語学（国語学）概論用のテキス
ト。豊富な例題・復習問題を掲載。

はじめての英語学 改訂版

＜著＞大井恭子 / 木全睦子 / 森田彰 / 高尾享幸
＜編・著＞長谷川瑞穂
英語ということばの輪郭と背景を身近なところからわ
かりやすく解説した、好評の英語学の入門書の改訂
版。改訂にあたっては、できるだけ新しい情報を加
え、「課題」も追加するなどした

A5 172 頁 2010 年 ISBN978-4-7576-0541-1 C1381
税込 1430 円
和泉書院

やさしい日本語のしくみ 改訂版

―日本語学の基本―
＜著＞庵功雄 / 日高水穂 / 前田直子 / 山田敏弘 / 大和
シゲミ
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。

A5 224 頁 2014 年 ISBN978-4-327-40165-8 C3082
税込 2750 円

研究社

ファンダメンタル英語学 改訂版

＜著＞中島平三
英語学入門テキストとして好評の 1995 年初版を大幅
改訂。新たな分析法や説明法を追加。英語学の中核を
なす統語論・形態論・音韻論・意味論の基礎を簡潔・
丁寧に提示する。

A5 112 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-830-0 C0080
税込 1100 円
くろしお出版

A5 160 頁 2011 年 ISBN978-4-89476-575-7 C1080
税込 1540 円
ひつじ書房

ワークブック 日本語の歴史

＜著＞岡﨑友子 / 森勇太
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。

ベーシック新しい英語学概論

＜著＞平賀正子
異文化コミュニケーションという視点を軸に、母語英
語・国際英語の両面から、今や世界の共通語として認
識される英語について概説する新しいタイプの英語学
概論教科書。

B5 144 頁 2016 年 ISBN978-4-87424-706-8 C1081
税込 1650 円
くろしお出版

A5 228 頁 2015 年 ISBN978-4-89476-554-2 C1080
税込 1870 円
ひつじ書房

40

ベーシック英語構文文法

2.2.0.8 その他

＜著＞大谷直輝
近年注目を浴びる構文文法について、体系的に統括し
た日本では初めての概説書。構文文法の理論全体を体
系的に捉えようとしている点に特徴があり幅広いテー
マを扱う。

フィンランド語のすすめ 初級編

A5 248 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-940-3 C1080
税込 1980 円
ひつじ書房

A5 264 頁 2004 年 ISBN978-4-327-39410-3 C0087
税込 3520 円

ベーシック生成文法

研究社

＜著＞岸本秀樹
英語だけでなく日本語の言語現象を通して、生成文法
の考え方を学ぶことができ、人文系以外の学生にも、
文法について考えるきっかけを与えることを意図す
る、学部生向けの教科書。

フィンランド語のすすめ 中級編

A5 160 頁 2009 年 ISBN978-4-89476-426-2 C1080
税込 1760 円
ひつじ書房

A5 272 頁 2004 年 ISBN978-4-327-39411-0 C0087
税込 3520 円

役に立つ英語口語表現集

研究社

＜著＞宗正佳啓
「使える英語」を念頭においた、口語表現に関する問
題集。日常生活でよく使われる口語表現、熟語、こと
わざなどを収録。空欄補充の問題を通して英語の口語
表現の定着を図れるようになっている。

満洲語文語入門

＜編・著＞河内良弘 / 清瀬義三郎則府
清朝初期の古文書や文学書を読むには文語満洲語が不
可欠である。旧版の『満洲語文語文典』を母体とし、
読者の強い要望をうけて執筆された本書は、学習の実
践の場から生まれた独習できる満洲語テキストである。

A5 120 頁 2011 年 ISBN978-4-7985-0061-4 C3082
税込 2200 円
九州大学出版会

A5 222 頁 2002 年 ISBN978-4-87698-445-9 C3087
税込 3520 円
京都大学学術出版会

ランゲージ・ファイル

―英語学概論―
＜編＞オハイオ州立大学言語学科
＜訳＞筧壽雄 / 西光義弘 / 嶋村誠
「言語学的英語学」の成果を取り入れるだけでなく、
そこに至るための研究方法や分析技術の導入までを観
点に入れた英語学テキスト。

2.2.0.9 言語学［総合的なもの］

First Steps in English Linguistics（2nd
edition）

A5 350 頁 1999 年 ISBN978-4-327-41055-1 C3082
税込 3850 円

―英語言語学の第一歩―
＜著＞影山太郎 / デ・シェン，ブレント / 日比谷潤子
/ 立木ドナ
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。

研究社

Language Change

＜著＞ R. L. Trask
＜注釈＞家入葉子
英語の史的変化を、語彙・発音・綴り字・文法・意味
などの側面からわかりやすく解説したテキスト。原著
に日本の学習者向けの注釈と練習問題を追加したリプ
リント版。

B5 ＋ 音声CD 168 頁 2004 年 ISBN978-4-87424-277-3
C3082
税込 1760 円
くろしお出版

菊 144 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-999-1 C1080
税込 1870 円
ひつじ書房
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分類２｜講座・教科書

＜著＞佐久間淳一
中級レベルまでのフィンランド語の文法を本格的に学
習するための教科書。初級レベルにとどまることなく
さらに学習を進めることができる。巻末に練習問題解
答、事項索引、単語索引付き。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞佐久間淳一
フィンランド語を学ぶ人のための、日常表現から基礎
文法までをカバーした新しい教科書。各課にフィンラ
ンドの基本情報を紹介するコーナーを設け、巻末に練
習問題解答、事項索引、単語索引付き。

講座・教科書

朝倉日英対照言語学シリーズ

現代言語学 20 章

２０２２年言語学図書総目録

―ことばの科学―
＜著＞ユール，G
＜訳＞今井邦彦 / 中島平三
言語社会学、言語習得、脳のメカニズムやコンピュー
タとの関連なども含めた言語学の最新の研究動向を、
かみくだいてまとめた本書は、“ ことばを科学する ”
ための格好の入門書。

分類２｜講座・教科書

1 言語学入門 西原哲雄 編
ISBN978-4-254-51571-8
2 音声学 服部義弘 編
ISBN978-4-254-51572-5
3 音韻論 菅原真理子 編
ISBN978-4-254-51573-2
4 形態論 漆原朗子 編
ISBN978-4-254-51574-9
5 統語論 田中智之 編
ISBN978-4-254-51575-6
6 意味論 中野弘三 編
ISBN978-4-254-51576-3
7 語用論 中島信夫 編
ISBN978-4-254-51577-0
160 ～ 180 頁 2012 年  C3381
税込 2860 ～ 3080 円

A5 320 頁 1987 年 ISBN978-4-469-21145-0 C3080
税込 2860 円
大修館書店

新刊

自由研究 ようこそ！ ことばの実
験室（コトラボ）へ
＜著＞松浦年男
工作や理科の実験だけじゃない。ことばの研究をやっ
てみよう！ 小学生向けに、ことばの面白いトピック
を取り上げ、実験を通してことばの仕組みを考えたり
知ることができる。

朝倉書店

言語学入門

A5 152 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1108-3 C8080
税込 1540 円
ひつじ書房

―これから始める人のための入門書―
＜著＞佐久間淳一 / 加藤重広 / 町田健
各章に問題をつけ、巻末に解答をつけた実践的な内
容。大学生や言語学の基礎的な知識を身につけたい一
般の方、大学テキストや日本語教師を目指す人の資格
試験「日本語教育能力検定試験」の対策としても最適。

入門ことばの科学

＜著＞田中春美 / 樋口時弘 / 家村睦夫 / 五十嵐康男 /
下宮忠雄 / 田中幸子
好評のロングセラー『言語学入門』の執筆陣が、現代
言語学のトピックスをかみくだいて解説した “ ことば
を科学する ” ための手引き。練習問題付。

A5 172 頁 2004 年 ISBN978-4-327-40138-2 C0081
税込 1980 円

研究社

A5 256 頁 1994 年 ISBN978-4-469-21187-0 C3080
税込 2200 円
大修館書店

言語学入門

＜著＞田中春美 / 家村睦夫 / 五十嵐康男 / 倉又浩一ほ
か
できるだけわかりやすく、各分野の歴史的および現在
の展望を解説した入門書である。興味をもった読者ま
たは教授者のために、研究テーマと参考書目を各章末
に付した。

入門ことばの世界

＜編・著＞瀬田幸人 / 保阪靖人 / 外池滋生 / 中島平三
最新の情報を盛り込みながら、日本語や英語を中心に
「ことばの不思議」を紐解く言語学入門。欄外にポイ
ントやキーワードをまとめるなど、学習しやすさへの
配慮を施し、知識の確認ができる練習問題も充実させ
た。

B6 274 頁 1975 年 ISBN978-4-469-21045-3 C3080
税込 1815 円
大修館書店

B5 176 頁 2011 年 ISBN978-4-469-21330-0 C3080
税込 1980 円
大修館書店

言語学への招待

＜編＞中島平三 / 外池滋生
言葉にアプローチするための視点と方法を具体的に提
示する初めての方のための言語学入門。短期大学およ
び四年制大学の教養課程で開講されている「言語学概
論」用の新しいテキスト。

入門 語用論研究

―理論と応用―
＜編＞小泉保
語用論は言外の意味を究明することが目的である。基
礎となる直示、推意、前提、言語行為、丁寧さ、談話
分析などについて平易に解説し、応用として文学や認
知言語学、言語習得、語法研究との関連まで含む入門
書。

A5 296 頁 1994 年 ISBN978-4-469-21184-9 C3080
税込 2200 円
大修館書店

A5 254 頁 2001 年 ISBN978-4-327-40126-9 C3080
税込 2970 円

研究社
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はじめての人の言語学

2.2.1
語彙（論）

＜著＞上山あゆみ
身近な話題をもとに、言語学のおもしろさや分析の方
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。

新刊

近代の語彙（2）

―日本語の規範ができる時代―
＜編＞飛田良文
西洋文化の導入により江戸語から標準語が作られてい
く様を探る。[ 内容 ] 仮名垣魯文，三遊亭円朝，森鴎
外，夏目漱石，芥川龍之介，山本有三，永井荷風，国
定読本，国定教科書地理・修身，ラジオ放送，のらく
ろ軍隊用語。

学びのエクササイズ ことばの科学

＜著＞加藤重広
ことばに関心のある人なら知っておきたいことや考え
方、言語学というしかつめらしい学問に入門する前に
気づいておくべき現実やその問題点を扱っています。

A5.148 頁.2007 年.ISBN978-4-89476-336-4.C1081
税込 1320 円
ひつじ書房

学びのエクササイズ 認知言語学

新刊

シリーズ〈日本語の語彙〉２

＜著＞谷口一美
認知言語学についての重要で興味深いトピックを集
め、その視点から、15 章構成で認知言語学のエッセ
ンスや考え方を学ぶ入門書。

古代の語彙

―大陸人・貴族の時代―
＜編＞佐藤武義
大陸の影響下に育った日本古代の語彙が独自のことば
として自立し広がる様相を探る [ 内容 ] 日本書紀，風
土記，音義書，古辞書，古今和歌集，枕草子，源氏
物語，栄花物語，日本霊異記，御堂関白記，今昔物語
集，古本説話集

A5.144 頁.2006 年.ISBN978-4-89476-282-4.C1081
税込 1320 円
ひつじ書房

新刊

やさしい言語学

A5 判.196 頁.2021 年.ISBN978-4-254-51662-3.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

―広くやさしく学べる、一番最初の入門書―
＜著＞高橋留美 / 大塚みさ / 杉本淳子 / 田中幹大
「言語学」と言われて思い浮かべる主だった分野を見
渡せる概説書です。例を多く入れ、やさしい言葉で説
明してあるので、言語学を勉強するための最初の 1 冊
に最適です。半期の授業にも使いやすい全 14 章構成。

新刊

日本語ライブラリー

辞書の成り立ち

A5.252 頁.2021 年.ISBN978-4-327-37748-9.C0081
税込 2420 円

＜編・著＞沖森卓也 / 木村義之
日本語の辞書，特に国語辞典と漢和辞典を例にし，辞
書に関するさまざまな疑問点を解説。〔内容〕国語辞
典（見出し／語の構成要素／歴史的仮名遣い他）／漢和
辞典（見出し／音と訓／字形他）／辞書の歴史と分類／
日本の辞書

研究社

A5 判.184 頁.2021 年.ISBN978-4-254-51619-7.C3381
税込 3190 円
朝倉書店
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A5 判.216 頁.2022 年.ISBN978-4-254-51666-1.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

２０２２年言語学図書総目録

シリーズ〈日本語の語彙〉６

A5.232 頁.1991 年.ISBN978-4-87424-051-9.C3080
税込 2420 円
くろしお出版

講座・教科書

シリーズ〈日本語の語彙〉8

2.2.1.1.日本語

方言の語彙

シリーズ〈日本語の語彙〉4

―日本語を彩る地域語の世界―
＜編＞小林隆
方言の語彙を，自然，歴史，発想，分布，世代，継
承，社会支援との関係など様々な観点から探る。

近世の語彙
２０２２年言語学図書総目録

――身分階層の時代――
＜編＞小野正弘
社会が安定し文化が花開く近世に士農工商身分の下に
どのような語彙が使われたのか資料から探る。

A5.216 頁.2018 年.ISBN978-4-254-51668-5.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

A5.212 頁.2020 年.ISBN978-4-254-51664-7.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

2.2.2
意味（論）

シリーズ〈日本語の語彙〉5

近代の語彙（1）

分類２｜講座・教科書

――四民平等の時代――
＜編＞陳力衛
外国語との接触で新語が次々に創り出された近代の語
彙を新聞・雑誌・文学作品・辞書等から探る。

現代意味論入門

＜著＞吉本啓 / 中村裕昭
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。

A5.224 頁.2020 年.ISBN978-4-254-51665-4.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

シリーズ〈日本語の語彙〉7

A5.272 頁.2016 年.ISBN978-4-87424-676-4.C3080
税込 2970 円
くろしお出版

現代の語彙

――男女平等の時代――
＜編＞田中牧郎
女性の地位が向上し，グローバル化，インターネット
等で未曾有の変化を続ける現代の語彙を探る

2.2.3
形態論

A5.208 頁.2019 年.ISBN978-4-254-51667-8.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

シリーズ〈日本語の語彙〉１

2.2.3.1.日本語

語彙の原理

敬語だけじゃない敬語表現

――先人たちが切り開いた言葉の沃野――
＜編＞石井正彦
第 2 巻以降の記述を理解する上で前提となる，語彙と
語に関わる諸分野・諸方面の原理的な事柄

―心づかいと思いやりを伝える「丁寧さ」―
＜著＞蒲谷宏
「仰る」「伺う」などの敬語を使わなくても、表現を工
夫して、相手への心づかいを伝えることで「丁寧さ」
は表せる。どう表現すれば丁寧になるのか、どのよう
なしくみで丁寧になるのかを解説する。

A5.208 頁.2019 年.ISBN978-4-254-51661-6.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

四六.136 頁.2015 年.ISBN978-4-469-22245-6.C3081
税込 1650 円
大修館書店

シリーズ〈日本語の語彙〉3

中世の語彙

――武士と和漢混淆の時代――
＜編＞安部清哉
和・漢が混淆し深化していく中世の語彙を，武士に一
般庶民さらに外国人が使った日本語から探る。

敬語表現ハンドブック

＜著＞蒲谷宏 / 金東奎 / 高木美嘉
人と人とがどう関係を築きそれをどう維持するか―。
｢待遇コミュニケーション｣ の理念に基づき、敬語表
現に関する情報をわかりすくまとめたハンドブック。

A5.224 頁.2020 年.ISBN978-4-254-51663-0.C3381
税込 4070 円
朝倉書店

A5.210 頁.2009 年.ISBN978-4-469-22199-2.C3081
税込 1980 円
大修館書店
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日本語を書くトレーニング

四六.176 頁.2014 年.ISBN978-4-469-22235-7..C3081
税込 1540 円
大修館書店

A5.128 頁.2003 年.ISBN978-4-89476-177-3.C1081
税込 1100 円
ひつじ書房

―まずはこれだけ 三つの基本―
＜著＞蒲谷宏
どんな場面でも自信を持って敬語が使えるようになる
ために、「高くする敬語」「改まりを示す敬語」「恩恵
を表す敬語」の三つの基本を軸にした解説と、多数の
例文・練習問題で敬語の基礎的な知識と使い方を学ぶ。

＜著＞野田尚史 / 森口稔
新しい発想にもとづく日本語表現のテキストブック。
メールで先生に問い合わせをする、レストランのメニ
ューをわかりやすく直すなど、日常生活に密着した言
語活動をサポートするテキスト。2014 年改訂、第 2
版。

待遇コミュニケーション論

はじめよう、ロジカル・ライティン
グ
＜著＞名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校国語
科
＜執筆協力＞戸田山和久
中学生から社会人までを対象とする日本語表現の教科
書。「論理的」とはどういうことかに始まり、他者の
意見やデータを分析し、自己の主張や提案につなげる
までを身につける。

A5.352 頁.2013 年.ISBN978-4-469-22227-2.C3081
税込 3080 円
大修館書店

B5.224 頁.2014 年.ISBN978-4-89476-700-3.C1081
税込 1760 円
ひつじ書房

2.2.5
文章論

ピアで学ぶ大学生の日本語表現［第
2 版］

―プロセス重視のレポート作成―
＜著＞大島弥生 / 池田玲子 / 大場理恵子 / 加納なおみ
/ 高橋淑郎 / 岩田夏穂
2005 年の初版刊行後、変化した学生生活に合わせて
リニューアル。相手に伝わるレポートの書き方・発表
のし方を身につけるための実践的表現活動をタスク化
したテキスト。

グループワークで日本語表現力アッ
プ

＜著＞野田春美 / 岡村裕美 / 米田真理子 / 辻野あらと
ほか
グループワークを活用した大学初年次向けの文章表現
のテキスト。文章表現の基本的な知識や姿勢からレポ
ート執筆まで、豊富な課題で楽しく学び、効果的に習
得できる。

B5.150 頁.2014 年.ISBN978-4-89476-709-6.C3081
税込 1760 円
ひつじ書房

A5.176 頁.2016 年.ISBN978-4-89476-802-4.C1081
税込 1540 円
ひつじ書房

失敗から学ぶ大学生のレポート作成
法

＜著＞近藤裕子 / 由井恭子 / 春日美穂
大学初年次を対象としたレポート作成法のテキスト。
学生が失敗しがちな例を挙げながら、レポートにふさ
わしい表記、引用ルールから作成プロセスまで基礎か
ら段階的に学ぶ。

A5.132 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-970-0.C1081
税込 1760 円
ひつじ書房

45

分類２｜講座・教科書

＜著＞蒲谷宏
他人とコミュニケーションをとろうとするとき、どん
な場面で、どのようなことに注意して表現するのか。
敬語表現などを中心に、実際に使用される表現を分析
しつつ、コミュニケーションの仕組みについて明らか
にしていく。

２０２２年言語学図書総目録

敬語マスター

講座・教科書

大学生と留学生のための論文ワーク
ブック

2.2.5.1 日本語

基礎からわかる書く技術
２０２２年言語学図書総目録

＜著＞浜田麻里 / 平尾得子 / 由井紀久子
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。

＜著＞森口稔 / 中山詢子
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。

B5 192 ＋ 32 頁 1997 年 ISBN978-4-87424-127-1 C3081
税込 2750 円
くろしお出版

A5 140 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-809-6 C0037
税込 1430 円
くろしお出版

新刊

ついスマホに頼ってしまう人のため
の日本語入門

新刊

分類２｜講座・教科書

これから研究を書くひとのためのガ
イドブック［第 2 版］

＜著＞堀田あけみ / 村井宏栄
正しく伝える、豊かに語る！ 作家歴 40 年のプロと
日本語学者が、日本語のとっておきの秘訣を教えま
す。日本語の運用能力をチェックしましょう！

―ライティングの挑戦 15 週間―
＜著＞佐渡島紗織 / 吉野亜矢子
「思考を整理して、分かりやすく、科学的に」伝える
ための技能や文献研究、テーマの設定から論文の評価
まで段取りをマスターできる。好評の 2008 年初版を
改訂。

四六 160 頁 2021 年 ISBN978-4-7795-1569-9 C0081
税込 1980 円
ナカニシヤ出版

A5 274 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1089-5 C1080
税込 2200 円
ひつじ書房

2.2.5.3 英米語
新刊

英語科学論文をどう書くか

これなら書ける！ 説得力のある小
論文

―新しいスタンダード―
＜著＞保田幸子
英語科学論文執筆のためのガイドブック。科学論文に
関する様々な伝統的通説を反証し、新しい科学論文執
筆法を解説する。読み手を引き付ける論文のコツを網
羅的に学べる一冊。

＜著＞山本裕子 / 本間妙 / 中林律子
自分の主張、考えを伝える「論理的な」文章を書く力
が身につくテキスト。説得力のある文章を書くには、
まずしっかり考える必要があるというコンセプトのも
と、4 つの「考える」ステップを踏んで原稿執筆へと
進む。

B5 232 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1080-2 C1080
税込 2640 円
ひつじ書房

B5 100 頁 2019 年 ISBN978-4-86676-015-5 C1081
税込 1760 円
ココ出版

英語教育論文執筆ガイドブック

―ジャーナル掲載に向けたコツとヒント―
＜編・著＞廣森友人
作文と論文の違いとは？ 研究課題を立てる際のポイ
ントとは？ 査読コメントにはどう対応すべきか？
……学会ジャーナルに “ 掲載される ” 論文を書くため
の「型」と「作法」を伝授する。

これなら書ける！ 文章表現の基礎
の基礎

＜著＞山本裕子 / 本間妙 / 中林律子
例を見ながら 5 つのステップを踏んで書き進めること
で、文章作成につながる考え方の基本と、その考えを
表現する基礎が身につく。大学・専門学校の初年次教
育、文章表現の授業、留学生の日本語授業に最適のテ
キスト。

A5 178 頁 2020 年 ISBN978-4-469-24639-1 C3082
税込 1870 円
大修館書店

B5 82 頁 2018 年 ISBN978-4-904595-97-8 C0081
税込 1320 円
ココ出版
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2.2.6
音声学

2.3.0
一般的なもの
言語学フォーエバー

2.2.6.1.日本語
＜編・著＞松森晶子 / 新田哲夫 / 木部暢子 / 中井幸比
古
学習しやすい基本編・発展編の 2 部構成。東京方言を
はじめとして、鹿児島方言や京都方言、さらには琉球
方言まで解説。「ポイント解説」と理解度を確認でき
る「練習問題」、楽しめる 47 の「コラム」。

四六.296 頁.2002 年.ISBN978-4-469-21274-7.C3080
税込 2420 円
大修館書店

ことばの宇宙への旅立ち

A5.224 頁.2012 年.ISBN978-4-385-36531-2.C0081
税込 2090 円

ビジュアル音声学

＜著＞川原繁人
豊富な図・グラフ・表を用いながら、音声コミュニケ
ーションのシステムを知る待望の書。序章・調音音声
学・音響音声学・知覚音声学・終章から構成。掲載図
表約 150 点、楽しめるコラム約 60 点。

ことばの宇宙への旅立ち.
ISBN978-4-89476-393-7..税込 1650 円
ことばの宇宙への旅立ち 2.
ISBN978-4-89476-429-3..税込 1430 円
ことばの宇宙への旅立ち 3.
ISBN978-4-89476-476-7..税込 1760 円
四六.176 ～ 284 頁.2008 ～ 2010 年..C1081
税込 1430 ～ 1760 円

A5.240 頁.2018 年.ISBN978-4-385-36532-9.C1080
税込 2530 円

三省堂

2.2.7
音韻論

ひつじ書房

ことばの歴史

＜著＞フィッシャー，ロジャー・スティーヴン
＜訳＞鈴木晶
アリのことばからインターネットのことばまで、幅広
く「ことば」をとらえて展開する言語一般の歴史の入
門書。インターネットの出現で英語の世界言語として
の地位は高まる一方だが、言語の未来についても詳述
する。

2.2.7.6.その他

トルコ語と現代ウイグル語の音韻レ
キシコン

＜著＞菅沼健太郎
トルコ語と現代ウイグル語を対象に、それぞれの音
韻レキシコンの構造を明らかにし、「核と周辺」構造
（Core-periphery structure）を中心とした音韻レキシ
コン理論の妥当性検証に挑む。

四六.342 頁.2001 年.ISBN978-4-327-40125-2.C3080
税込 3080 円
研究社

A5.226 頁.2017 年.ISBN978-4-7985-0217-5.C3087
税込 6050 円
九州大学出版会

2.3.0.1.日本語

日本人の知らない 日本一の国語辞
典

＜著＞松井栄一
「辞典と辞書、字引の違い」「芥川龍之介は辞典を “ 読
んだ ”」「料金表示の “ 大人／小人 ” の読み方」「“ マジ
⁉ ” は江戸時代から」などのトピックとともに、日
本一の国語辞典『日本国語大辞典』の編集・完成まで
の裏側を紹介。
新書.192 頁.2014 年.ISBN4-09-825204-6.C0281
税込 770 円

小学館
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―10 代からの言語学―
＜編＞大津由紀雄
ことばの研究の面白さ、興味深さを方言や古文、歌舞
伎のセリフなど、身の回りの疑問から、第一線の言語
学者が語る。ことばの面白さの世界に進んでいく。人
気のシリーズ。（全 3 巻）

三省堂

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞千野栄一
言語と言語学を愛してやまなかった著者による珠玉の
精選エッセイ集。ラーメンの命名論からスラブの文字
まで、ことばの面白さと奥深さを語る、目からウロコ
が落ちる 17 篇。遺稿「私の考える言語学」を収める。

日本語アクセント入門

講座・教科書

和泉選書 190

新刊

ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ 3

葭の髄からのぞく日本語

接辞から見た英語

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞工藤力男
プロ野球の球団名の愛称が、横浜は「ベイスターズ」
なのに、阪神はなぜ「タイガース」なのかなど、とも
すると見過ごされがちな、日本語の諸現象に焦点を絞
って考える十二の考察と三つの発言を収めたエッセイ
集。

―語彙力向上をめざして―
＜著＞西川盛雄
英語を学ぶには語の仕組みについて知ることが重要。
語の仕組みや意味や語源を知るには接辞が重要な要
素。英語の接辞付与による語形成について分かりやす
く具体的に説明する。

四六 200 頁 2020 年 ISBN978-4-7576-0982-2 C0395
税込 1430 円
和泉書院

四六 172 頁 2021 年 ISBN978-4-89476-932-8 C1082
税込 1760 円
ひつじ書房

2.3.0.3 英米語

謎解きの英文法

英語学セミナー

分類２｜講座・教科書

＜著＞久野暲 / 高見健一
ネイティヴ・スピーカーの用法を明らかに。大学生か
ら社会人、英語のプロまで目から鱗のシリーズ全 11
巻。

―思考鍛練のための言葉学―
＜編・著＞高橋勝忠 / 福田稔
英語学の多岐にわたる領域を基本概念から応用までわ
かりやすく解説。内容確認と検証能力を養うために練
習問題を設定し思考鍛練の場を提供。英語学の内容を
学生の興味度に基づいて編纂した画期的な書。

冠詞と名詞 ISBN978-4-87424-301-5
文の意味 ISBN978-4-87424-323-7
否定 ISBN978-4-87424-391-6
単数か 複数か ISBN978-4-87424-452-4
省略と倒置 ISBN978-4-87424-589-7
時の表現 ISBN978-4-87424-593-4
使役 ISBN978-4-87424-638-2
副詞と数量詞 ISBN978-4-87424-667-2
動詞 ISBN978-4-87424-724-2
形容詞 ISBN978-4-87424-776-1
助動詞 ISBN978-4-87424-886-7
四六 192 ～ 280 頁 2004 ～ 2022 年  C1082
税込 1540 ～ 1760 円

A5 212 頁 2001 年 ISBN978-4-88198-952-4 C3282
税込 2420 円

松柏社

英語辞書マイスターへの道

＜著＞関山健治
ま じ め な 英 語 学 習 は「辞 書 に 始 ま り、辞 書 に 終 わ
る」。冊子辞書から電子辞書・辞書アプリまで、最新
の辞書メディアも含めた活用法を、練習問題を解きな
がら身につける。

くろしお出版

B6 156 頁 2017 年 ISBN978-4-89476-823-9 C1082
税込 1760 円
ひつじ書房

ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ 2

Native Speaker にちょっと気になる
日本人の英語

英語上達 40 レッスン

――言語学から見た４技能の伸ばし方――
＜編＞畠山雄二
英語の四技能「読む・書く・聞く・話す」を効果的
に・理論的に上達させるための 40 レッスン。

＜著＞山根キャサリン
＜訳＞山根建二
日本人がカタカナ語を英語として使用することで起こ
る間違い、動詞の使い分けなど、日本人が英語を使う
ときに注意すべきことを解説。英語を学ぶ人に無くて
はならない一冊。

A5 200 頁 2020 年 ISBN978-4-254-51065-2 C3082
税込 3080 円
朝倉書店

四六 192 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-859-8 C1082
税込 1760 円
ひつじ書房

新えいご・エイゴ・英語学

＜編・著＞稲木昭子 / 堀田知子 / 沖田知子
好評「えいご・エイゴ・英語学」の全面改訂版。初心
者にもなじみやすい日英対照を取り入れながら、ミニ
マリスト・プログラム、認知言語学、社会言語学、さ
らにはコーパス言語学等々、英語学の全体像を捉えて
解説。
A5 252 頁 2002 年 ISBN978-4-7754-0004-3 C1082
税込 2750 円

松柏社
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言語論のランドマーク

2.3.0.6.その他

文系研究者になる

―「研究する人生」を歩むためのガイドブック―
＜著＞石黒圭
文系分野の大学院生・若手研究者の抱く、素朴な疑問
に丁寧に答えます。迷ってもつまずいても、一歩ず
つ、「研究する人生」を前に進めるための必読書。

四六.360 頁.1997 年.ISBN978-4-469-21215-0.C3080
税込 2640 円
大修館書店

A5.360 頁.2021 年.ISBN978-4-327-37907-0.C0037
税込 2970 円

研究社

2.3.2
一般言語学
言語研究入門

―生成文法を学ぶ人のために―
＜編＞大津由紀雄 / 池内正幸 / 今西典子 / 水光雅則
言語は人の脳に蓄えられた知識と考える立場から、言
語の性質や獲得、また理解の仕組み等をめぐる様々な
問題をわかりやすく解説。前半は生成文法の基礎とな
る考え方を示し、後半はさらに進んだ研究の一端を紹
介。

ウィトゲンシュタイン小事典

＜編＞山本信 / 黒崎宏
20 世紀が生んだ天才哲学者ウィトゲンシュタイン。
本事典はウィトゲンシュタインの哲学を時代順（前期
過渡期後期晩年）に整理するとともに、主要な著作か
らの哲学抄やキーワード解説を中心に、その全貌を捉
える。

A5.328 頁.2002 年.ISBN978-4-327-40130-6.C1080
税込 3850 円

四六.392 頁.1987 年.ISBN978-4-469-04245-0.C3580
税込 2640 円
大修館書店

研究社

言葉のシーン

言語と行為

―日常言語の分析―
＜編・著＞田路敏彦 / 阿部桂子
言葉に関する素朴な疑問を抱いたことがある人向け
の、言葉の国への格好のガイドブック。言語学の中心
分野の中から、興味深いテーマをピックアップし、読
み切りのコラム形式でやさしく解説する。

＜編＞オースティン，J
＜訳＞坂本百大
約束・任命・警告などを示す発話の行為遂行的な側面
に着目して、言語行為の分析から新たな言語論を樹立
した記念碑的労作。

A5.123 頁.1998 年.ISBN978-4-88198-893-0.C3080
税込 1760 円

四六.402 頁.1978 年.ISBN978-4-469-21072-9.C3080
税込 2640 円
大修館書店

松柏社

ソシュール小事典

言語のアクチュアリティに向けて

＜編＞丸山圭三郎
現代言語学のみならず 20 世紀の思想に多大な影響を
与えたフェルディナン・ド・ソシュール。巨人の全貌
を明らかにした待望の事典。

―ソシュールとメルロ・ポンティを中心に―
＜著＞宍戸通庸
言語の本質が「表層の下」に存在することを問い続け
るソシュールとポンティの思考の相違性を論じ、ソシ
ュールの「ラング」と「パロール」の二重性を「存在
論的差異」を論じたものと考えることで、ソシュール
とハイデガー思想との近似性を示唆する。

四六.398 頁.1985 年.ISBN978-4-469-04243-6.C3580
税込 3080 円
大修館書店

A5.160 頁.2013 年.ISBN978-4-7754-0188-0.C3082
税込 2420 円

松柏社
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分類２｜講座・教科書

2.3.1
言語哲学

２０２２年言語学図書総目録

―ソクラテスからソシュールまで―
＜著＞ハリス，R/ テイラー，T
＜訳＞斎藤伸治 / 滝沢直宏
「名前とは何か ?」── 2300 年もの間繰り返されてき
たこの熱き議論に終止符が打たれた。若い読者のため
に書かれた西洋思想史のバックボーン。

新刊

講座・教科書

チョムスキー小事典

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞今井邦彦
チョムスキー理論は言語学に革命を引き起こしたのに
とどまらず、心理学、哲学等々に多大なインパクトを
及ぼした。第一線の研究者を動員して、20 世紀の知
的巨人の全貌を浮き彫りにしたハンドブック。

四六 396 頁 1986 年 ISBN978-4-469-04244-3 C3580
税込 2860 円
大修館書店

2.3.2.6 その他

現代ドイツ言語学入門

分類２｜講座・教科書

―生成・認知・類型のアプローチから―
＜著＞吉田光演 / 保阪靖人 / 岡本順治 / 野村泰幸 / 小
川暁夫
ドイツ語とはどういう言語か。英語の親戚か。日本語
と似ている点はないか。本書は一般言語学的視点か
ら、ドイツ語を多角的に分析する。

A5 240 頁 2001 年 ISBN978-4-469-21269-3 C3084
税込 2750 円
大修館書店
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分類コード

頁

3.0.0..................言語理論
3.0.0.1
日本語
3.0.0.2
古典
3.0.0.3
英米語
3.0.0.4
韓国語
3.0.0.5
中国語
3.0.0.6
その他
3.0.0.7
記念論文集
3.1.0.............. 語彙・意味
3.1.0.1
日本語
3.1.0.2
古典
3.1.0.3
英米語
3.1.0.4
韓国語
3.1.0.5
中国語
3.1.0.6
その他
3.1.0.7
記念論文集
3.1.1..................語彙（論）
3.1.1.1
日本語
3.1.1.2
古典
3.1.1.3
英米語
3.1.1.4
韓国語
3.1.1.5
中国語
3.1.1.6
その他
3.1.2..................意味（論）
3.1.2.1
日本語
3.1.2.2
古典
3.1.2.3
英米語
3.1.2.4
韓国語
3.1.2.5
中国語
3.1.2.6
その他
3.2.0........................ 文法
3.2.0.1
日本語
3.2.0.2
古典
3.2.0.3
英米語
3.2.0.4
韓国語
3.2.0.5
中国語
3.2.0.6
その他
3.2.0.7
記念論文集
3.2.1..................... 形態論
3.2.1.1
日本語
3.2.1.2
古典
3.2.1.3
英米語
3.2.1.4
韓国語
3.2.1.5
中国語
3.2.1.6
その他
3.2.2..................... 統語論
3.2.2.1
日本語
3.2.2.2
古典
3.2.2.3
英米語
3.2.2.4
韓国語
3.2.2.5
中国語
3.2.2.6
その他
3.2.2.7
記念論文集
3.2.3..................... 文章論
3.2.3.1
日本語
3.2.3.2
古典
3.2.3.3
英米語
3.2.3.4
韓国語
3.2.3.5
中国語
3.2.3.6
その他

52
58
61
64
64
65
67
67

68
68
68
68
69
69
70
70
71

72
73
82
82
82
83
83

83
85
86
87
87
87
87

分類コード

3.3.0.............. 音声・音韻
3.3.0.1
日本語
3.3.0.2
古典
3.3.0.3
英米語
3.3.0.4
韓国語
3.3.0.5
中国語
3.3.0.6
その他
3.3.1..................... 音声学
3.3.1.1
日本語
3.3.1.2
古典
3.3.1.3
英米語
3.3.1.4
韓国語
3.3.1.5
中国語
3.3.1.6
その他
3.3.2..................... 音韻論
3.3.2.1
日本語
3.3.2.2
古典
3.3.2.3
英米語
3.3.2.4
韓国語
3.3.2.5
中国語
3.3.2.6
その他
3.3.2.7
記念論文集
3.4.0.............. 文字・表記
3.4.0.1
日本語
3.4.0.2
古典
3.4.0.3
英米語
3.4.0.4
韓国語
3.4.0.5
中国語
3.4.0.6
その他
3.4.1..................... 文字論
3.4.1.1
日本語
3.4.1.2
古典
3.4.1.3
英米語
3.4.1.4
韓国語
3.4.1.5
中国語
3.4.1.6.................. その他
3.4.2.............. 書記・表記
3.4.2.1
日本語
3.4.2.2
古典
3.4.2.3
英米語
3.4.2.4
韓国語
3.4.2.5
中国語
3.4.2.6
その他
3.4.3.............. テキスト論
3.4.3.1
日本語
3.4.3.2
古典
3.4.3.3
英米語
3.4.3.4
韓国語
3.4.3.5
中国語
3.4.3.6
その他
3.5.0.....社会言語学・方言
3.5.0.1
日本語
3.5.0.2
古典
3.5.0.3
英米語
3.5.0.4
韓国語
3.5.0.5
中国語
3.5.0.6
その他
3.5.1.............. 社会言語学
3.5.1.1
日本語
3.5.1.2
古典

87
88
88
88
89
89
90
90
90
90

91
91
91
91

91
91
92

92

92

92
92
93

3.0.0
頁

3.5.1.3
英米語
3.5.1.4
韓国語 95
3.5.1.5
中国語
3.5.1.6
その他
3.5.2........................ 方言 96
3.5.2.1
日本語 96
3.5.2.2
古典
3.5.2.3
英米語
3.5.2.4
韓国語
3.5.2.5
中国語
3.5.2.6
その他
3.5.2.7
記念論文集
3.5.2.8
著作集
3.6.0........ 談話・言語行動 98
3.6.0.1
日本語 99
3.6.0.2
古典
3.6.0.3
英米語
3.6.0.4
韓国語
3.6.0.5
中国語
3.6.0.6
その他
3.6.1. 談話研究・談話分析 100
3.6.1.1
日本語 100
3.6.1.2
古典
3.6.1.3
英米語 101
3.6.1.4
韓国語
3.6.1.5
中国語
3.6.1.6
その他
3.6.2. 言語行動・言語生活 101
3.6.2.1
日本語
3.6.2.2
古典
3.6.2.3
英米語
3.6.2.4
韓国語
3.6.2.5
中国語
3.6.2.6
その他 101
3.7.0........ コミュニケーション・
認知科学関連・
101
..................... 人文社会科学
3.7.0.1
日本語 103
3.7.0.2
古典
3.7.0.3
英米語 105
3.7.0.4
韓国語
3.7.0.5
中国語
3.7.0.6
その他 106
3.7.1. コミュニケーション 106
3.7.1.1
日本語 107
3.7.1.2
古典
3.7.1.3
英米語
3.7.1.4
韓国語
3.7.1.5
中国語
3.7.1.6
その他 107
3.7.1.7
記念論文集
3.7.2..................認知科学 107
3.7.3.............. 言語社会学 112
3.7.4.............. 言語人類学 113
3.7.5.............. 言語心理学 113

93
94

※ページ数の入っていない分類コードは、現在、該当する内容のものがありません。

言語理論

分類

言語理論

新刊

3.0.0
言語理論

言語のインターフェイス・分野別シリーズ.4

意味論・語用論と言語学諸分野との
インターフェイス

Analyzing Japanese Syntax
２０２２年言語学図書総目録

＜監修＞西原哲雄 / 都田青子 / 中村浩一郎 / 米倉よう
子 / 田中真一
＜著＞大橋浩 / 朱冰 / 堀江薫 / 米倉よう子 / 町田章 /
深田智 / 佐々木真 / 木山直毅
＜編＞米倉よう子
意味論・語用論と文法化、言語類型論、歴史言語学、
「視点（捉え方）」、子どもの言語発達、選択体系機能言
語学、コーパス言語学とのインターフェイスを分かり
やすく紹介した研究書兼概説書である。

―A Generative Perspective―
＜著＞岸本秀樹
生成文法の構文理論の基本的な考え方を説明し、日本
語の構文がどのように分析できるかを示す。理論的手
法がどのように様々な文法構造の分析に適用できるか
を解説。本文は英文。

菊.240 頁.2020 年.ISBN978-4-89476-988-5.C3080
税込 2860 円
ひつじ書房

A5.216 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-1359-1.C3380
税込 2970 円

新刊

Hituzi.Linguistics.in.English.No.33

開拓社

分類３｜言語理論

The Pragmatics of Clausal
Conjunction

新刊

言語のインターフェイス・分野別シリーズ.2

音声学・音韻論と言語学諸分野との
インターフェイス

＜著＞長辻幸
日英対照の視点から節連言構造の全体像の核心部を明
らかにする。英語の and 連言文などを認知語用論の
枠組みで分析し、当該現象を統一的で包括的に説明で
きる方法を示す。

＜監修＞西原哲雄 / 都田青子 / 中村浩一郎 / 米倉よう
子 / 田中真一
＜著＞大沢ふよう / 田中真一 / 八木斉子 / 都田青子 /
上田功 / 原惠子
＜編＞都田青子 / 田中真一
本書は、英語史、野球の応援歌、役者の台詞、絵本、
子どもの言語発達や言語障害などさまざまなデータを
用いながら、音声学・音韻論と他研究分野とのインタ
ーフェイスについて論じる研究書兼概説書である。

菊.178 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1069-7.C3080
税込 10780 円
ひつじ書房

新刊

言語学翻訳叢書 21

言えそうなのに言わないのはなぜか

A5.228 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-1357-7.C3380
税込 2970 円

―構文の制約と創造性―
＜著＞アデル・E・ゴールドバーグ
＜訳＞木原恵美子 / 巽智子 / 濵野寛子
文 法 的 に は 正 し そ う な の に、た と え ば explain me
this は英語母語話者は言わない。創造的でありながら
制約が多い言語を子どもや大人はどのように学習する
のか。

開拓社

最新英語学・言語学シリーズ.5

カートグラフィー

＜監修＞加賀信広 / 西岡宣明 / 野村益寛 / 岡崎正男 /
岡田禎之 / 田中智之
＜著＞遠藤喜雄 / 前田雅子
カートグラフィーとは、文の構造を地図のように詳細
に描くプロジェクトである。本書では、その描き方、
発想法、最先端の研究を解説する。カートグラフィー
と極小主義との関係や将来の展望にも触れる。

A5.288 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1079-6.C3080
税込 4180 円
ひつじ書房

言語学翻訳叢書 20

意味変化の規則性

A5.260 頁.2020 年.ISBN978-4-7589-1405-5.C3380
税込 3850 円

＜著＞エリザベス・C・トラウゴット / リチャード・
B・ダッシャー
＜訳＞日野資成
本書は意味変化における体系性について、比喩や文法
化などの観点ではなく、歴史語用論と談話分析の観点
から、日英語の一千年以上にわたる広範なコーパスに
もとづき、論じる。

開拓社

A5.400 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-952-6.C3080
税込 4840 円
ひつじ書房

52

ひつじ研究叢書（言語編）170

ひつじ研究叢書（言語編）164

―吉田光演教授退職記念論集―
＜編＞田中雅敏 / 筒井友弥 / 橋本将
広島大学吉田光演教授の退職を記念した、ドイツ語
学・言語学研究者による論集。音韻論や統語論、言語
教育など様々な分野の論文を収録し、言語学研究の学
際性を例証する 1 冊。

―ことわざ・慣用表現とその拡張用法の実態―
＜著＞土屋智行
日本語慣用表現や諺などの定型性の高い表現がいかに
言い換えて使用されているのかを、数多くの事例から
理論的に分析。定型的表現から創造性の発揮されるダ
イナミズムに迫る。

学際的科学としての言語学研究

言語と慣習性

A5 152 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1010-9 C3080
税込 4620 円
ひつじ書房

極性表現の構造・意味・機能

言語におけるインターフェイス

＜編＞西原哲雄 / 都田青子 / 中村浩一郎 / 米倉よう子
/ 田中真一
統語論、音韻論・音声学、形態論、意味論、外国語教
育・言語習得の 5 分野を一方の軸とし、他分野とのイ
ンターフェイスを分析した最新の論考を 20 編収録。
対象言語、現象ともに多岐に渡り、充実した内容とな
っている。

A5 400 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2280-7 C3080
税込 5280 円

開拓社

A5 304 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2279-1 C3080
税込 4180 円

新刊

開拓社

言語のインターフェイス・分野別シリーズ 3

形態論と言語学諸分野とのインター
フェイス

言語研究と言語学の進展シリーズ 3

A5 212 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1358-4 C3380
税込 2970 円

A5 364 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-1373-7 C3380
税込 4620 円

言語の獲得・進化・変化

―心理言語学、進化言語学、歴史言語学―
＜監修＞西原哲雄 / 福田稔 / 早瀬尚子 / 谷口一美
＜著＞遊佐典昭 / 杉崎鉱司 / 小野創 / 藤田耕司 / 田中
伸一 / 池内正幸 / 谷明信 / 尾崎久男 / 米倉綽
＜編＞遊佐典昭
ヒトがどのように言語機能を獲得したかという生物学
的進化の問題、その人間言語内での母語獲得と第二言
語獲得の問題、言語運用の問題、さらには言語の文化
的進化である歴史言語学の問題を扱う。

＜監修＞西原哲雄 / 都田青子 / 中村浩一郎 / 米倉よう
子 / 田中真一
＜著＞西原哲雄 / 島田雅晴 / 時崎久夫 / 由本陽子 / 西
山國雄
＜編＞西原哲雄
形態論研究のインターフェイスに焦点を当てた一冊で
ある。形態論と他分野との関連を分析した 5 編の論考
が収録されている。英語学、日本語学、言語学を研究
する幅広い読者を対象とした概説書兼論文集である。

開拓社

開拓社

新刊

言語研究と言語学の進展シリーズ 1

―認知言語学への展開―
＜著＞山梨正明
言語学において、新しい言語理論のパラダイム展開は
どのようにして起こったのか。構造言語学以降の流れ
を科学哲学的に振り返り、認知言語学の今後の展望を
考察する。

―統語論、音声学・音韻論、形態論―
＜監修＞西原哲雄 / 福田稔 / 早瀬尚子 / 谷口一美
＜著＞福田稔 / 中村浩一郎 / 古川武史 / 都田青子 / 近
藤眞理子 / 西原哲雄 / 長野明子
＜編＞西原哲雄
言語学の中心的分野である統語論、音声学・音韻論、
形態論を、基本的内容から発展的内容まで含めて幅広
く解説する。言語学や言語研究に興味を持つ読者に最
新の研究の醍醐味を味わってもらえる概説書となって
いる。

言語の構造と分析

言語学と科学革命

四六 216 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1076-5 C3080
税込 3520 円
ひつじ書房

A5 312 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-1371-3 C3380
税込 4620 円

開拓社
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＜編＞澤田治 / 岸本秀樹 / 今仁生美
極性表現の構造、意味、機能についての第一線の研究
者が、肯定否定・否定極性と関わる現象について、新
たなデータ・観点から考察する。編者による極性研究
の概説も含まれ、初学者にとっても有益である。

２０２２年言語学図書総目録

A5 416 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1017-8 C3080
税込 13200 円
ひつじ書房

言語理論

２０２２年言語学図書総目録

言語の設計・発達・進化

言語はどのように変化するのか

A5 328 頁 2014 年 ISBN978-4-7589-2205-0 C3080
税込 5280 円

A5 464 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2272-2 C3080
税込 5940 円

―生物言語学探究―
＜編＞藤田耕司 / 福井直樹 / 遊佐典昭 / 池内正幸
最新の理論展開を踏まえ、生物言語学・生成文法研究
の現状と展望を活写した画期的論文集。国内外第一線
の研究者たちによる 15 編の論考は言語研究に新たな
地平を切り開き、次世代の言語科学のための確かな道
標となる。

＜著＞ Bybee, J
＜監訳＞小川芳樹 / ＜監訳＞柴﨑礼士郎
言語は、なぜ、どのように変化するのか。その変化の
特徴はどの言語も驚くほど似通っている。本書は用法
基盤言語学の推進者 Joan Bybee が書き下ろした、言
語変化についての入門書 Language Change の翻訳書
である。

開拓社

開拓社

松柏社叢書 言語科学の冒険⑬

新刊

最新英語学・言語学シリーズ 12

言語のセンスとナンセンス

言語類型論

分類３｜言語理論

＜編・著＞ G・P ベイカー /P・M・S ハッカー
＜訳＞峠敏之
ヴィトゲンシュタインの考え方を基に、著者が言語の
学習における規則「文法」の役割を検討。批判の大部
分が意味の理論学者、文法学者だけでなく頭脳での
「計算」を仮定している諸理論にもあてはまるもので
ある。

＜監修＞加賀信広 / 西岡宣明 / 野村益寛 / 岡崎正男 /
岡田禎之 / 田中智之
＜著＞堀江薫 / 秋田喜美 / 北野浩章
類型論の多角的な進展を、格標示、文法関係、品詞と
いった節構造に関わる現象、従属化・非従属化という
複文現象、類型論の知見を言語対照に援用した比較類
型論、移動表現に関する語彙類型論の検討を通じて論
じる。

A5 240 頁 2000 年 ISBN978-4-88198-941-8 C3382
税込 3850 円

松柏社

A5 260 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1412-3 C3380
税込 3850 円

言語研究と言語学の進展シリーズ 2

開拓社

言語の認知とコミュニケーション

新刊

―意味論・語用論、認知言語学、社会言語学―
＜監修＞西原哲雄 / 福田稔 / 早瀬尚子 / 谷口一美
＜著＞早瀬尚子 / 吉村あき子 / 谷口一美 / 小松原哲太
/ 井上逸兵 / 多々良直弘
＜編＞早瀬尚子
言語使用における意味を中心に、意味論、語用論、構
文文法、認知文法、言語人類学、社会言語学といった
多岐にわたる分野の研究の流れを概観し、最新の知見
を得ることのできる、コンパクトに濃縮された一冊で
ある。

構文と主観性

＜編＞天野みどり / 早瀬尚子
「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。

A5 296 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-877-5 C3080
税込 4730 円
くろしお出版

A5 348 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-1372-0 C3380
税込 4620 円

コーパスからわかる言語変化・
変異と言語理論

開拓社

言語の能格性

＜編＞小川芳樹 / 長野明子 / 菊地朗
生成統語論・歴史言語学から社会言語学・自然言語処
理に至る 10 領域 27 名の研究者が、言語変化・変異に
ついての新事実をコーパスから発掘するとともに、最
新言語理論とコーパスの現状と課題を明らかにする。

＜著＞今西祐介
能格性に関する日本語での初の概説書。バスク語やヒ
ンディー語等の能格言語と日英語を比較。またマヤ諸
語にも焦点を当て、能格性とそれに関連する言語現象
を紹介する。

A5 464 頁 2016 年 ISBN978-4-7589-2232-6 C3080
税込 7040 円

A5 200 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1033-8 C3080
税込 4180 円
ひつじ書房

開拓社
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コーパスからわかる言語変化・変異
と言語理論 2

新刊

A5 440 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2276-0 C3080
税込 7480 円

A5 196 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2353-8 C0080
税込 2200 円

これでも言語学

開拓社

開拓社

新刊

「語」とはなにか・再考

時間と言語

＜編・著＞嶋田珠巳 / 鍛冶広真
言語はわたしたちの時間認識についてなにを語ってく
れるのか？「時間と言語」をめぐる諸問題を、文法 ･
語彙 ･ コーパス ･ 対照研究といった言語学の多彩な切
り口で論じ、哲学 ･ 神経科学の知見をも含む全 14 章。
A5 304 頁 2021 年 ISBN978-4-385-36510-7 C3080
税込 4180 円

A5 432 頁 2015 年 ISBN978-4-385-36093-5 C0080
税込 6270 円

三省堂

三省堂

新刊

ことばの科学

実験認知言語学の深化

―東京言語研究所開設 50 周年記念セミナー―
＜編＞西山佑司 / 杉岡洋子
服部四郎博士の構想から誕生した東京言語研究所の
50 周年セミナーをもとに編纂。第 I 部では、日本語
の特性を他言語との比較を交えて解明。第 II 部で
は、言語学の各領域について、研究の現状と展望を具
体的に論じる。

＜編＞篠原和子 / 宇野良子
認知言語学研究における実験的な手法にはまだ発展の
余地がある。実験認知言語学の解説、事例研究に加
え、Gibbs、Slobin など必読論文の翻訳を掲載。実験
的なことばの研究のススメ。
A5 280 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1005-5 C3080
税込 5940 円
ひつじ書房

四六 192 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-2248-7 C3080
税込 2200 円
開拓社

生成文法理論の哲学的意義

ことばの科学ハンドブック

―言語の内在的・自然主義的アプローチ―
＜著＞阿部潤
チョムスキーの生成文法理論は、1）人間の脳内にあ
る言語機能を、2）自然科学の方法論に従って、3）物
理的基盤から抽象されたレベルで研究を行うものであ
る。本書では、これらの研究手法の是非を問題にする。

＜編・著＞郡司隆男 / 西垣内泰介
自然科学に近い方法を用いる現代の言語学の基本的な
考え方を、形態論、音声学・音韻論、統語論、言語習
得、意味論、社会言語学の各分野ごとに、わかりやす
く解説。

A5 208 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-2243-2 C3080
税込 3300 円

A5 292 頁 2004 年 ISBN978-4-327-40136-8 C3080
税込 3080 円

開拓社

研究社

ことばの分析から学ぶ科学的思考法

世界言語のなかの日本語

A5 194 頁 2012 年 ISBN978-4-469-21342-3 C3080
税込 1760 円
大修館書店

A5 352 頁 2007 年 ISBN978-4-385-36349-3 C3080
税込 3850 円

―日本語系統論の新たな地平―
＜著＞松本克己
日本語はどこから来たのか？ 世界言語を視野に収め
た「言語類型地理論」の手法で、従来、証明不能とさ
れてきた日本語の親族関係を探る大胆かつ緻密な論
考。袋小路に陥った “ 日本語系統論 ” に活路を見い出
す快著。

―理論言語学の考え方―
＜著＞畠山雄二
ことばの分析をしながら、その結果をどのように組み
立ててまとまった一つの考えとしていけばよいのかを
指南する。理論モデルをつくる際の論理の組み立て方
をクイズを解くような形で実体験することができる入
門書。

三省堂
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―日本語文法と「文字の陥穽」―
＜著＞宮岡伯人
比類なく複雑な文字の体系を背負った日本語ゆえの落
とし穴か。北方ユビック語の詳密な研究をふまえて、
近代「日本語文法」百余年のつまずきを根底から問い
直す渾身の書。国際標準の新しい日本語文法へ！

２０２２年言語学図書総目録

―中国の中の「日本語」―
＜著＞牧秀樹
中国の中には、日本語のような言語を話す民族がかな
りいます。その言語を観察しながら、日本語・日本人
が通って来た道を探っていきます。10 以上の民族の
言語と、しまいには、北米のナバホ語にも触れます。

＜編＞小川芳樹
形態統語論・意味論・社会言語学・歴史言語学・言語
獲得・実験心理学など 12 領域の 24 人の研究者が、そ
れぞれの理論とコーパスや実験心理学などの手法をも
とに、言語変化・変異の謎の解明に迫る最新研究の成
果である。

言語理論

世界言語の人称代名詞とその系譜

新刊

言語のインターフェイス・分野別シリーズ 1

２０２２年言語学図書総目録

―人類言語史 5 万年の足跡―
＜著＞松本克己
あらゆる言語に必須の人称代名詞を指標として壮大な
構想と緻密な論旨で “ 人類言語の系譜 ” を最新の遺伝
子学の成果も交えて鮮やかに論証。語族の枠を越えて
世界言語をより大きなまとまりに再編成する意欲作。

統語論と言語学諸分野とのインター
フェイス
＜監修＞西原哲雄 / 都田青子 / 中村浩一郎 / 米倉よう
子 / 田中真一
＜著＞土橋善仁 / 岸本秀樹 / 毛利史生 / 中谷健太郎 /
中村浩一郎
＜編＞中村浩一郎
言語の構造構築を担う理論研究分野である統語論と、
音韻論、形態論、意味論、文の運用、情報構造とのイ
ンターフェイス（各研究分野間の相互作用）を、理論の
歴史的展開から最新の成果も含め分かりやすく解説し
た。

A5 784 頁 2010 年 ISBN978-4-385-36489-6 C3080
税込 13750 円

三省堂

世界言語への視座

分類３｜言語理論

―歴史言語学と言語類型論―
＜著＞松本克己
格、語順、主語、母音調和等、印欧語から日本語ま
で、具体的な言語現象に焦点を当て、言語学の基礎を
なす歴史言語学と最前線の言語類型論の手法を駆使
し、世界の言語を俯瞰した知的興奮の書。

A5 240 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1356-0 C3380
税込 2970 円

開拓社

A5 480 頁 2006 年 ISBN978-4-385-36277-9 C3080
税込 4620 円

日英対照 文法と語彙への統合的
アプローチ

三省堂

―生成文法・認知言語学と日本語学―
＜編＞藤田耕司 / 西村義樹
生成文法、認知言語学、日本語研究それぞれの分野か
ら選りすぐりの論考を集め、これからの言語研究のた
めの統合を図る全 30 章。他分野の論考に対してコメ
ントを寄せ合っている点も本書の大きな特色である。

新刊

体言化理論と言語分析

＜編＞鄭聖汝 / 柴谷方良
文法の体言化現象に着目し、いわゆる埋め込み構文な
どについて新しい分析を提示する。従来の伝統文法や
生成文法、類型論で個別に扱われてきた現象や構文
が、体言化現象としてまとめ上げられることを実証し
た。

A5 488 頁 2016 年 ISBN978-4-7589-2224-1 C3080
税込 7260 円

開拓社

A5 576 頁 2021 年 ISBN978-4-87259-715-8 C3080
税込 9900 円
大阪大学出版会

日本語と世界の言語の名詞修飾表現
＜編＞ Prashant Pardeshi/ 堀江薫
アジア諸言語とヨーロッパ言語の名詞修飾表現に関す
る 26 本の論文を収録。対照言語学・類型論的観点か
ら通言語的研究の少ない名詞修飾表現に関しても取り
上げた必読の 1 冊。

誰でも言語学

＜著＞牧秀樹
小学生から退職した方まで、言葉に興味がある方にも
ない方にも、言葉に関する面白い事実をお伝えしま
す。小学校の国語の教科書の不思議、紫式部の癖、英
語やアイルランド語の不思議など、気楽に楽しんでく
ださい。

A5 584 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1036-9 C3080
税込 9680 円
ひつじ書房

認知言語学と談話機能言語学の有機
的接点

A5 192 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2271-5 C0080
税込 2200 円

開拓社

―用法基盤モデルに基づく新展開―
＜編＞中山俊秀 / 大谷直輝
実際の言語経験に基づいて考える用法基盤モデルを接
点として、認知言語学と談話機能言語学の融合を図
る。言語知識、言語獲得、言語運用に関する研究の新
展開の可能性を示す。

チョムスキーの言語理論

―その出発点から最新理論まで―
＜著＞スミス，N/ アロット，N
＜訳＞今井邦彦 / 外池滋生 / 中島平三 / 西山佑司
変化と成長を続けているチョムスキー理論の出発点か
ら現行理論に至るまでを、きわめてわかりやすく教え
てくれる、他に類を見ない生成文法入門・活用書。内
容を最大にアップデートした第三版から言語理論に絞
り翻訳。

A5 408 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-995-3 C3080
税込 4950 円
ひつじ書房

A5 440 頁 2019 年 ISBN978-4-7885-1603-8 C1080
税込 5720 円

新曜社
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普遍文法と言語差異

新刊

ひつじ研究叢書（言語編）160
―山梨正明教授古希記念論文集―
＜編＞児玉一宏 / 小山哲春
日本の認知言語学研究を牽引する山梨正明教授の古希
を記念して編まれた論文集。認知言語学の最前線で活
躍する執筆者が、最新の研究と今後の課題を示す。

A5 272 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2292-0 C3080
税込 4180 円

開拓社

A5 416 頁 2021 年 ISBN978-4-89476-993-9 C3080
税込 10780 円
ひつじ書房

最新英語学・言語学シリーズ 22

文法化・語彙化・構文化

ひつじ研究叢書（言語編）148
＜編＞澤田治美 / 仁田義雄 / 山梨正明
これからの言語研究に必須の、場面（コンテクスト）、
主体・主観、視点、推意、前提、（素材の）概念化など
を徹底的に問う。国内外の第一線の研究者 31 名によ
る集大成。

A5 312 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-1422-2 C3380
税込 4180 円

A5 792 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-844-4 C3080
税込 16500 円
ひつじ書房

開拓社

新刊

否定と言語理論

未発選書 28

＜編＞加藤泰彦 / 吉村あき子 / 今仁生美
否定は人間の言語と認知に深く関わり、その基本特性
と全体像の解明には、広範な領域からの知見が必要に
なる。本書は統語論・意味論・語用論・史的研究の諸
分野における最新の研究成果を収め、将来の発展の可
能性を探る。

マンガ学からの言語研究

―「視点」をめぐって―
＜著＞出原健一
認知言語学とマンガ学。一見、関連性がないように見
えるが、実はどちらも「視点」がキーワードとなって
いる。マンガ学と言語学を融合した新しい視点論の誕
生。

A5 496 頁 2010 年 ISBN978-4-7589-2152-7 C3080
税込 7040 円

開拓社

四六 260 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1048-2 C3080
税込 3850 円
ひつじ書房

〈不思議〉に満ちたことばの世界

＜編＞高見健一 / 行田勇 / 大野英樹
英語や日本語など、ことばとそれに関係する領域（こ
とばの音・文法・意味・語用、ことばの発達・誕生・
変化・教育、ことばと社会）に見られる「不思議」な
現象を、各分野の専門家 96 名が分かりやすく解説し
た。

ミニマリスト日英語比較統語論

＜著＞外池滋生
日英語が構造上鏡像関係にあるという主張で知られる
著者の、過去 30 年にわたる生成文法理論・日英語比
較統語論研究の集大成である。

上製〈中島平三教授退職記念刊行物〉： ISBN978-4-75892240-1 C3080
並製（上巻）： ISBN978-4-7589-2238-8 C3080
並製（下巻）： ISBN978-4-7589-2239-5 C3080
A5 576、252、264 頁 2017 年  
税込 9240、3190、3190 円
開拓社

A5 464 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2266-1 C3080
税込 5720 円

開拓社
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＜監修＞加賀信広 / 西岡宣明 / 野村益寛 / 岡崎正男 /
岡田禎之 / 田中智之
＜著＞小川芳樹 / 石崎保明 / 青木博史
本巻は、文法化・語彙化・構文化という言語変化の一
般的な特徴が、認知言語学・生成文法統語論・日本語
学の観点から、それぞれどのように説明できるかにつ
いて、英語と日本語の豊富な実例をもとに解説する。

場面と主体性・主観性

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞宗正佳啓
本書は、言語の共時的・通時的差異は普遍文法の外の
分散形態論で生まれるという考えのもとに、様々な言
語の統語的言語差異を生成文法の最新理論の粋を集め
て説明し、普遍文法と言語差異の関連を明確化する。

認知言語学の最前線

言語理論

やりとりの言語学

新刊

ひつじ研究叢書（言語編）184

２０２２年言語学図書総目録

―関係性思考がつなぐ記号・認知・文化―
＜監修＞井出祥子
＜著＞エンフィールド，N
＜訳＞横森大輔 / 梶丸岳 / 木本幸憲 / 遠藤智子
人と人との相互行為はそもそもどのように成り立って
いるのか。ラオスでのフィールドワークの成果を生か
しつつ、記号論の枠組みを活用し「関係性」に焦点を
当てることで、諸学問領域の統合をめざす野心的な試
み。

現代日本語の「ハズダ」の研究

＜著＞朴天弘
現代日本語の「ハズダ」について、「知識確認」とい
う機能が「ハズダ」の意味機能であることを明らかに
することで「ハズダ」の統一的な解釈を見出した。
A5 296 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1083-3 C3080
税込 7370 円
ひつじ書房

A5 402 頁 2015 年 ISBN978-4-469-21353-9 C3080
税込 4180 円
大修館書店

新刊

コーパスによる日本語史研究

コーパスによる日本語史研究 近代
編

理論言語学史

分類３｜言語理論

＜編＞畠山雄二
理論言語学の歴史を振り返り、未来を考える。「初期
理論から障壁理論まで」「経済性理論から極小主義ま
で」「認知言語学」「形式意味論」「生物言語学」の 5
部構成で、7 人の執筆者が詳説する。

＜編＞田中牧郎 / 橋本行洋 / 小木曽智信
『日本語歴史コーパス 明治・大正編』の解説、近代語
資料のコーパス化の歴史やコーパス活用の有用性を述
べた展望と論文を掲載し、コーパスによる近代語研究
の新分野を開拓。

A5 320 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-2247-0 C3080
税込 3960 円

A5 388 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1097-0 C3080
税込 4400 円
ひつじ書房

開拓社

新刊

3.0.0.1 日本語

五感で楽しむ食の日本語

新刊

＜編＞ザトラウスキー，P
近年欧米で研究が盛んな食と言語の関係について、日
本語学、会話分析、日本語教育、文学、食品科学等の
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。

ひつじ研究叢書（言語編）179

壁塗り代換をはじめとする格体制の
交替現象の研究

―位置変化と状態変化の類型交替―
＜著＞川野靖子
「壁にペンキを塗る／壁をペンキで塗る」などの格体
制の交替現象を体系的に記述し、意味類型の階層モデ
ルで成立原理を統一的に説明。壁塗り代換を論じた初
のまとまった研究書。

A5 296 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1062-8 C3080
税込 6380 円
ひつじ書房

A5 320 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-874-4 C3081
税込 4950 円
くろしお出版

新刊

「させていただく」の語用論

―人はなぜ使いたくなるのか―
＜著＞椎名美智
「させていただく」と言われて怒る人がいる一方で、
その氾濫はとどまるところを知らない。なぜ使ってし
まい、何が違和感が生むのか？ 歴史的経緯、許容と
違和の境界を探る。

現代日本語疑問文の研究

＜著＞林淳子
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、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形で疑問文の定義を提案
する。

A5 304 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1056-7 C3080
税込 3960 円
ひつじ書房

A5 264 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-823-2 C3081
税込 4070 円
くろしお出版
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実践ロジカル・シンキング入門

データに基づく日本語のモダリティ
研究
＜編＞田窪行則 / 野田尚史
近年構築が進む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。

A5 208 頁 2003 年 ISBN978-4-469-21276-1 C3081
税込 2200 円
大修館書店

A5 228 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-828-7 C3081
税込 3740 円
くろしお出版

＜新訳＞ソシュール 一般言語学講
義

新刊

点と線の言語学

―言語類型から見えた日本語の本質―
＜著＞影山太郎
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直す。著者の
過去 50 年近くの研究の集大成となる 1 冊。練習問題
付。

A5 344 頁 2016 年 ISBN978-4-327-37822-6 C1080
税込 3850 円

研究社

A5 288 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-875-1 C3080
税込 3740 円
くろしお出版

ソシュールのすべて

―言語学でいちばん大切なこと―
＜著＞町田健
『一般言語学講義』を、言語学に興味のある人なら誰
にでもわかる形で余すことなく解説した入門書。ソシ
ュールの思想のどこがすぐれ、現代の言語学にどのよ
うな影響をもたらしてきたかを一読で理解することが
できる。

岩波テキストブックス

日本語概説

＜著＞渡辺実
日本語研究への徹底入門となる 1 冊。形態・意義・職
能− 3 つの分野のそれぞれについて、豊富な事例をあ
げながら平易に解説する本書は、現代日本語の共時的
体系のあり方をあきらかにする。

A5 200 頁 2004 年 ISBN978-4-327-37691-8 C0081
税込 2200 円

A5 272 頁 1996 年 ISBN4-00-026002-2 C3381
税込 3080 円

研究社

岩波書店

新刊

研究叢書 542

日本語学の教え方

中部日本・日本語学研究論集

―教育の意義と実践―
＜編＞福嶋健伸 / 小西いずみ
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。

＜編＞中部日本・日本語学研究会
中部日本・日本語学研究会の 30 年に及ぶ活動を記念
する論文集。急逝された本会の創設者、藤田保幸氏の
遺稿並びに研究会参加メンバーによる日本語学の各分
野（現代日本語・日本語史・方言等）の研究成果全 26
篇を収録。
A5 532 頁 2022 年 ISBN978-4-7576-1024-8 C3381
税込 11000 円
和泉書院

A5 272 頁 2016 年 ISBN978-4-87424-698-6 C3081
税込 2420 円
くろしお出版
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分類３｜言語理論

＜著＞ソシュール，フェルディナン・ド
＜訳＞町田健
『一般言語学講義』
（Le Cours de linguistique generale,
1916 年）の待望の新訳。原著の内容を忠実に移しなが
ら、現代言語学の知見も取り入れ読みやすい翻訳を実
現した。わかりやすい新訳と詳しい脚注。

２０２２年言語学図書総目録

―日本語論理トレーニング―
＜著＞野内良三
論理的な考え方と相手を説得する論の組み立て方が分
かるトレーニングブック。例題と解説を読み進めるこ
とで、日本語での議論法の力が身についてゆく。練習
問題付き。

言語理論

日本語学を斬る

日本語の正体

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞国広哲弥
「定説」に疑問を呈して、目も覚めるような新説を提
示。近年大きな進歩を遂げている脳科学の見識を大胆
に取り入れ、ソシュール理論の根本的欠陥をつき、日
本語学の「定説」を斬るとともに、新たなる可能性を
切り開く。

＜著＞町田健
「言語の本質とは何か」という考察を出発点に、欧米
における言語研究の枠組みに引っ張られがちであった
従来の日本語理論のあり方を根本的に問い直し、日本
語の本質を著者独自の視点から再構築する。
四六 216 頁 2008 年 ISBN978-4-327-38451-7 C0081
税込 2200 円
研究社

四六 188 頁 2015 年 ISBN978-4-327-38469-2 C3081
税込 1650 円
研究社

新刊

日本語「形成」論

日本語の地殻変動

分類３｜言語理論

―日本語史における系統と混合―
＜著＞崎山理
日本語はどのように生まれたのか。南北の言語が日本
列島にて混合したとする「形成」論の立場からその起
源に迫る。オーストロネシア語研究の泰斗が個別の語
彙の意味変化もふまえ実証的に論考した、渾身の書。

―ラレル・テアル・サセルの文法変化―
＜著＞角田太作
「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、意味面ともに変化が起こっていること
を見る。

A5 304 頁 2017 年 ISBN978-4-385-35315-9 C3080
税込 4730 円

A5 282 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-868-3 C3081
税込 3520 円
くろしお出版

三省堂

新刊

日本語研究と言語理論から見た言語
類型論

新刊

日本語の乱れか変化か

―これまでの日本語、これからの日本語―
＜編＞金澤裕之 / 川端元子 / 森篤嗣
日本語における過去や現在進行中の変化を多様な面か
ら取り上げ、言葉の「乱れ」「正しさ」「変化」を、動
的な視点から見つめ直し、言語変化の兆しを見いだす。

＜編＞窪薗晴夫 / 野田尚史 / プラシャント パルデシ
/ 松本曜
言語の類型を日本語と言語理論の 2 つの視点から考察
した論文集。第 I 部では最新の日本語研究から言語類
型論の問題点を検討し、第 II 部では 4 つの言語理論
が言語類型をどのように捉えているかを分析した。

A5 272 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1037-6 C3080
税込 4180 円
ひつじ書房

A5 328 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2298-2 C3080
税込 4400 円

日本語は映像的である

開拓社

新刊

―心理学から見えてくる日本語のしくみ―
＜著＞熊谷高幸
コミュニケーションの基本「共同注視」は、言語の成
り立ちと密接につながっている。主語の省略や敬語の
多さを、共同注視の視点とそれに基づく映像的な特性
から解き明かした、新しい見方を切り拓く刺激的な日
本語論！

ひつじ研究叢書（言語編）178

日本語における短縮外来語の形成と
その仕組み

＜著＞文昶允
なぜ「デジタル・カメラ」が「デジカメ」、「パーソナ
ル・コンピューター」が「パソコン」になるのか。複
合外来語を元にする短縮語形成の仕組みを明らかにし
た。

四六 196 頁 2011 年 ISBN978-4-7885-1258-0 C1081
税込 2090 円
新曜社

A5 164 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1061-1 C3080
税込 5500 円
ひつじ書房
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ひつじ研究叢書（言語編）169

―叙述の類型の観点から―
＜著＞益岡隆志
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。

―クラウドソーシングを用いたビジネス日本語の多角
的分析―
＜編＞石黒圭
実際のクラウドソーシング上で行われた仕事の受発注
文章を分析。そこでのやりとりを詳細に分析すること
で、ビジネス日本語の諸問題と改善法を実証的に明ら
かにする。

日本語文論要綱

ビジネス文書の応用言語学的研究

A5 322 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1016-1 C3080
税込 7920 円
ひつじ書房

日本の敬語論

ひつじ研究叢書（言語編）161

文脈情報を用いた文章理解過程の実
証的研究
―学習者の母語から捉えた日本語理解の姿―
＜編＞石黒圭
多義語や知らない語の意味を、どのように確定したり
推測したりするのか。日本語学習者の頭のなかで起き
ている意味の理解過程を、学習者の母語の分析を通し
て迫る。

四六 330 頁 2005 年 ISBN978-4-469-22171-8 C3081
税込 2200 円
大修館書店

新刊

A5 260 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1007-9 C3080
税込 7480 円
ひつじ書房

研究叢書 539

服部匡日本語論考選集

＜著＞服部匡
故服部匡氏の主要な論文をまとめた本書は、広く、音
調・終助詞・方言、否定・疑問・尺度性、言語の通時
変化、電子資料などの領域にまで及ぶ。氏の独自性の
高い思索は今後も多くの研究者に刺激を与え続けるで
あろう。

わきまえの語用論

＜著＞井出祥子
日本文化は「高コンテクスト文化」である。日本語で
的確に表現できるか否かは、「場・コンテクスト」を
いかに適切に認識するかにかかっている。1970 年代
に始まる著者の研究軌跡を集大成した力作論考。

A5 512 頁 2021 年 ISBN978-4-7576-1005-7 C3381
税込 14300 円
和泉書院

A5 250 頁 2006 年 ISBN978-4-469-22186-2 C3081
税込 2970 円
大修館書店
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話し言葉と書き言葉の接点（並製）

3.0.0.3 英米語

＜編＞石黒圭 / 橋本行洋
フィクションの言葉やヴァーチャル方言などを扱う共
時的研究と、古代や鎌倉時代・明治時代の言葉などを
テーマとする通時的研究。第一線の研究者が書き言
葉・話し言葉へ迫る。

The Grammar of Future Expressions
in English

＜著＞和田尚明
モダリティ・心的態度に関する理論と、文法と語用論
の関係に関する一般的な言語使用モデルを融合させた
包括的な時制モデルを構築し、時制とモダリティの接
点でもある未来表現 6 種類の体系的分析を行う。

A5 292 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-975-5 C3080
税込 4400 円
ひつじ書房

A5 444 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2275-3 C3082
税込 9900 円

開拓社
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分類３｜言語理論

―ポライトネス理論からの再検討―
＜著＞滝浦真人
なぜ多くの敬語論があるのか、そもそも敬語とは何
か。敬語論の歴史を思想史として包括的に捉え直し、
これからの展望を示した意欲作。

２０２２年言語学図書総目録

A5 280 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-880-5 C3081
税込 3960 円
くろしお出版

言語理論

英語学が語るもの

ひつじ研究叢書（言語編）167

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞米倉綽 / 中村芳久
なぜ Gold だけで金メダルというのか～英語の疑問
を、英語学から紐解く。英語学でとりあげられる興味
深い現象を 12 の分野に分け、わかりやすく紹介。歴
史的な変遷にも配慮しており、英語学の面白さを感じ
ることのできる 1 冊に。

英語中間構文の研究

中京大学文化科学叢書 18

英語の構造

＜著＞吉村公宏
近年興味深い言語現象として注目される英語中間構文
について、これまでの研究成果を総括し、多数の実例
データを駆使しつつ認知意味論的視点からその本質に
迫る。

A5 264 頁 2018 年 ISBN978-4-87424-756-3 C1082
税込 2420 円
くろしお出版

A5 336 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1013-0 C3080
税込 7920 円
ひつじ書房

英語学と英語教育の接点

分類３｜言語理論

―その奥に潜む原理―
＜監修＞小野隆啓
＜著＞小野隆啓 / 山根典子 / 小野尚之 / 近藤真 / 藤本
幸治 / 蔵藤健雄 / 田畑圭介 / 桐生和幸 / 島田将夫 / 松
岡和美 / 神谷昌明
英語学、言語学の入門書です。英語学、言語学の理論
や考え方を紹介し、それらを用いて身近な映画や小説
の英語を例に親しみを持って理解してもらえるように
書かれています。

＜著＞中川直志 / 松元洋介 / 吉川寛
＜編＞中川直志
英語学はどこまで英語教育に貢献でき、英語教育はど
こまで言語の本質に迫ることができるのか。理論言語
学、英語史、国際英語学の立場で「英語学と英語教育
の接点」を追究した論考集。
A5 255 頁 2017 年 ISBN978-4-7647-1164-8 C3082
税込 3520 円

金星堂

A5 244 頁 2004 年 ISBN978-4-7647-0976-8 C1098
税込 3300 円

英語系諸言語

金星堂

＜監訳＞牧野武彦 / 山田茂 / 中本恭平
＜著＞トム・マッカーサー
史上最もグローバルな世界語＝英語が多様化し続ける
姿を、古今の資料を縦横に駆使し克明に描く。英語は
単一か複数か一平板な英語観を根底から覆す問題提起
の書。

現代英語学へのアプローチ

＜編・著＞山内信幸 / 北林利治
現代の英語学が扱うべきトピックについては、本書を
読むうちに、自然と基本的な考えが身に付くように、
できるだけわかりやすく平易なことばでもって描き、
最新の知見も紹介するという内容になっている。

A5 32 頁 2009 年 ISBN978-4-385-36244-1 C3082
税込 4620 円

A5 320 頁 2014 年 ISBN978-4-269-61032-3 C3082
税込 3080 円

三省堂

英宝社

英語聖書の修辞法と慣用句

現代の英語学

＜著＞中野清治
聖書に由来するイディオムの淵源をたどり、聖書由来
の慣用句が生まれた背景に迫る。修辞法の宝庫と言わ
れる聖書から、代表的な修辞法を約 40 選び、実例と
共に解説を加えた。

＜著＞石黒昭博 / 山内信幸 / 赤楚治之 / 友次克子 / 北
林利治
「英語学概論」の講義で取り上げられる全分野を簡潔
にまとめました。「英語学とは」から始まり、これか
らの英語まで、初歩からはじめる学習者のために基礎
から説き起こし、最近の動向まで分かり易く解説した
英語学入門書の決定版。

A5 192 頁 2014 年 ISBN978-4-269-77050-8 C1082
税込 2200 円

英宝社

A5 168 頁 1993 年 ISBN978-4-7647-3604-7 C1082
税込 3080 円

英語 tough 構文の研究

＜著＞千葉修司
英語の不定詞の用法の中でも特に興味深い tough 構
文は、英語の歴史、第一・第二言語習得、文法理論の
研究の上でも重要なテーマの一つである。tough 構文
研究を分かりやすく紹介し、tough 構文の核心に迫る。

金星堂

A5 320 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2270-8 C3082
税込 3960 円

開拓社
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島の眺望

A5 275 頁 1996 年 ISBN978-4-7647-3643-6 C3082
税込 3740 円

A5 上製函入 240 頁 2016 年 ISBN978-4-327-40166-5
C3082
税込 3300 円
研究社

＜著＞石黒昭博 / 山内信幸 / 赤楚治之 / 北林利治 / 菊
田千春 / 伊藤徳文 / 須川精致 / 川本裕未
言語及び言語学に関する情報を平易な言葉で分かりや
すく提供し、言語学の概観をつかんでもらうと共に、
言語のもつ魅力・言語学の基本的な考え方が自然に身
につくように、現時点での学会の動向もおろそかにす
ることなく編集しました。

＜著＞中島平三
日本の英語学研究を牽引してきた著者の研究生活の集
大成。補文標識選択、島の制約、ルート変形の適用可
能性、受動化などを、フェイズおよび最小性原理の概
念を用いて、原理的に説明する。

金星堂

聖書英語の研究

新刊

語法と理論との接続をめざして

―英語の通時的・共時的広がりから考える 17 の論考
―
＜編＞金澤俊吾 / 柳朋宏 / 大谷直輝
英語の語・句・構文・談話レベルにわたる言語現象に
対して、記述的・理論的にバランスのとれた説明を行
った 17 編の論考を収録。語法研究と理論研究の懸け
橋となる 1 冊。

A5 260 頁 2013 年 ISBN978-4-269-77047-8 C1082
税込 3080 円

英宝社

生成文法の軌跡と展望

A5 384 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1020-8 C3080
税込 6600 円
ひつじ書房

＜編・著＞小野尚之 / 近藤真 / 藏藤健雄 / 松岡和美 /
藤本幸治
生成文法が世に出てから 50 年余の間辿ってきた軌跡
と展開を執筆者なりの視点で再構成。現在進行中の理
論展開を横軸に、現在に至る理論的変遷を縦軸に、読
者に俯瞰的な視座を提供出来るよう編んだ生成文法の
概説書。

最新語用論入門 12 章

＜著＞ウィルスン，D/ ウォートン，T
＜編＞今井邦彦
＜訳＞井門亮
「関連性理論」の旗手である著者がロンドン大学で行
った講義の講義録を基に作られたテキスト。「関連性
理論」にたどりつくまでの語用論の歴史を概観し、語
用論における重要な用語などを網羅する。

A5 262 頁 2014 年 ISBN4-7647-1130-3 C3082
税込 2750 円

金星堂

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

A5 242 頁 2009 年 ISBN978-4-469-21326-3 C3080
税込 1980 円
大修館書店

―多義論から多使用論へ―
＜著＞平沢慎也
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。

シェイクスピアの英語

＜編・著＞ G・L・ブルック
＜訳＞三輪伸春 / 佐藤哲三 / 濱崎孔一廊
本書は英の碩字ブルックの名著の全訳。シェイクスピ
アの文字世界を形成する英語の全体像を克明に論じ、
語とその意味、続語法、造語法をはじめ方言まで追
求。シェイクスピアの鑑賞と研究に必読の書。

A5 272 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-804-1 C3082
税込 4620 円
くろしお出版

A5 406 頁 1998 年 ISBN978-4-88198-892-3 C3082
税込 3960 円

松柏社

63

分類３｜言語理論

―欽定英訳聖書の身体語彙を用いた表現―
＜著＞盛田義彦
欽定英訳聖書の中で使われている face や hand 等、人
間の身体に係わる単語を含む表現 60 個を抽出し、そ
の意味や起源、表現の初出時期などを考察、また現代
英語訳でどの程度受容されているかを調査。
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２０２２年言語学図書総目録

現代の言語学

言語理論

謎解きのことば学

3.0.0.4 韓国語

２０２２年言語学図書総目録

―アガサ・クリスティの英語を楽しむ―
＜著＞稲木昭子
A・クリスティの『検察側の証人』『ロジャー・アク
ロイド殺し』『そして誰もいなくなった』『終わりなき
夜に』等の作品を取り上げて、ことばの仕掛け・使い
方の妙味を、コーパス・データを元に分析。

韓国語概説

＜監修＞梅田博之
＜著＞李翊燮 / 李相億 / 蔡琬
＜訳＞前田真彦
韓国語の最高権威である執筆陣により書かれた、平易
で実例豊富な概説。歴史から文法、方言にいたるま
で、韓国語を知るために必要なことが、この 1 冊に過
不足なく盛り込まれている。

A5 152 頁 2013 年 ISBN978-4-269-77048-5 C1082
税込 2200 円

英宝社

日英対照 英語学の基礎

A5 360 頁 2004 年 ISBN978-4-469-21289-1 C3087
税込 3080 円
大修館書店

分類３｜言語理論

＜編＞三原健一 / 高見健一
母語である日本語と対照することで英語への理解をよ
り深めることができる。初学者にも理解できる平易な
内容にし、分量も各章 30 ページ以内とセメスター制
に対応。各章に設問・Further Reading 掲載。

韓国語の敬語入門

―テレビドラマで学ぶ日韓の敬語比較―
＜著＞韓美卿 / 梅田博之
運用が難しいと言われている韓国語の敬語について、
第Ⅱ部では最近の日韓のテレビドラマから会話例を引
いて日本語と対比しつつ解説し、第Ⅲ部では日々変化
している敬語行動の現在を世代別に整理して紹介。

A5 224 頁 2013 年 ISBN978-4-87424-600-9 C1080
税込 1980 円
くろしお出版

入門言語学 改訂新版

＜著＞エイチソン，ジーン
＜訳＞田中春美 / 田中幸子 / 若月剛
Linguistics（1995）の最新版の翻訳。1980 年に旧版が
出版されて以来､ 言語学の分野はどんどん拡大してき
ました。本書では普遍文法を中心に、語用論・社会言
語学・心理言語学の部分が書き改められたり､ 加筆さ
れたりしています。
A5 238 頁 1998 年 ISBN978-4-7647-3680-1 C1082
税込 2860 円

A5 248 頁 2009 年 ISBN978-4-469-21325-6 C3080
税込 2090 円
大修館書店

3.0.0.6 その他

プリミエ・コレクション７０

「こと」の認識「とき」の表現

―フランス語の quand 節と半過去―
＜著＞高橋克欣
フランス語では「…していた」は半過去時制で表現さ
れる。談話的時制解釈モデルに基づいた新たな定位を
試みることで、小説や詩歌や昔話などを題材にして、
このありふれた時制表現がみせる微妙な用法を明らか
にする。

金星堂

発話解釈の語用論

＜著＞大津隆広
発話解釈の仕組みの記述およびその解明への貢献につ
いて、関連性理論に基づき議論を行う。関連性理論は
言語の分析を含んだ認知語用理論であり、言語／非言
語コンテクストでの発話解釈の仕組みの説明が可能と
なる。

A5 254 頁 2016 年 ISBN978-4-8140-0017-3 C3385
税込 3740 円
京都大学学術出版会

A5 232 頁 2013 年 ISBN978-4-7985-0099-7 C3082
税込 4180 円
九州大学出版会

ことばをめぐる諸問題

―言語学・日本語論への招待―
＜著＞松本克己
言語学の面白さ、ここにあり！ 言語研究において問
題となる重要なトピックを扱った諸論文と、これから
の言語学に資する著者独自の「日本語系統論」を収
録。言語学を志す人、言語を愛好する人にとって真に
役立つ本。

文法変化と言語理論

＜編＞田中智之 / 中川直志 / 久米祐介 / 山村崇斗
英語史は言語理論に何を問いかけ、言語理論は英語史
の何を明らかにするのか。理論的英語史研究の拠点と
して幾多の研究者を生み出してきた名古屋大学英語学
研究室の精鋭による、文法変化に関する最先端の論集
である。

A5 304 頁 2016 年 ISBN978-4-385-36276-2 C3080
税込 2750 円

A5 320 頁 2016 年 ISBN978-4-7589-2231-9 C3080
税込 5060 円

三省堂
開拓社
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プリミエ・コレクション 95

3.0.0.7 記念論文集

指示と言語

Deep Insights, Broad Perspectives

―Essays in Honor of Mamoru Saito―
＜編＞宮本陽一 / 高橋大厚 / 牧秀樹 / 越智正男 / 杉崎
鉱司 / 内堀朝子
言語理論研究の分野で世界的に著名な斎藤衛氏の還暦
を祝い、南山大学言語学研究センターにおいて氏が中
心となって実施されてきた国際共同研究プロジェクト
の国内外のメンバーが最新の研究成果を寄稿した論集
である。

A5 162 頁 2018 年 ISBN978-4-8140-0138-5 C3310
税込 2860 円
京都大学学術出版会

内容類型学の原理

A5 464 頁 2013 年 ISBN978-4-7589-2191-6 C3080
税込 8580 円

開拓社

言語研究の視座

＜編＞深田智 / 西田光一 / 田村敏広
本書は、坪本篤朗静岡県立大学教授の定年退職を祝
し、氏と、氏と親交のある言語研究者が寄稿した記念
論文集である。多様な視座から言葉の世界に迫り、言
語研究のさらなる進展を願って編まれた一冊である。

A5 336 頁 2016 年 ISBN978-4-385-35916-8 C3080
税込 6160 円

三省堂

なぜ日本人は日本語が話せるのか

A5 468 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2211-1 C3080
税込 7700 円

―「ことば学」20 話―
＜著＞今井邦彦
言葉を失った人や特殊な言語能力を持った人、動物と
人間の言葉、「一杯やろう」の本当の意味、英語での
文句のつけ方、ジョークの話。多才な言語学者が謎と
驚きに満ちた言語ワールドを案内する。

開拓社

新刊

言語研究の楽しさと楽しみ

―伊藤たかね先生退職記念論文集―
＜編＞岡部玲子 / 八島純 / 窪田悠介 / 磯野達也
東京大学大学院教授伊藤たかね先生が 2021 年 3 月で
退職されることを記念し、長年にわたり先生と言語研
究の楽しさと楽しみを共有してきた研究者、元指導学
生、現役大学院生などによる 46 編の論文を収めた論
文集。

四六 232 頁 2004 年 ISBN978-4-469-22165-7 C3081
税込 1650 円
大修館書店

新刊

フランス語の話し言葉における舌打
ち音の研究

A5 536 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2300-2 C3080
税込 7700 円

＜著＞森田美里
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「働きかけの機能」を持つことを明ら
かにし、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。

開拓社

新刊

言語研究の扉を開く

＜編＞河西良治教授退職記念論文集刊行会
河西良治中央大学教授の定年退職を記念し、親交のあ
る研究者が寄稿した記念論集。言語心理学、言語教
育、応用言語学、英語学、理論言語学の研究成果を平
易に解説し、その面白さと魅力を伝えるよう編纂され
ている。

A5 264 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-852-2 C3085
税込 4620 円
くろしお出版

A5 332 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2297-5 C3080
税込 6160 円

開拓社
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＜著＞ G. A. クリモフ
＜訳＞石田修一
「新しい言語類型学－活格構造言語とは何か」に続
く、クリモフの翻訳書。近年、日本語研究の分野でも
注目される「内容類型学」の全容を捉え、その問題群
全体を通観する。

２０２２年言語学図書総目録

―サール・クリプキ・ローティ―
＜著＞黒澤雅惠
現代哲学の言語理論で論争の対象となった問題、“ 固
有名は豊富な意味内容を保持するか否か ” をめぐって
ぶつかり合う記述主義と因果説を再検討する。

言語理論

ことばから心へ

ことばのパースペクティヴ

２０２２年言語学図書総目録

―認知の深淵―
＜編＞米倉よう子 / 山本修 / 浅井良策
認知言語学を理論的枠組みとして用いて言語の様々な
側面に光を当ててきた吉村公宏奈良教育大学教授の退
職記念論文集。論考 36 本を収録。最新の研究成果の
提示により、言語研究のあり方やその深淵を知ること
ができる。

＜編＞中村芳久教授退職記念論文集刊行会
類型論的研究、構文研究、言語習得、英語教育、言語
進化など、ことばや認知に関わる多彩な分野の論考を
集めた論文集。様々なパースペクティヴからの言語研
究のあり方やその面白さを知ることができる一冊であ
る。
A5 552 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2254-8 C3080
税込 8800 円

A5 448 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2282-1 C3080
税込 7040 円

開拓社
開拓社

ことばを編む

ことばとこころの探求

分類３｜言語理論

＜編＞西岡宣明 / 福田稔 / 松瀬憲司 / 長谷信夫 / 緒方
隆文 / 橋本美喜男
熊本大学登田龍彦教授の定年退職を祝した論文集であ
る。寄稿された 40 篇の論文は、統語論・意味論・語
用論・機能論・語法・音声学・音韻論・形態論・言語
習得・英語教育・方言学・文体論・文学と多岐にわた
る。

＜編＞大橋浩 / 久保智之 / 西岡宣明 / 宗正佳啓 / 村尾
治彦
日本英語学会会長、稲田俊明九州大学教授の退職記念
論集である。氏と親交のある研究者や教え子、同僚に
よる統語論・意味論・言語習得・心理言語学・認知文
法・通時的研究の多岐にわたる 28 本の卓越した論考
を含む。

A5 448 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2255-5 C3080
税込 7700 円

A5 424 頁 2012 年 ISBN978-4-7589-2171-8 C3080
税込 7260 円

開拓社
開拓社

ことばを見つめて Observing
Linguistic Phenomena

ことばの事実をみつめて

―言語研究の理論と実証―
＜編＞佐藤響子 / 井川壽子 / 鈴木芳枝 / 古谷孝子 / 松
谷明美 / 都田青子 / 守田美子
千葉修司津田塾大学教授の定年退職を記念した論文
集。言語事象を詳細に見つめるスタンスによる音声
学・音韻論、形態論、共時的統語論、通時的統語論、
言語習得、意味論、語用論、社会言語学、英語教育分
野の 37 編の論文を収録。

―内田聖二教授退職記念論文集―
＜編・著＞吉村あき子 / 須賀あゆみ / 山本尚子
収録された論文のテーマは、語用論はもとより、形態
論、文法論、意味論、語法研究、コーパス言語学、歴
史言語学、認知言語学、談話研究、社会言語学、英語
教育といった多岐の領域に渡る。
菊 544 頁 2012 年 ISBN978-4-269-77045-4 C1082
税込 11000 円

A5 440 頁 2011 年 ISBN978-4-7589-2165-7 C3080
税込 7260 円

英宝社

ことばのしんそう（深層・真相）

最新言語理論を英語教育に
活用する

菊 694 頁 2015 年 ISBN978-4-269-77052-2 C1082
税込 8800 円

A5 496 頁 2012 年 ISBN978-4-7589-2172-5 C3082
税込 7040 円

開拓社

＜編＞藤田耕司 / 松本マスミ / 児玉一宏 / 谷口一美
現代の理論言語学・英語学で活躍する第一線の研究者
らによる、大学英語教育への意欲的提言 42 編を収め
る。主要研究領域を網羅しており、英語教員はもとよ
り言語学研究者にとっても利用価値の高い論集となっ
ている。

―大庭幸男教授退職記念論文集―
＜著＞大庭幸男教授退職記念論文集刊行会―代表 岡
田禎之
日本英語学会会長、大庭幸男先生の大阪大学退職を記
念して制作された論文集。54 編もの多彩な論文から
なる。

開拓社

英宝社
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統語構造と語彙の多角的研究

3.1.0
語彙・意味

―岸本秀樹教授還暦記念論文集―
＜編＞于一楽 / 江口清子 / 木戸康人 / 眞野美穂
文構造と語彙の意味に関する最新の研究を多数収録。
統語論、語彙意味論、形式意味論などの理論研究から
記述研究まで、多角的な視座からの論考を集めた。最
先端の知見や斬新な着想で言語研究の新たな扉を開く。

J.C. ヘボン 和英語林集成 手稿

A5.384 頁.2020 年.ISBN978-4-7589--2283-8.C3080
税込 6160 円

開拓社

認知言語学の羽ばたき

B5.800 頁.2013 年.ISBN978-4-385-36514-5.C3082
税込 25300 円

三省堂

新刊

名詞研究のこれまでとこれから

＜著＞岩男考哲 / 坂本智香 / 建石始 / 益岡隆志 / 松瀬
育子 / 眞野美穂
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。

A5.212 頁.2020 年.ISBN978-4-7589-2284-5.C3080
税込 3300 円

開拓社

より良き代案を絶えず求めて

＜編＞江頭浩樹 / 北原久嗣 / 中澤和夫 / 野村忠央 / 大
石正幸 / 西前明 / 鈴木泉子
外池滋生青山学院大学教授の退職記念論文集。より良
き代案を絶えず求める先生の研究姿勢に大きく影響を
受けた国内外の著名な研究者、教え子、研究仲間の諸
論文、及び外池教授による特別寄稿論文により編まれ
ている。
A5.560 頁.2015 年.ISBN978-4-7589-2210-4.C3080
税込 8800 円

開拓社

A5.264 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-865-2.C3081
税込 3740 円
くろしお出版

3.1.0.1.日本語

「勧誘に対する断り」談話の対照研
究

―日本語／マナド語母語話者の比較から―
＜著＞吉田好美
「話し方のルール」が表出しやすい「断り」談話を取
り上げ、文脈的依存の高い言語文化を持つ日本語と
マナド語、各母語話者との構造の相違を詳細に比較す
る。 ※オンデマンド（ネット書店限定）商品

新刊

早稲田大学日本語学会設立 60 周年
記念論文集

＜編＞早稲田大学日本語学会
早稲田大学日本語学会設立 60 周年を記念して「早稲
田日本語学」の広がりと深まりを示す論文集。

A5.210 頁.2019 年.ISBN978-4-86327-464-8..C3080
税込 3300 円
溪水社

第一冊 言葉のしくみ.
ISBN978-4-8234-1118-2 税込 7700 円.
第二冊 言葉のはたらき.
ISBN978-4-8234-1119-9 税込 8800 円.
A5.384 ～ 432 頁.2021 年..C3080
税込 7700 ～ 8800 円

ひつじ研究叢書（言語編）156

語彙論と文法論と

＜著＞村木新次郎
単語の語彙的な意味の体系性を問うのが語彙論、単語
が組み合わさって、文を作る文法の体系性を問うのが
文法論である。両方が重要との観点から、日本語の文
法の根本を扱う。

ひつじ書房

A5.616 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-936-6.C3080
税込 9680 円
ひつじ書房
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―実証性の高い言語研究を目指して―
＜編＞松本曜教授還暦記念論文集刊行会
「量的転回」以降、認知言語学は、内省、実験、コー
パス、統計を駆使する実証的研究を進めてきた。空間
移動表現、フレーム意味論、構文文法、メタファー・
メトニミーといった主要テーマからその有効性を探る。

２０２２年言語学図書総目録

―翻字・索引・解題―
＜編＞木村一 / 鈴木進
日本初の本格的和英辞書「和英語林集成」編纂にむけ
て J.C. ヘボンが準備した手稿の翻字・索引・解題。
幕末から明治初期の日本語を知るための基本文献の成
立を解明するための重要な資料。

言語理論

研究叢書 524

3.1.1
語彙（論）

昔話の構造

２０２２年言語学図書総目録

―図式語彙で文脈を読み解く―
＜著＞野林正路
長年のフィールドワークで発見した「図式語彙」を手
掛かりに、佐渡に伝わる昔話「鶴女房」の解釈学を展
開。作品の解釈学的基底を拓き示し、話者たちの有声
／無声の語りを浮かび上がらせていく。

新刊

ひつじ研究叢書（言語編）175

テクスト語彙論

―テクストの中でみることばのふるまいの実際―
＜著＞髙﨑みどり
実際のテクストの中での語のふるまいを観察し、語の
辞書的意味を捉え直す。漢語や名詞の役割、コ系やド
系指示語の機能の再発見し、文体論や批判的ディスコ
ース分析を再評価。

A5.308 頁.2020 年.ISBN978-4-7576-0962-4.C3381
税込 8800 円
和泉書院

3.1.0.5.中国語

A5.248 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1054-3.C3080
税込 5280 円
ひつじ書房

ひつじ研究叢書（言語編）158

広東語文末助詞の言語横断的研究

分類３｜言語理論

＜著＞飯田真紀
中国語の方言である広東語は文末助詞の発達が大きな
特徴である。個々の文末助詞の精緻な意味記述、語類
全体の体系分析を行い、さらに日本語の文末助詞との
共通点を指摘した。

3.1.1.1.日本語

近代知の翻訳と伝播

―漢語を媒介に―
＜著＞陳力衛
近代日本語研究の大きなテーマのひとつである近代漢
語、新漢語の創出と拡大、中国との相互の伝播など、
漢語研究の第一人者である著者の長年にわたる研究の
集大成としての著作。

A5.308 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-958-8.C3080
税込 9240 円
ひつじ書房

3.1.0.6.その他

A5.576 頁.2019 年.ISBN978-4-385-36095-9.C3081
税込 4180 円

ことばの意味とは何か

三省堂

―字義主義からコンテクスト主義へ―
＜著＞レカナティ，F
＜訳＞今井邦彦
発話、あるいは書かれた文に全意味が込められている
とする字義主義と、受け手がコンテクストにふさわし
い肉付けを与えてこそ意味が成立するというコンテク
スト主義。本書は後者に立つべき根拠を明らかにする。

国語語彙史の研究

＜編＞国語語彙史研究会
国語語彙史の研究を体系化すると共に、語彙史研究の
新たな分野にも取り組む研究論文集。1 ～ 40 巻まで
既 刊（2021 年 8 月 時 点）。以 降 続 刊。但、1 ～ 6・9・
10 巻は品切・重版予定。

四六.368 頁.2006 年.ISBN4-7885-0975-X.C3010
税込 4180 円

A5.280 ～ 448 頁.2021 年.ISBN978-4-7576-1006-4.C3381
他
税込 8800 ～ 13200 円
和泉書院

新曜社

中国語の非動作主卓越構文

ことばが消えたワケ

＜著＞于一楽
本書は語彙意味論の枠組みから中国語の非動作主卓越
構文（結果複合動詞構文、双数量構文、存現文）におけ
る項の具現化を考察する。理論面だけでなく経験面で
興味深い事実を提示することで、言語の普遍性と特殊
性の探求に貢献する。

―時代を読み解く俗語の世界―
＜著＞米川明彦
「俗語」を中心に，どうして消えて行ったのか具体例
を挙げながら，死語化を解説する。
A5.192 頁.2018 年.ISBN978-4-254-51059-1.C3081
税込 2750 円
朝倉書店

A5.200 頁.2018 年.ISBN978-4-87424-778-5.C3087
税込 2970 円
くろしお出版
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新刊

ひつじ研究叢書（言語編）172

The Diffusion of Western Loanwords
in Contemporary Japanese

連濁の規則性をもとめて

A5 216 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1019-2 C3080
税込 5280 円
ひつじ書房

菊 248 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-949-6 C3080
税込 13860 円
ひつじ書房

3.1.1.2 古典

新・ふしぎな言葉の学

研究叢書 528

明治元訳聖書成立攷

＜著＞吉野政治
明治の文語訳聖書（元訳）は漢訳の書き下し文にすぎな
いとする通説を否定し、独自の和漢混交文体に外国語
の翻訳によって生まれた表現などを取り込んだ、新し
い文体によって書かれたことを明らかにする。

四六 192 頁 2018 年 ISBN978-4-7795-1348-0 C0081
税込 2420 円
ナカニシヤ出版

A5 584 頁 2020 年 ISBN978-4-7576-0975-4 C3381
税込 12100 円
和泉書院

俗語入門

―俗語はおもしろい！―
＜著＞米川明彦
改まった場では使ってはいけない，軽く，粗く，汚
く，ときに品がなく，それでいてリズミカルで流行も
する話しことば「俗語」。いつ，どこで，だれが何の
ために生み出すのか，楽しく・わかりやすく解説。

3.1.1.3 英米語

英語クラスターハンドブック

―基本単語のつながり用例辞典―
＜著＞安井稔 / 久保田正人
「単語数信仰」から脱却しよう。真に英語の力を身に
つけたければ、覚えるべきは単語の「数」ではなく、
「つながり」です。本書は、そのつながりのあり方を
列挙した一種の辞書で、英作文練習帖としても使えま
す。

A5 192 頁 2017 年 ISBN978-4-254-51053-9 C3081
税込 2750 円
朝倉書店

なぜ言葉は変わるのか

四六 672 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-2242-5 C0082
税込 4180 円
開拓社

―日本語学と言語学へのプロローグ―
＜著＞柿木重宜
変わりゆく日本語の世界を「恥」と「経済効率」の概
念をもとに解明。日本語をより深くより正確に理解す
るための恰好の入門書。

英語定型表現研究の体系化を目指し
て

四六 184 頁 2003 年 ISBN978-4-88848-637-8 C1081
税込 2420 円
ナカニシヤ出版

―形態論・意味論・音響音声学の視点から―
＜著＞井上亜依
コーパスのデータを基に、意味論、形態論、音響音声
学の側面からのアプローチで語の組み合わせが定型表
現になるための形成方法、形成タイプ、過程、条件、
ストレスパタンルールを提示し、体系的枠組みを与え
ることを目指す。

豊かな語彙力を育てる

―「言葉の感度を高める教育」へのヒント―
＜著＞石黒圭
筆者が留学生へ日本語を教える中で気づかされた「豊
かな日本語」の数々。「外国語」として日本語を見る
ことで「言葉の感度」を高め、様々な角度から言葉の
「なぜ」に迫る。国語教育の現場でも役立つ内容が満
載。

A5 320 頁 2018 年 ISBN978-4-327-40170-2 C3082
税込 4400 円

研究社

四六 302 頁 2018 年 ISBN978-4-86676-004-9 C1081
税込 1760 円
ココ出版
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分類３｜言語理論

―日本語学と言語学の接点を求めて―
＜著＞柿木重宜
「言葉」って何だ？ 様々な言語現象の具体例を掲げ、
できるだけわかりやすく言葉の本質および日本語その
ものについて説明、解説。好評前著に新章と章末問題
を加えた改定版。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞平野尊識
複合語における連濁形・非連濁形の生起を規則により
説明。世界の言語の複合語を概観。前項と後項を結び
付ける要素の存在が必要で日本語の連濁の発生へと繋
がったことを指摘。

―A Variationist Approach―
＜著＞久屋愛実
本書は、現代日本語語彙の「カタカナ語化」の様相を
変異研究の視点から解明する。カタカナ語が選択され
る言語的要因、使用者の社会的属性との相関などにつ
いて論じる。

言語理論

２０２２年言語学図書総目録

慣用表現・変則的表現から見える英
語の姿

開拓社叢書 27

A5.264 頁.2019 年.ISBN978-4-7589-2274-6.C3082
税込 3850 円

A5.248 頁.2016 年.ISBN978-4-7589-1822-0.C3380
税込 3190 円

形式意味論入門

＜著＞田中拓郎
ラムダ（λ）恐怖症の人も数式アレルギーの人も、形式
意味論の考え方に親しみ、自分の研究に活かす方策を
手に入れることができる、形式意味論の入門書。実例
と図表を多用し、直感的に理解しやすい解説を施して
ある。

＜編＞住𠮷誠 / 鈴木亨 / 西村義樹
一般化からはこぼれ落ちてしまう「慣用」「変則」に
焦点を当てることで、英語の創造的側面・多様性が浮
かび上がる。本書は、英語の持つ独自の慣用・不規則
への志向性を考察し、従来の言語観を問い直すもので
ある。

開拓社

開拓社

分類３｜言語理論

語彙化と言語変化

現代意味解釈講義

A5.296 頁.2009 年.ISBN978-4-7985-0002-7.C3080
税込 6600 円
九州大学出版会

A5.528 頁.2014 年.ISBN978-4-7589-2207-4.C3080
税込 5280 円

＜著＞澤田治美
意味解釈の豊かさと奥深さについて論じた。多義性、
構造依存性、時間、視点、条件性、仮想性、モダリテ
ィ、コンテクスト、含意、言語行為、情報構造といっ
た角度から、18 章にわたって意味の問題にアプロー
チする。

＜著＞ L. J. ブリントン /E. C. トラウゴット
＜訳＞日野資成
本書は、文法化と語彙化の類似点・相違点を明確にし
た上で、英語における語彙化の具体例を提示し、最後
に語彙化研究の今後を展望する。語彙化研究を志す研
究者にとって必携の書である。

開拓社

事象アスペクト論

3.1.1.6.その他

＜編・著＞岩本遠億
概念意味論を大幅に修正して心的計算理論に生まれ変
わらせ、これまで未解決だった事象アスペクトに関す
る問題を一挙に解決する。概念意味論とアスペクト研
究に新しい方向性を指し示す意欲的研究。

使役動詞のアナトミー

―語彙的使役動詞の語彙概念構造―
＜編・著＞丸田忠雄
動詞の意味特性がその統語特性を決定するとする語彙
意味論の立場から、語彙的使役動詞の精密な意味構造
を提案し、ここから、それらが示す種々の統語的ふる
まいを帰結させようとする。
A5.217 頁.1998 年.ISBN978-4-88198-903-6.C3082
税込 2750 円

A5.416 頁.2008 年.ISBN978-4-7589-2140-4.C3080
税込 5500 円

開拓社

「する」と「なる」の言語学

―言語と文化のタイポロジーへの試論―
＜著＞池上嘉彦
英語の表現と対照しながら、日本語の特質を浮き彫り
にしようとする本書の試みは、文化と言語の相関関係
を示唆し、「する型言語」と「なる型言語」という類
型論に新しい視野をひらいた。

松柏社

3.1.2
意味（論）

四六.316 頁.1981 年.ISBN978-4-469-22032-2.C3081
税込 2420 円
大修館書店

語彙意味論の新たな可能性を
探って

開拓社叢書.31

＜編＞由本陽子 / 小野尚之
語彙の意味と統語についての最新の研究を様々な観点
から多角的に紹介し、語彙意味論が今後進むべき新た
な方向性を示唆する。レキシコン、認知意味論、類型
論、心理言語学などの研究者・学生にはぜひ読んでほ
しい。

生成意味論入門

＜著＞阿部潤
チョムスキーの生成文法を念頭に、この理論にとって
重要な意味的概念や現象を解説することを意図した意
味論の入門書である。語彙意味論、論理概念、文の焦
点と前提に関するもの、話者の視点などを取り上げる。

A5.512 頁.2015 年.ISBN978-4-7589-2221-0.C3080
税込 7480 円

A5.192 頁.2018 年.ISBN978-4-7589-1826-8.C3380
税込 2860 円

開拓社

開拓社
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日本語は人間をどう見ているか

A5 432 頁 2016 年 ISBN978-4-7589-2223-4 C3080
税込 4730 円

四六 172 頁 2006 年 ISBN978-4-327-37698-7 C0081
税込 1430 円
研究社
品薄

＜著＞澤田治美
好評を博した前著『現代意味解釈講義』
（2014 年）に続
く第二弾。日英語における話し手の捉え方・心的態度
とモダリティ・言語行為の観点から意味解釈を考察す
る。

＜著＞籾山洋介
人間のいとなみを日本語がどのように表現しているか
を、ユニークな視点から分析した、認知言語学の専門
家による一般向けの日本語読本。豊富な日本語の表現
を楽しみながら日本語について新しい見方を学べる。

開拓社

名詞をめぐる諸問題

新刊

［例解］日本語の多義語研究

―認知言語学の視点から―
＜著＞籾山洋介
単義語が複数の意味を担っていく現象を、類似性、メ
トニミー、シネクドキー等の認知言語学的視点から段
階的に分析・整理していく。認知言語学、日本語教育
のみならず自然言語処理の研究者にも基礎資料となる
書。

A5 316 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2290-6 C3080
税込 4950 円

開拓社

A5 290 頁 2021 年 ISBN978-4-469-21387-4 C3081
税込 3740 円
大修館書店

3.1.2.1 日本語

意味の探究

英語表現の形式における矛盾と伝達
効果

＜著＞山田進
『類語大辞典』の編集・執筆に関わってきた著者が、
「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 部に渡って、これまで深
めてきた考察を明らかにする。

＜著＞田岡育恵
一部コーパスの助けも借りて、筆者がこれまで読んで
きた小説、エッセイなどから「これは」と思ってメモ
した実例に基づいて考察を進め、理論のための理論で
はなく、言語表現そのものを追求する。

A5 396 頁 2017 年 ISBN978-4-87424-730-3 C3080
税込 5060 円
くろしお出版

A5 208 頁 2007 年 ISBN978-4-269-77013-3 C1082
税込 2640 円

構文の意味と拡がり

英宝社

＜編＞天野みどり / 早瀬尚子
言語学の中心的課題であり続ける「構文」。この課題
を、各執筆者が設定する構文の定義に続き、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論文
集。

コーパス語彙意味論

―語から句へ―
＜監訳＞南出康世 / 石川慎一郎
＜著＞スタッブズ，マイケル
句・コロケーション・テクスト・文化の中に語を位置
づけ、意味生成のメカニズムを解明する。コーパスの
他、様々な分野の英語の実例を多数掲載。本書の分析
自体がコーパス言語学実践の優れたモデルとなってい
る。

A5 256 頁 2017 年 ISBN978-4-87424-744-0 C3080
税込 4070 円
くろしお出版

日本語の意味研究の新たな扉を開く

A5 400 頁 2006 年 ISBN978-4-327-40143-6 C3082
税込 4180 円

―意味分析の方法と実際―
＜著＞李澤熊
意味の伝達ということばの最も重要な働きに注目し、
現代日本語の意味の解明に焦点を当てる。様々な類義
語と多義語について、豊富な実例を基に多様な角度か
ら分析を行い、日本語の意味解釈のメカニズムの一端
を探る。

研究社

A5 288 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2293-7 C3081
税込 4180 円

開拓社
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―語形成・意味・構文―
＜編＞由本陽子 / 岸本秀樹
近年特に注目を集める名詞の文法的役割について、日
英語に限らず諸言語にも目を向け、文レベルや語レベ
ルの様々な文法現象を詳細に分析し、新たな知見をも
たらす論考を集めた、語彙意味論の最新論文集である。

２０２２年言語学図書総目録

続・現代意味解釈講義

言語理論

認知意味論の展開

新刊

開拓社 言語・文化選書.89

２０２２年言語学図書総目録

―語源学から語用論まで―
＜著＞ Sweetser, E. E.
＜訳＞澤田治美
従来の意味特徴分析では説明できなかった法助動詞の
多義性や and、if、or などの接続詞・条件文の多様な
解釈が、メタファー的なとらえ方で記述できるという
認知的アプローチによる意味の分析である。

英語と日本語の深層を探る（上）

―言語を比較する―
＜著＞平出昌嗣
英語は物を見て話し、日本語は人を見て話す。そこか
ら来る両言語の違いを、歴史や文化の観点から語源や
古代文法にまで掘り下げて探る。例文は文学作品から
多く取り、各言語の発想や仕組み、その表現方法を見
ていく。

A5.252 頁.2000 年.ISBN978-4-327-40123-8.C3080
税込 3850 円

研究社

四六.244 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-2589-1.C1380
税込 2310 円
開拓社

3.2.0
文法

新刊

開拓社 言語・文化選書.90

分類３｜言語理論

英語と日本語の深層を探る（中）

新刊

―文法を比較する―
＜著＞平出昌嗣
英語は光の言語であり、日本語は霞の言語である。英
語は光を当てるように表現が細部まで明確だが、日本
語は相手への配慮から暗示や情緒によって霞む。この
中巻ではその文法上の違いを歴史や言語文化の観点か
ら探る。

Hituzi.Linguistics.in.English.No.34

A Cognitive Linguistic Approach to
Japanese Agrammatism

＜著＞井原浩子
日本語の失文法に見られる助詞「が、を、に、から」
の誤用について、認知言語学の視点から説明する。ま
た、類似した誤用を取り上げ、失文法との共通性と相
違を考察する。

四六.228 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-2590-7.C1380
税込 2310 円
開拓社

菊.154 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1070-3.C3080
税込 10120 円
ひつじ書房

学習英文法を見直したい

＜編・著＞大津由紀雄
英文法を学ばないでは日本人はいつまでも英語コミュ
ニケーションができるようにならない！ 日本人にと
っての理想の学習英文法のあり方を徹底討論し、改め
て英文法の意義を再評価する。

新刊

開拓社 言語・文化選書.91

英語と日本語の深層を探る（下）

―品詞を比較する―
＜著＞平出昌嗣
英語には個の文化、日本語には和の文化が土台にあ
り、それは表現を、一方は論理的にし、一方は情緒的
にする。この下巻では動詞や前置詞などの品詞を対象
に、その違いがどう表れているかを歴史や文化の観点
から探る。

A5.300 頁.2012 年.ISBN978-4-327-41080-3.C3082
税込 2750 円

研究社

ひつじ研究叢書（言語編）168

共同注意場面による日本語指示詞の
研究

四六.252 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-2591-4.C1380
税込 2310 円
開拓社

＜著＞平田未季
目の前の対象へ共同注意を確立するための実際のやり
とりから、日本語指示詞の新たな意味論および語用論
的分析を提示する。相互行為場面に根差した統合的な
日本語指示詞研究。

A5.244 頁.2020 年.ISBN978-4-8234-1014-7.C3080
税込 7040 円
ひつじ書房
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―文法研究の新たな可能性を求めて―
＜監修＞益岡隆志
＜編＞定延利之 / 高山善行 / 井上優
日本語文法研究において最も実績のある研究課題の 1
つであるアスペクト・テンスについて、現代日本語共
通語・文法史・対照研究の 3 つの観点から多角的にア
プローチする。

日本語複文構文の機能論的研究

［研究プロジェクト］時間と言語

ひつじ研究叢書（言語編）177

A5 434 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1057-4 C3080
税込 9680 円
ひつじ書房

A5 352 頁 2021 年 ISBN978-4-89476-992-2 C3080
税込 6820 円
ひつじ書房

日本語文法ファイル

ひつじ研究叢書（言語編）183

コピュラとコピュラ文の日韓対照研
究

＜著＞金智賢
基本型コピュラ文の意味論的分析をはじめ、一項名詞
文、ウナギ文、動作性名詞述語文、分裂文等を対照的
に取り上げることで、日韓のコピュラの根本的かつ総
体的な理解に迫る。

A5 216 頁 2015 年 ISBN978-4-87424-661-0 C1081
税込 1760 円
くろしお出版

文節の文法

A5 240 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1066-6 C3080
税込 8030 円
ひつじ書房

＜著＞定延利之
文未満の単位に着目し、「きもち」「権力」「会話」「非
流ちょう性」という分析の手立てを使って、「唯文主
義」に陥った従来の文法では十分説明ができなかった
様々な現象を読み解いていく。

続 ･ 情報のなわ張り理論

＜著＞神尾昭雄
言葉が伝える情報が、話し手のなわ張りに属している
か、聞き手のなわ張りに属しているかによって、ヒト
は巧みに言葉を使い分けている。様々な言語使用の背
後で働いている根本原理を説く。

A5 168 頁 2019 年 ISBN978-4-469-21375-1  C3081
税込 2200 円
大修館書店

A5 160 頁 2002 年 ISBN978-4-469-21275-4 C3080
税込 1980 円
大修館書店

3.2.0.1 日本語

引用形式を含む文の諸相

ひつじ研究叢書（言語編）171

―叙述類型論に基づきながら―
＜著＞岩男考哲
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。

「重複」の文法的研究

＜著＞程莉
重複表現は言語の至るところに存在しているが、無駄
なのか？ そうではない。言語的な意味がある。本書
は、重複表現を文法の観点から分析し明らかにしたは
じめての書籍。

A5 200 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-797-6 C3081
税込 3740 円
くろしお出版

A5 160 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1018-5 C3080
税込 4400 円
ひつじ書房
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―日本語学と言語学からのアプローチ―
＜著＞鈴木孝明
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。

新刊

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞田中寛
日本語の複文についての総合的研究。複文を静的に分
析するだけでなく、談話展開にどのような機能を果た
すのかという動態的な視点から分析する。

言語理論

韓国語の事態把握と日本語学習に及
ぼす影響

新刊

ひつじ研究叢書（言語編）181

述語と名詞句の相互関係から見た日
本語連体修飾構造

２０２２年言語学図書総目録

―受動表現の産出を中心に―
＜著＞鄭在喜
日本語・韓国語それぞれの母語話者の事態把握の傾向
を明らかにし、韓国語を母語とする学習者が自然な日
本語を習得する方法について検討する。 ※オンデマ
ンド（ネット書店限定）商品

＜著＞三好伸芳
日本語の連体修飾構造に見られる文法的振る舞いの包
括的分析を通じ、連体修飾要素の機能、述語の内包
性、名詞句の指示性といった意味論的な概念に新たな
理論的枠組みを提示。

A5 274 頁 2019 年 ISBN978-4-86327-483-9  C3081
税込 3850 円
溪水社

A5 284 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1064-2 C3080
税込 7700 円
ひつじ書房
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近現代日本語の「誤用」と言語規範
意識の研究

生成文法と日本語研究

分類３｜言語理論

―「文文法」と「談話」の接点―
＜著＞井上和子
日本語を対象にした言語研究は、生成文法の発展に寄
与してきたか？ 生成文法 50 年の軌跡を日本語研究
を中心に辿るとともに、談話分析の観点から「ミニマ
リストプログラム」における日本語研究の大いなる可
能性を探る。

＜著＞新野直哉
「“ 全然 ” 大丈夫」の「全然」は歴史的に使われてきた
用法なのに、間違いと言われるようになったのはなぜ
か。言語規範意識に着目した画期的研究。
A5 304 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1011-6 C3080
税込 7150 円
ひつじ書房

A5 202 頁 2009 年 ISBN978-4-469-22208-1 C3081
税込 2200 円
大修館書店

現代日本語指示詞の総合的研究

＜著＞堤良一
金水・田窪（1990）の談話管理理論に基づく研究や、庵
（1997）による文脈指示用法に関する研究などの先行研
究を詳細に検証した上で、現場指示用法と文脈指示用
法を単一かつ単純に説明できる画期的なモデルを構築
する。

生成文法の基礎

―原理とパラミターのアプローチ―
＜著＞中村捷 / 金子義明 / 菊地朗
高度に抽象的な規則と原則の体系である GB（統率・
束縛）理論を詳しく解説した本格的な入門書。英語学
関係者に最適な書。

A5 256 頁 2012 年 ISBN978-4-904595-17-6 C3081
税込 3960 円
ココ出版

A5 264 頁 1989 年 ISBN978-4-327-42061-1 C3082
税込 3300 円

研究社

国語学史の近代と現代

シリーズ言語学と言語教育 36

―研究史の空白を埋める試み―
＜著＞斉木美知世 / 鷲尾龍一
山田文法研究に真のブレイク・スルーをもたらした伝
説の論考「日本文法論とハイゼの獨逸文典」
（正・続）
を載録。これまで誰も発見できなかったハイゼの原文
を、山田孝雄の書き込みと共に公開する。

日本語教育における「のだ」の研究
＜著＞戴宝玉
本書は外国人日本語教師という立場から、日本語学習
者にとって習得困難な表現であるノダを包括的に扱
い、ノダの多様な意味を統一的に解釈することを可能
にした。

A5 336 頁 2014 年 ISBN978-4-7589-2204-3 C3081
税込 4180 円

A5 280 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-864-2 C3080
税込 4620 円
ひつじ書房

開拓社

新刊

国語問題と日本語文法研究史

日本語研究から生成文法理論へ

四六 244 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1114-4 C3080
税込 3080 円
ひつじ書房

A5 320 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2288-3 C3080
税込 4400 円

＜編＞斎藤衛 / 高橋大厚 / 瀧田健介 / 高橋真彦 / 村杉
恵子
国立国語研究所共同研究プロジェクト『日本語から生
成文法理論へ』の研究者による 17 編の論文集。句構
造、省略、格表示などについて、日本語特有の現象を
とりあげ、統語理論と言語獲得への帰結を論じる。

＜著＞仁田義雄
言語的平等の理想と現実の乖離から国家の国語に対す
るあり方に触れ明治以降の文法研究の進展から日本語
文法研究史を概説。さらに現代日本語文法の記述的研
究の確立化を示す。

開拓社

74

日本語研究とその可能性

新刊

日本語のテンス・アスペクト研究を
問い直す
＜編＞庵功雄 / 田川拓海
先行研究の蓄積を踏まえつつも、それにとらわれない
新たな視点やさまざまなとらえ方を提示する。
第 1 巻 「する」の世界
ISBN978-4-89476-781-2 税込 4400 円
第 2 巻 「した」「している」の世界
ISBN978-4-89476-782-9 税込 4620 円
A5 248 ～ 332 頁 2019 ～ 2021 年  C3080
税込 4400 ～ 4620 円

A5 288 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2214-2 C3081
税込 3520 円

開拓社
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日本語指示表現の文脈指示用法の研
究

ひつじ書房

いずみ昴そうしょ 8

日本語のテンスと叙法

―現代語研究と歴史的研究―
＜著＞福田嘉一郎
テンスの対象となる時は描かれる事態の時ではない、
中古語では叙法が確言のときテンスがない、未然バと
已然バとは同じ語ではない――先入観を排して、日本
語のテンスと叙法に関わる諸現象を記述、説明する。

A5 288 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-957-1 C3080
税込 5720 円
ひつじ書房

A5 256 頁 2019 年 ISBN978-4-7576-0938-9 C1381
税込 3960 円
和泉書院

日本語条件文の諸相

―地理的変異と歴史的変遷―
＜編＞有田節子
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。条件表現を表す形式の変遷や変
異を、時制節性や断定辞、準体形式などと絡めて議論
する。

新刊

研究叢書 536

日本語の歴史的対照文法

＜編＞野田尚史 / 小田勝
日本語の異なる時代の文法を対照する「歴史的対照文
法」の方法と実際を示す研究論文 13 編を収める。対
照研究によって明らかにされる各時代の文法の姿は、
文法史研究・現代語文法研究の双方に刺激を与えるだ
ろう。

A5 256 頁 2017 年 ISBN978-4-87424-746-4 C3081
税込 4070 円
くろしお出版

日本語の格標示と分裂自動詞性

A5 304 頁 2021 年 ISBN978-4-7576-1000-2 C3381
税込 6600 円
和泉書院

＜編＞竹内史郎 / 下地理則
現代日本共通語や日琉諸語をもとに、主語標示に分裂
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。

新刊

日本語文法解説

＜著＞町田健
これまでの日本語研究の知見を結集して、日本語文法
を多角的に読み解き、網羅的かつ体系的にまとめ上げ
た日本語文法論の決定版。すべてを一貫した立場から
体系的に解説した町田言語学の集大成。

A5 192 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-793-8 C3081
税込 3520 円
くろしお出版

A5 532 頁 2021 年 ISBN978-4-327-38484-5 C3081
税込 4400 円

研究社

75

分類３｜言語理論

＜著＞庵功雄
日本語の指示表現の文脈指示用法で最も多く使われる
「この」と「その」の機能上の異なりをコーパスでの
分布を含め多面的に検討。英語などの定冠詞との関係
についても論じる。

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞益岡隆志
日本語研究における異なる分野・アプローチ間の対話
を目指して企画されたシンポジウムに基づき編集され
た論集。本書を通じて、様々な分野で豊かな蓄積を持
つ日本語研究のさらなる可能性を読者とともに探って
みたい。

言語理論

日本語文法研究のフロンティア

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞庵功雄 / 佐藤琢三 / 中俣尚己
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。

「のだ」の文とその仲間・続編

―文構造に即して考える―
＜著＞山口佳也
日本語の中には、構造的におや？ と思わせる事象が
少なくない。本書は、そんな謎の数々に取り組んだ論
文集である。日本語文法に関し、いつか誰かがどこか
で指摘しておかなくてはならない基本的な事実ばかり
である。

A5 344 頁 2016 年 ISBN978-4-87424-700-6 C3081
税込 4180 円
くろしお出版

A5 352 頁 2016 年 ISBN978-4-385-36512-1 C3081
税込 8580 円

三省堂

日本語文法史キーワード事典

文と事態類型を中心に

分類３｜言語理論

＜編＞青木博史 / 高山善行
日本語文法史に関わる 77 のキーワードをとりあげ解
説。コンパクトにまとめることで気軽に要点を知るこ
とができ、国語教員や文法について学びたい一般読者
にも最適。

＜著＞仁田義雄
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。

四六 164 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-966-3 C0581
税込 2200 円
ひつじ書房

A5 384 頁 2016 年 ISBN978-4-87424-709-9 C3081
税込 5060 円
くろしお出版

新刊
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シリーズ言語学と言語教育 41

日本語文法史の視界

漫画に見られる話しことばの研究

―継承と発展をめざして―
＜著＞高山善行
古代語の助動詞を中心に、現代語と対照し、「名詞
句」「モダリティ」「疑問文」「配慮表現」「とりたてと
モダリティ」「テンス・アスペクトとテクスト構造」
などを研究する。

―日本語教育への可能性―
＜著＞福池秋水
東京を中心とした首都圏の話しことば（首都圏方言）に
おいて、ラ行音の撥音化（わからない→わかんない）
等、表現がどのように使い分けられているかを漫画作
品を対象に分析。

A5 304 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1008-6 C3080
税込 7040 円
ひつじ書房

A5 212 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1015-4 C3080
税込 5500 円
ひつじ書房

日本語文法ハンドブック

日本語文法史研究

―言語理論と言語獲得の観点から―
＜編＞村杉恵子 / 斎藤衛 / 宮本陽一 / 瀧田健介
10 名が、文構造、述部・項構造と文法格、削除、移
動など、日本語の文法及び獲得に関する主要な研究テ
ーマについて書き下ろした 13 章。各章とも、学部生
対象の第 1 部と、より発展的な第 2 部の 2 部構成にな
っている。

＜編＞高山善行 / 青木博史ほか
最新の言語研究のテーマ、手法による日本語文法史研
究の成果。若手研究者による意欲的な論考も収録する
隔年刊の論文集。巻末付録として「テーマ解説」「文
法史の名著」「文法史関係文献目録」を付す。
1 ISBN978-4-89476-638-9
2 ISBN978-4-89476-742-3
3 ISBN978-4-89476-833-8
4 ISBN978-4-89476-899-4
5 ISBN978-4-8234-1046-8
A5 276 ～ 320 頁 2012 年～  C3080
税込 3520 ～ 4400 円

A5 496 頁 2016 年 ISBN978-4-7589-2230-2 C3080
税込 4950 円

開拓社

「日本語らしさ」の文法

＜著＞近藤安月子
「日本語らしさ」が成立するしくみを解明。語順・語
構成・主題と説明・事態把握という４つの観点から日
本語文法の全体像を文法的な条件とともに描き＜共同
注意＞と＜見え＞という新たな視点を導入した解説を
展開。

ひつじ書房

A5 300 頁 2018 年 ISBN978-4-327-38477-7 C1081
税込 3080 円

研究社
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新刊

新刊

美しい文学を読んで英文法を学ぶ

シリーズ扉をひらく６

百人一首で文法談義

A5 368 頁 2021 年 ISBN978-4-295-40608-2 C2082
税込 2288 円
クロスメディア・ランゲージ

A5 304 頁 2021 年 ISBN978-4-7576-1009-5 C1392
税込 3300 円
和泉書院

英語構文を分析する

新刊

The Present Perfect in English

上巻： ISBN978-4-7589-2286-9 C3082
下巻： ISBN978-4-7589-2287-6 C3082
A5 448、496 頁 2020 年  
税込 5940、6160 円

菊 160 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2359-0 C3082
税込 5500 円

開拓社

開拓社

イェスペルセン 近代英語文法 II

英語語法詳解

A5 360 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-1382-9 C3382
税込 4620 円

A5 384 頁 2012 年 ISBN978-4-385-36594-7 C3082
税込 4180 円

―英語語法学の確立へ向けて―
＜著＞柏野健次
英語語法研究 40 年の集大成。意味論の観点から、
様々な言語現象に潜む『なぜか』を追求・詳述した論
考全 24 編。助動詞、「法」、アスペクトの諸問題や英
語教育にも論及。英語語法学確立へ向けた問題提起の
書。

＜著＞ Jespersen, O.
＜訳述＞中村捷
イェスペルセン著『近代英語文法』
（MEG）第 II 巻の
内容を紹介し、若干の論評を加えて訳述した。近代英
語の詳細な記述、史的変化にも言及し、近代英語に関
する理論と事実が有機的に結合した記述文法の最高峰
である。

三省堂

開拓社

英語実証研究の最前線

新刊

イェスペルセン 近代英語文法 III

＜編＞八木克正 / 神崎高明 / 梅咲敦子 / 友繁義典
関西英語語法文法研究会の 20 年間の歩みを記念し、
現代英語の実証的研究成果の報告を 13 編の論文にま
とめた。多様な研究成果を、語法研究、構文研究、理
論展開の 3 つの範疇に分けて、それぞれの到達点を示
した。

＜著＞ Jespersen, O.
＜訳述＞中村捷
イェスペルセン著『近代英語文法』
（MEG）の第 III 巻
の内容を紹介し、若干の解説を加えた。近代英語を詳
細に記述、史的変化にも言及した、近代英語に関する
理論と事実が有機的に結合した記述文法の最高峰。

A5 232 頁 2020 年 ISBN978-4-7589--2289-0 C3082
税込 3630 円

A5 452 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1383-6 C3382
税込 5500 円

開拓社
開拓社

英語の素朴な疑問に答える 36 章

＜著＞若林俊輔
「なぜ do を付けると疑問文になるのか」「動詞で文を
始めるとなぜ命令文になるのか」「This is a my dictionary. はなぜ間違いなのか」など「素朴な疑問」に
答えながら英文法の新しい見方・考え方を解説する。
四六 214 頁 2018 年 ISBN978-4-327-45282-7 C1082
税込 1650 円
研究社
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分類３｜言語理論

＜監訳＞金子義明 / 島越郎
＜著＞ Radford, A.
Radford の定評ある統語論入門書 Analysing English
Sentences（第 2 版）を翻訳。上巻は原著の 4 章まで、
下巻は原著の第 5 ～ 7 章と「用語解説および略語一
覧」を収録。

―From Semantic, Evolutionary, and Contrastive Perspectives ―
＜著＞傅 建良
英語の現在完了形は現在と過去という二つの時間の関
係を表す複合時制である。謎多き英語の現在完了形に
ついて、本書は意味論、文法化及び英語・日本語・中
国語三言語対照の視点から、その本質に迫る。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞杉山靖明
『嵐が丘』『赤毛のアン』…古くから読み継がれている
海外の文学作品の世界に触れながら、例文とともに英
文法を学ぶ本。苦手な人も多い仮定法や倒置などの項
目は、実際にはネイティブが使う様々な文章に登場す
る。

＜著＞小田勝
古典文法研究者が著した異色の百人一首解説書。百人
一首歌について、古注の諸説を整理した上で、語学の
立場から改めて読み解く。その過程で、古典文法研究
の最新の知見を、易しい語り口で縦横に解説した。

言語理論

ネイティブ英文法 4

開拓社 言語・文化選書 87

英文の基本構造

英文法の考え方

―英語学習者のための認知英文法講義―
＜著＞野村益寛
文法とは、語彙と役割分担をしながら、話し手の思い
（＝意味）に形を与えるための体系である。このような
認知文法の立場から、英文法の諸事項をどう考えれ
ば、文法が表す意味の根底を貫く体系性に迫れるかを
探る。

＜著＞本田謙介 / 田中江扶 / 畠山雄二
動詞の性質からスタートし，疑問文・受動文・否定文
など，英語の文のしくみを解説する。
２０２２年言語学図書総目録

A5 212 頁 2020 年 ISBN978-4-254-51674-6 C3382
税込 3630 円
朝倉書店

英文法総覧（改訂版）

四六 232 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2587-7 C1382
税込 2200 円
開拓社

＜著＞安井稔
伝統文法のわく組の中に新しい言語学の知見を、極め
て平明な形で盛り込みうるだけ盛り込んだ包括的な英
文典である。大学用のテキストのみならず、教授者・
学生の必携参考書として最適。全国学校図書館協議会
選定図書。

英文法の心理

分類３｜言語理論

＜著＞中右実
長年の研究の中で著者は、日英語では〈道具〉と〈位
置〉の理解の仕方が大きくずれるという事実に気づか
された。教科書英文法とは趣を異にする、首尾一貫し
た論法と実証の手順を踏まえた〈新英文法研究法〉を
提唱する。

A5 648 頁 1996 年 ISBN978-4-7589-0383-7 C7082
税込 2724 円

開拓社

「英文法大事典」シリーズ 0

A5 312 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2265-4 C3082
税込 3520 円

英文法と統語論の概観

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞本田謙介 / 中島基樹 / 川﨑修一 / 飯沼好永
＜編集委員長＞畠山雄二
1800 頁を超える『ケンブリッジ英文法』を 11 巻分冊
で翻訳。0 巻には、本シリーズで扱う英文法のエッセ
ンスが凝縮されている。英文法の体系的知識がつくだ
けでなく、英語のもつ《多様性》と《規則性》も実感
できる。

開拓社

新刊

一歩進める英語学習・研究ブックス

英文を正しく理解するための学習英
文法のコツ
＜著＞千葉修司
本書を通して、英語力の要となる文法の知識がさらに
深まり、英文を正しく理解できる応用力を身につける
ために必要な学習英文法のコツを体得できる。また、
豊富な練習問題により各自の理解度を確かめられる。

A5 220 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-1360-7 C3382
税込 2860 円

開拓社

四六 256 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1218-1 C0382
税込 2090 円
開拓社

英文法には「意味」がある

＜著＞クリスタル，D
＜訳＞伊藤盡 / 藤井香子
イギリス言語学の泰斗・デイヴィッド・クリスタル先
生が、「どうして文法を知るべきなのか」をテーマに
据え、英文法とは何か、文法の面白さとは何かを、ユ
ーモアを交えて探っていく。

英米の文法書に学ぶ 英文法基礎論

＜著＞田子内健介
英米の文法書では、文型や節の分類、主部の定義、時
制や助動詞の意味等について、どのような説が展開さ
れているか。Huddleston and Pullum（2002）などから
構造と意味を学び、深い理解とさらなる探求への基礎
を固める。

A5 258 頁 2020 年 ISBN978-4-469-24640-7 C3082
税込 2750 円
大修館書店

A5 288 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2294-4 C3082
税込 3740 円

英文法のエッセンス

開拓社

＜著＞江藤裕之
文法事項の暗記でなく理解に重点を置いた、読む文法
書。現在時制や仮定法などが本質的に何を表すのかを
「エッセンス」として示し、専門用語を極力排したわ
かりやすい文章で論理的に解説する。

ネイティブ英文法 3

音と形態

＜著＞都田青子 / 平田一郎
英語の音の仕組みと規則、単語を構成する形態のシス
テムを初学者にもわかりやすく解説する。

四六 240 頁 2015 年 ISBN978-4-469-24598-1 C3082
税込 1540 円
大修館書店

A5 192 頁 2020 年 ISBN978-4-254-51673-9 C3382
税込 3300 円
朝倉書店
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新刊

新刊

開拓社 言語・文化選書 88

「英文法大事典」シリーズ 10

＜著＞千葉修司
基本的な英文法の知識をさらに拡充・応用させた英語
力を身につけたいと願う学習者のために、一般の学習
英文法書では学べないような英語や英文法の知識やテ
ーマを取り上げ、わかりやすく解説した学習英文法上
級編。

＜監修＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞今仁生美 / 伊藤たかね / 由本陽子 / 澤田治 / 川
原功司
〈編集委員長〉畠山雄二
本巻では英語における語の屈折や語形成の背後にある
規則や原理だけでなく、モンスターのような語の怪奇
な複雑さも多数紹介されている。語の豊富な知識が身
につくだけでなく、語を作り出す人間に感動する一冊
である。

学習英文法拡充ファイル

形態論と語形成

「英文法大事典」シリーズ 7

A5 384 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1370-6 C3382
税込 4620 円

関係詞と比較構文

開拓社

「英文法大事典」シリーズ 4

形容詞と副詞

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞田中江扶 / 深谷修代 / 長野明子
＜編集委員長＞畠山雄二
詳細な記述に基づいたルールや一般化を立てながら
も、ネイティブならではの鋭い洞察が加わり、形容詞
と副詞のもつ奥深さを堪能できる。この一冊に形容詞
と副詞のすべてが網羅されていると言っても過言では
ない。

A5 324 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-1367-6 C3382
税込 3850 円

開拓社

基本語で考える英文整序法

―語配列の手順―
＜著＞後藤寛
英語文がいかに構築されるか、どのようにして各語が
結合し、１つの文や段落となるかを学ぶ。日常的な状
況をテーマとした表現例に ｢考え方｣ の手順が提示さ
れており、様々な場面で実際に応用して使うことが可
能。

A5 256 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-1364-5 C3382
税込 3190 円

開拓社

現代英文法講義

＜著＞安藤貞雄
半世紀余にわたる著者の英文法研究の集大成。豊富な
用例を著者の文法観に基づいて体系化した学術書であ
ると同時に、常に座右に置いて、英文法上の疑問が浮
かぶごとに参照できる reference grammar である。

A5 114 頁 2009 年 ISBN978-4-7754-0161-3 C1082
税込 1760 円

松柏社

A5 960 頁 2005 年 ISBN978-4-7589-1021-7 C3082
税込 7260 円

新刊

基本 12 動詞で何でも言える裏ワザ
流英語術

開拓社

新刊

＜著＞尾崎俊介 / 小泉直
“ 動詞 ” 発想から “ 名詞 ” 発想に頭を切り替える、目
からウロコの英語学習法。英語の特徴を３つのコンセ
プトで解明！ 12 個の基本動詞を活用することで、
ネイティヴ発想の英語が言えるようになるとっておき
の「秘術」を伝授！

現代高等英文法

―学習文法から科学文法へ―
＜著＞八木克正
学習英文法の制約を越え、現代英語の実態を事実に基
づいて記述し説明した、新しい文法書。本書独自の視
点で首尾一貫した文法体系、すなわち「伝統文法を基
本にした、意味と型、成句の文法」を追求している。

A5 121 頁 2021 年 ISBN978-4-7754-0271-9 C0082
税込 1650 円

A5 420 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1023-1 C’3082
税込 3960 円

松柏社

開拓社
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分類３｜言語理論

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞岩田彩志 / 田中秀毅 / 藤川勝也 / 辻早代加
＜編集委員長＞畠山雄二
関係詞と比較に関するありとあらゆる事柄を取り上げ
て、妥協のない、終始一貫した分析を行っている。関
係詞と比較について、本格的に知りたい方には必読書
である。

２０２２年言語学図書総目録

四六 200 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2588-4 C1382
税込 2200 円
開拓社

言語理論

２０２２年言語学図書総目録

現代の英文法

実用英文典

A5 155 頁 2000 年 ISBN978-4-7647-3720-4 C1082
税込 2860 円

A5 824 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2213-5 C3082
税込 8140 円

―新しい文法理論へのいざない―
＜著＞齊藤興雄 / 佐藤寧 / 佐藤裕美
学校文法と最新の生成文法理論との橋渡しをする、本
格的な英文法の入門書。伝統文法に言及しながら、無
理なく生成文法の特徴を理解できるよう丁寧に解説し
ました。各章に英語のイントロダクションと練習問題
が付いています。

＜著＞齋藤秀三郎
＜訳＞中村捷
日本の英学史上の天才、齋藤秀三郎の全 4 巻、1056
頁に及ぶ Practical English Grammar の完訳。難解
な例文には訳文を付し、古い用法には古用法と明示
し、現代英語学の視点から解説を加えた。文化財的業
績の齋藤文法が現代に蘇る。

金星堂

開拓社

実例解説英文法

ネイティブ英文法 5

構文間の交替現象

分類３｜言語理論

＜著＞中村捷
生成文法に基づく、新しい学習英文法の参考書。文構
造の成り立ちを図式的に説明、日本語の知識を英語学
習に生かせるように日英語の比較を取り入れた。ま
た、ことばの根幹をなす動詞の記述を詳細に行い、実
例も豊富に取り上げている。

＜著＞岸本秀樹 / 岡田禎之
基本的な意味を変えない構文の書き換え（交替）の現象
を，学術的な知見を踏まえ解説する。

A5 200 頁 2020 年 ISBN978-4-254-51675-3 C3382
税込 3520 円
朝倉書店

A5 488 頁 2009 年 ISBN978-4-7589-2146-6 C3082
税込 3300 円

最新英語学・言語学シリーズ 11

開拓社

コーパス研究の展望

「英文法大事典」シリーズ 9

＜監修＞加賀信広 / 西岡宣明 / 野村益寛 / 岡崎正男 /
岡田禎之 / 田中智之
＜著＞石川慎一郎 / 長谷部陽一郎 / 住𠮷誠
コーパスの普及によって、文法性だけでなく、典型性
に着目した新しい研究の可能性が広がってきた。本書
は、文法・語法・教育という 3 つの分野に焦点を当て
ながら、コーパス研究の成果をまとめ、展望を示す。

情報構造と照応表現

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞保坂道雄 / 吉良文孝 / 塚本聡 / 一條祐哉 / 佐藤
健児 / 小澤賢司
〈編集委員長〉畠山雄二
本巻では、英語の情報構造と代名詞や指示詞の意味・
用法を扱う。日常の英語では、従来の文法構造だけで
は捉えられない談話情報が重要な役割を持つ。真に使
える英語を習得するための背景知識を学ぶことができ
る。

A5 288 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-1411-6 C3380
税込 4070 円

開拓社

コリンズ・コウビルド英文法

＜編＞ Sinclair, John ほか
＜訳＞吉田正治
コーパスに基づく「コウビルド英英辞典」のスタッフ
が、同じく徹底したコーパス利用し編纂した新しいコ
ンセプトの英文法書。5 億 2400 万語の膨大な “Bank
of English ® “ から収集した生きた用例で記述を裏付
ける。

A5 464 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-1369-0 C3382
税込 5060 円

開拓社

新英文法概説

＜著＞山岡洋
文中で句がどのように形成され、それぞれの句がどの
ように働いているかを理解することが、英語を正確に
理解することの基本です。本書では、各品詞の説明を
これまでとは違った文中での機能という立場から説明
します。

A5 1002 頁 2009 年 ISBN978-4-327-40155-9 C0582
税込 5500 円
研究社

ネイティブ英文法 1

A5 464 頁 2014 年 ISBN978-4-7589-2184-8 C3082
税込 3850 円

時制と相

＜著＞田中江扶 / 本田謙介 / 畠山雄二
英語の時制（テンス）と相（アスペクト）の仕組みを , か
み砕いた解説で明快に理解する。

開拓社

A5 200 頁 2018 年 ISBN978-4-254-51671-5 C3382
税込 3080 円
朝倉書店
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「英文法大事典」シリーズ 8

新刊

「英文法大事典」シリーズ 1

接続詞と句読法

動詞と非定形節、そして動詞を欠い
た節

＜監修＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞谷口一美 / 田丸歩実 / 小川陽香 / 貝森有祐
動詞の屈折、動詞と助動詞の振る舞いの相違、時制と
アスペクト、モダリティおよび非定形節（不定詞節、
動名詞分詞節など）を補部にとる動詞の構文について
詳細に記述し、豊富な事例をもとに解説した。

A5 340 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-1368-3 C3382
税込 3960 円

A5 516 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1361-4 C3382
税込 5500 円

開拓社

開拓社

「英文法大事典」シリーズ 6

入門期からの英語文型指導

＜著＞伊東治己
英語入門期から明示的な文法指導を行うことの重要性
を強調し文型指導こそ、これからの英文法指導の核と
なるべきであるという立場から学習者の発達段階に応
じて動的に変化していく「チャンク文型論」を具体的
に提案。

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞松本マスミ / 梅原大輔 / 月足亜由美 / 小谷早稚
江 / 黒川尚彦
〈編集委員長〉畠山雄二
文を 5 つのカテゴリーに分け、各タイプが通常もつ意
味と実際に使うときの発話力のずれのメカニズムをわ
かりやすく説明している。英会話や英作文のヒントが
ちりばめられている。

A5 218 頁 2019 年 ISBN978-4-327-41101-5 C3082
税込 2310 円

研究社

ネイティブの直観にせまる語法研究
―現代英語への記述的アプローチ―
＜著＞八木克正
個別の言語現象に見えるものが、ある特性に注目すれ
ば統一的な説明が可能になることもある。現代英語の
様々な語法的事実を独自の研究法によって解明。

A5 400 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-1366-9 C3382
税込 4620 円

開拓社

「英文法大事典」シリーズ 5

前置詞と前置詞句、そして否定

四六 336 頁 1996 年 ISBN978-4-327-40114-6 C3082
税込 3960 円
研究社

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞縄田裕幸 / 久米祐介 / 松元洋介 / 山村崇斗
＜編集委員長＞畠山雄二
本巻には、われわれが英語の前置詞や否定表現に抱く
素朴な疑問に対する答えが、いたるところにちりばめ
られている。

ネイティブ英文法 2

破格の構造

＜著＞小林亜希子 / 吉田智行
破格を「学校英文法からの逸脱」と定義し , ネイティ
ブの感覚と破格の使い方を丁寧に解説する。

A5 324 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-1365-2 C3382
税込 3850 円

A5 192 頁 2018 年 ISBN978-4-254-51672-2 C3382
税込 3080 円
朝倉書店

開拓社

発話型英文法の教え方・学び方

＜著＞中村捷
英語教育の危機を克服するには、よりよい教材の提
供、指導方法の提示、よりよい語学教育に対する理念
と目標の明確化が必要である。従来の解釈型の 5 文型
を廃して、「発話型」の基本文型を提案する。
A5 352 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2262-3 C0082
税込 2970 円

開拓社
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節のタイプと発話力、そして発話の
内容

２０２２年言語学図書総目録

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞岸本秀樹 / 有働眞理子 / 眞野美穂 / 木戸康人 /
前田晃寿
＜編集委員長＞畠山雄二
本巻を読めば、特異な文法的なふるまいをする等位接
続が理解でき、さらに、日頃から英文を書く人の頭を
悩ませる句読法についての体系的な知識が得られる。
そのことにより英文法の本質がおのずからみえてくる。

言語理論

「英文法大事典」シリーズ.2

3.2.0.5.中国語

補部となる節、付加部となる節

现代汉语语法研究（現代中国語文法
研究）

２０２２年言語学図書総目録

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞木口寛久 / 船越健志 / 船越さやか / 後藤亘 / 瀧
田健介
＜編集委員長＞畠山雄二
英語の句構造は主要部と依存要素から構成され、さら
に依存要素は補部と付加部に分類される。本書では、
興味深い例文を検討しながら、句や節の構造を筋道を
立てて学べる。

―以日语为参考系（中日対照の視点から）―
＜著＞杉村博文
現代中国語の文法的特徴は英語との対照で規定するこ
とが主流となっているが、本書は類型論的に英語とも
中国語とも大きく異なる日本語の視点で分析。中英対
照だけでは見えてこない特徴を摘出した。中国語での
刊行。

A5.552 頁.2018 年.ISBN978-4-7589-1362-1.C3382
税込 5720 円

A5.316 頁.2017 年.ISBN978-4-87259-592-5.C3087
税込 6270 円
大阪大学出版会

開拓社

「英文法大事典」シリーズ.3

分類３｜言語理論

アムド・チベット語文法

名詞と名詞句

＜著＞海老原志穂
東北チベット（中国青海省など）で話されるアムド・チ
ベット語についての本邦初の文法書。チベット語に特
徴的な文法現象である、証拠性やウチ・ソトについて
も詳述。

＜監訳＞藤田耕司 / 長谷川信子 / 竹沢幸一
＜著＞ Huddleston, R./Pullum, G. K.
＜訳＞寺田寛 / 中川直志 / 柳朋宏 / 茨木正志郎
＜編集委員長＞畠山雄二
冠詞が抜けていると言われて英語を直された？ 冠詞
をつけ過ぎだと言われた？ 英語の達人への道はまだ
遠い。本書には英語のネイティヴ・スピーカーの頭の
中にある、名詞にまつわる知識が余すところなく書い
てある。

A5.400 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-951-9.C3080
税込 9680 円
ひつじ書房

日本語と韓国語における可能表現

A5.552 頁.2019 年.ISBN978-4-7589-1363-8.C3382
税込 5720 円

―可能形式を文末述語とする表現を中心に―
＜著＞高恩淑
日本語と韓国語の可能表現について詳細な分析を行っ
ている。「動詞の意志性」と可能形式との関わり、韓
国語の可能表現について考察したうえで、日韓語の可
能表現における述語形式を対照し、両言語のずれを示
す。

開拓社

3.2.0.4.韓国語
新刊

標準韓国語文法論

A5.244 頁.2015 年.ISBN978-4-904595-55-8.C3081
税込 3960 円
ココ出版

＜著＞南基心 / 高永根 / 劉賢敬 / 崔炯龍
＜監訳＞五十嵐孔一
＜訳＞鷲澤仁志 / 松浦利恵 / 千代裕介 / 崔允智 / 姜詠
里 / 根津祐希
韓国語の形態論と統辞論を詳細に述べた文法書。原著
『표준 국어문법론』
（全面改訂版、2019）は韓国の学校
文法に準拠し、韓国語文法研究と教育の双方で参照さ
れている。

3.2.1
形態論

A5.440 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1077-2.C3080
税込 9020 円
ひつじ書房

最新英語学・言語学シリーズ.9

形態論とレキシコン

＜監修＞加賀信広 / 西岡宣明 / 野村益寛 / 岡崎正男 /
岡田禎之 / 田中智之
＜著＞西山國雄 / 長野明子
形態論の研究史と現代の多様な形態理論を概観し、言
語学における各形態論研究の位置を確認した後、英語
と日本語の形態論で基盤となる先行研究とトピックを
解説する。項構造、語彙概念構造、生成語彙論も扱う。
A5.256 頁.2020 年.ISBN978-4-7589-1409-3.C3380
税込 3850 円

開拓社
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語と句と名付け機能

3.2.1.3.英米語

―日英語の「形容詞＋名詞」形を中心に―
＜著＞島村礼子
語は名前、句は陳述、という面白い違いがあると言わ
れることがある。「名付け」をキーワードに、形容詞
と名詞から成る形を中心にしながら、どのような特徴
をもつ場合に名付け表現とみなされ得るのか詳しく検
討する。

英語の文法範疇としてのアスペクト
＜英文＞
A5.218 頁.1995 年.ISBN978-4-88198-845-9.C3082
税込 2750 円

A5.208 頁.2014 年.ISBN978-4-7589-2200-5.C3080
税込 3300 円

松柏社

開拓社

派生形態論

新刊

レキシコン研究の現代的課題

＜著＞高橋勝忠
形態論の事柄を中心に接辞・語の内部構造に基づく語
形成論。ほとんどの章において既存の考え方と異なる
議論や訂正がなされている。
A5.288 頁.2009 年.ISBN978-4-269-77037-9.C1082
税込 3520 円

英宝社

A5.240 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-860-7.C3081
税込 4620 円
くろしお出版

3.2.2
統語論

3.2.1.1.日本語

ジョーク力養成講座

新刊

＜著＞野内良三
世界のジョークをふんだんに例示しながら、ジョーク
を理解するために必要な推論の力や鋭いセンスを養成
する。また、ジョークのエスニック性を示し、それぞ
れの国がもつ文化や伝統の独自性・奥深さの一端にも
触れる。

Essays on Case

＜著＞牧秀樹
アジア諸言語の属格主語の分布を調査し、その背後に
ある原理の解明を試みた。調査対象言語は、中国語、
日本語東京方言、日本語長崎方言、韓国語、延辺語、
モンゴル語、セラヤリーズ語、ウルドゥ語である。

四六.242 頁.2006 年.ISBN978-4-469-24516-5.C3090
税込 1650 円
大修館書店

菊.224 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-2357-6.C3080
税込 6380 円

開拓社

レトリックのすすめ

アスペクト解釈と統語現象

＜著＞野内良三
清少納言から村上春樹まで、古今の名文を卓抜なセン
スで俎板の上にのせ、そこに見られるレトリックの使
われ方を解明。作者の脈動がいかに読者に共振して伝
わるか、その不思議に迫る。

＜著＞三原健一
動詞の「意味的アスペクト」を中核として、数量詞連
結（遊離）構文、二重目的語構文、所有者上昇構文など
を体系的に分析。記述的側面からの一般化を提出し、
それがなぜ成り立つのかをミニマリスト理論の枠組み
で解明する。

四六.242 頁.2007 年.ISBN978-4-469-21315-7.C3081
税込 1650 円
大修館書店

A5.300 頁.2004 年.ISBN978-4-7754-0070-8.C3080
税込 3190 円

松柏社
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分類３｜言語理論

＜編＞岸本秀樹
9 本の論文（査読付）を収録。レキシコン研究のホット
な課題を取り上げ、最新の成果を著すと同時に展望も
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。

２０２２年言語学図書総目録

＜編・著＞宮原文夫
英語における ASPECT（相）に関する様々な問題につ
いて、正しい解答を与えようと試みる。

言語理論

生成文法の新展開

新刊

最新英語学・言語学シリーズ 2

―ミニマリスト・プログラム―
＜著＞中村捷 / 金子義明 / 菊地朗
生成文法理論の展開のなかで、主要な 3 つの流れを解
説。前半で基盤となる標準理論、GB 理論の基本を概
観した上で、後半では 1990 年代に進展したミニマリ
スト・プログラムについてその特徴や考え方を具体的
に示す。

移動現象を巡る諸問題
２０２２年言語学図書総目録

＜監修＞加賀信広 / 西岡宣明 / 野村益寛 / 岡崎正男 /
岡田禎之 / 田中智之
＜編・著＞高野祐二 / 岡俊房 / 浦啓之 / 多田浩章
言語の移動現象を、二重側方移動という新たな形態の
移動、素性一致や転送のメカニズム、疑問詞解釈に与
える顕在的・非顕在的移動の影響、及び移動のコピー
理論から導かれる演算子の作用域設定の観点から考察
する。

A5 312 頁 2001 年 ISBN978-4-327-42155-7 C3082
税込 3300 円

研究社

A5 292 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-1402-4 C3380
税込 4070 円

統語意味論

分類３｜言語理論

＜著＞上山あゆみ
意味と構造は同時に決まる！ 日本語を例に、両者が
一体として算出されるシステムを初めて体系的に記
述。テニヲハから否定形や疑問形まで、日常言語と計
算可能性をつなぎ、言語研究にブレイクスルーをもた
らす力作。

開拓社

英語と日本語における数量表現と
関係節の解釈に関する記述的・
理論的研究

＜著＞田中秀毅
日本英語学会賞受賞。日英語の部分・全体の関係（部
分関係）をグループ・メンバーの関係やタイプ・トー
クンの関係などに下位分類し、部分構造と数量詞遊離
文が表す部分関係の種類や部分関係を表す関係節の構
文的特徴を解明する。

B5 302 頁 2015 年 ISBN978-4-8158-0822-8 C3080
税込 5940 円
名古屋大学出版会

日英比較構文研究

＜著＞畠山雄二 / 本田謙介 / 田中江扶
言語事実とロジック、この 2 つだけで理論言語学をど
こまで極めることができ、自然言語の核心に迫れるか
―この問いに果敢に挑戦したのが本書である。ロジッ
クをベースにした言語研究、これこそが理論言語学で
ある。

A5 288 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2220-3 C3080
税込 3960 円

開拓社

省略現象と文法理論

＜著＞島越郎
市河賞受賞。生成文法に基づいて省略現象を分析し、
間接疑問縮約文、動詞句省略文、空所化文、擬似空所
化文、単一要素残置文と呼ばれる省略文に見られる
様々な特徴を統一的に説明できる新たな言語理論の構
築を目指す。

A5 336 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2218-0 C3080
税込 4180 円

開拓社

Phase and Ellipsis

―A Minimalist Analysis of Silent Structures―
＜著＞髙木留美
生成文法理論の極小主義プログラムの枠組みに基づい
て提案したメカニズムにより、英語を中心に様々な省
略現象を説明する。

A5 264 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2222-7 C3080
税込 3740 円

開拓社

開拓社叢書 26

菊 192 頁 2020 年 ISBN978-4-7985-0291-5 C3082
税込 7480 円
九州大学出版会

生成統語論入門

―普遍文法の解明に向けて―
＜著＞阿部潤
本書は、チョムスキーの生成文法理論の最大の目標で
ある「普遍文法」とはいかなるものであるかの概説を
試みたものである。生成文法理論の基本的考え方、X
′理論、Move α理論、そして統率・束縛理論を解説
する。

Derivational Feature-based
Relativized Minimality

＜著＞前田雅子
本書は、イタリア語、英語、日本語における疑問詞、
焦点要素、話題化要素などの語順制限と介在効果に関
する統語論の研究書である。
〈2015 年度日本英語学会賞受賞〉

A5 232 頁 2016 年 ISBN978-4-7589-1821-3 C3380
税込 3080 円

開拓社

菊 162 頁 2014 年 ISBN978-4-7985-0147-5 C3082
税込 7920 円
九州大学出版会
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統語論の新展開と日本語研究

3.2.2.1 日本語
＜編＞森山卓郎 / 三宅知宏
仁田義雄氏による『語彙論的統語論』を源とする一
連の文法研究の歩みをまとめた論文集。「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。

A5 400 頁 2010 年 ISBN978-4-7589-2158-9 C3081
税込 5720 円

A5 288 頁 2017 年 ISBN978-4-87424-748-8 C3081
税込 4620 円
くろしお出版

開拓社

70 年代生成文法再認識

新日本語の統語構造

A5 400 頁 2011 年 ISBN978-4-7589-2170-1 C3081
税込 5720 円

開拓社

A5 388 頁 2006 年 ISBN978-4-7754-0124-8 C3081
税込 4180 円

日本語統語論研究の広がり

松柏社

―記述と理論の往還―
＜編＞竹沢幸一 / 本間伸輔 / 田川拓海 / 石田尊 / 松岡
幹就 / 島田雅晴
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。

新版 複合動詞の構造と意味用法

＜著＞姫野昌子
「駆け込む」と言えるのに、なぜ「歩き込む」と言え
ないのか？ 留学生の問いから始まった 10 年以上に
およぶ研究考察の集成。複合動詞の仕組みと用法を豊
富な事例の比較と分類で解き明かしたひつじ書房既刊
の新装復刊。

A5 304 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-811-9 C3081
税込 4950 円
くろしお出版

A5 272 頁 2018 年 ISBN978-4-327-38478-4 C3081
税込 3300 円

研究社

日本語の格と文型

世界に向けた日本語研究

＜著＞小泉保
テニエールの結合価理論を再評価し、言語の格にかか
わる内外の研究を博捜してそれらを検討し直したうえ
で、日本語の格と文型について斬新な分析と考察を展
開する。

＜編＞遠藤喜雄
世界の言語研究で議論されているトピック（ムード、
発話行為、副詞、形容詞、複合語、フォーカス表現
等）について、日本語研究から貢献が期待できる論考
を取り揃えた論文集である。執筆者も、多岐にわたる。

A5 336 頁 2007 年 ISBN978-4-469-22185-5 C3081
税込 3740 円
大修館書店

A5 272 頁 2013 年 ISBN978-4-7589-2192-3 C3081
税込 4180 円

開拓社
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分類３｜言語理論

―日本語研究の地平―
＜編＞長谷川信子
70 年代は生成文法と日本語記述研究が相互に学び高
め合った蜜月時代。統語理論の新展開を受け、両分野
の相互恩恵関係が、時を越え、次元を改め、新たにス
タートする。

―ミニマリストプログラムとその応用―
＜著＞三原健一 / 平岩健
第 1 部で文献を読む際に必要となる基礎概念について
概説し、第 2 部では、構文ごとに主要な提案を紹介・
検討した後、著者独自の分析を提示する。GB 理論に
基づく『日本語の統語構造』の続編。データの記述に
も細心の注意を払った待望の書。

２０２２年言語学図書総目録

―命題を超えて―
＜編＞長谷川信子
統語理論は、標準理論、拡大標準理論、GB 理論、極
小主義と発展し、情報構造との接点も視野に入れ、や
っと「日本語らしい」現象に対応可能な体系になって
きた。今後の統語理論の発展を加速させる画期的な論
文集。

語彙論的統語論の新展開

言語理論

日英語の自動詞構文

3.2.2.3 英米語

＜著＞高見健一 / 久野暲
日英語の 9 つの構文をとり上げ、その構文の適格性
が、動詞と文中の他の要素、および談話上の規則が相
互に関連しあって決定づけられる意味的、機能的、談
話的現象であることを提唱する。

九州大学人文学叢書 11

On Weak-Phases
２０２２年言語学図書総目録

―An Extension of Feature-Inheritance―
＜著＞大塚知昇
本書は、フェイズ理論に隠された弱フェイズの問題点
を解決し、そこから得られる帰結に基づき、諸言語現
象の説明を試みるものである。

A5 472 頁 2002 年 ISBN978-4-327-40127-6 C3080
税込 8250 円

研究社
品薄

菊 220 頁 2017 年 ISBN978-4-7985-0197-0 C3382
税込 6600 円
九州大学出版会

入門ミニマリスト統語論 新版

分類３｜言語理論

＜監訳＞外池滋生
＜著＞ラドフォード，アンドリュー
最近の新しい分析や概念を採り入れて大幅に改訂した
新版。原著者ラドフォードは生成文法のすぐれた解説
者として知られ、難解な理論を予備知識のない初学者
にもわかりやすく解説している。簡潔な専門用語解説
付。

英語コロケーション研究入門

＜著＞堀正広
コロケーション研究の問題意識、方法、研究史、応用
の範囲、今後の展望など、英語コロケーション研究の
世界を一望する、日本人研究者の書き下ろしによる入
門書。コーパス研究者、辞書研究者、英語教育研究者
必読。

A5 384 頁 2006 年 ISBN978-4-327-40142-9 C1082
税込 4180 円

A5 258 頁 2009 年 ISBN978-4-327-40156-6 C3082
税込 3520 円

研究社

能格性

研究社

＜著＞ディクソン，R.M.W
＜訳＞石田修一 / 柳沢民雄
ディクソン教授の代表作『Ergativity』の待望の翻
訳。言語類型論を理解のための格好の入門書として、
また英語学・言語学・日本語学専攻の大学院生や研究
者などに広く読んでほしい、能格を網羅的にまとめ上
げた良書。

英語助動詞システムの諸相

―統語論・意味論インターフェース研究―
＜著＞金子義明
市河賞受賞。生成文法理論に基づいて、英語の時制、
相、法助動詞、ムード等の機能範疇に関わる現象の統
語・意味特性を分析し、英語助動詞システムをめぐる
統語論・意味論インターフェースの諸相の解明に取り
組む。

A5 360 頁 2018 年 ISBN978-4-327-40171-9 C3080
税込 5060 円

A5 264 頁 2009 年 ISBN978-4-7589-2144-2 C3082
税込 3300 円

研究社

ラディカル構文文法

開拓社

＜監訳＞山梨正明
＜著＞ Croft, William
＜訳＞渋谷良方
認知言語学と言語類型論を統合する認知言語類型論
（Cognitive Typology）の新たな研究プログラムに基づ
き、これまでの文法研究を根源的に問い直す画期的な
研究書であり言語学の関連分野の研究者にとっても必
読書。

英語動詞の統語法

＜著＞秦宏一
本書では現代英語のあるがままの姿を直視した上で徹
頭徹尾日本人の観点から英文法を解説する。本書によ
って英語の真の姿を一瞥していただきたいと願う所以
である。
A5 300 頁 2009 年 ISBN978-4-327-40153-5 C3082
税込 3850 円

A5 558 頁 2018 年 ISBN978-4-327-40169-6 C3080
税込 8580 円

研究社

英語の主要構文

研究社

＜編＞中村捷 / 金子義明
英語の主な構文に即して基本的な特徴を整理し、分析
の方法を示して、学習者の持つ伝統文法の知識の上
に、英語の構造全般にわたる鳥瞰図を得ることを目的
としたもので、生成文法の枠組みによる英語構文の概
論書。
A5 272 頁 2002 年 ISBN978-4-327-40129-0 C3080
税込 3080 円

研究社
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3.3.0
音声・音韻

3.2.2.5.中国語
新刊

九州大学人文学叢書 18

「あ」は「い」より大きい !?

―音象徴で学ぶ音声学入門―
＜著＞川原繁人
ガンダムとカンタム。どっちが強そう？ 音のイメー
ジに着目した新しい音声学。難しい音声記号や発音か
らでなく、面白いトピックから音声学を楽しく学べる
画期的入門書。

＜著＞陳陸琴
統語論において Predication 関係という統語関係を仮
定することによって、中国語の「主題」をめぐる様々
な現象の説明を試みる。
A5.190 頁.2021 年.ISBN978-4-7985-0303-5.C3387
税込 5940 円
九州大学出版会

A5.212 頁.2017 年.ISBN978-4-89476-886-4.C1080
税込 1980 円
ひつじ書房

音韻研究の新展開

―窪薗晴夫教授還暦記念論文集―
＜編＞田中真一 / ピンテール = ガーボル / 小川晋史 /
儀利古幹雄 / 竹安大
音韻論・音声学の第一線で活躍する研究者と、窪薗教
授の教え子による最新の論考を収録。音声研究の主要
なテーマ（知覚・生成、音韻理論、語形成、方言、言
語獲得・習得、借用語音韻論等）を幅広く網羅してい
る。

3.2.3.1.日本語

日本語表現法

―＜付＞ワークブック―
＜編＞沖森卓也 / 半沢幹一
好評の「日本語表現法」待望の改訂版。基礎的な文章
作法を学び、実践的な課題に取り組むことで、書きこ
とば・話しことばの効果的な表現法を学ぶ。ネット時
代の表現法を考えるなど、より豊かな表現をめざす。

A5.400 頁.2017 年.ISBN978-4-7589-2237-1.C3080
税込 7040 円

開拓社

九州大学人文学叢書 3

A5.160 頁.2007 年.ISBN978-4-385-34589-5.C1081
税込 2200 円

小林方言とトルコ語のプロソディー
―一型アクセント言語の共通点―
＜著＞佐藤久美子
宮崎県の一地方である小林市とアジアの西端・トル
コ。一見まったく無関係な二つの地域の言語に共通す
るアクセントに着目し、新たな視点でことばの固有と
普遍を探る。

三省堂

3.2.3.3.英米語

開拓社叢書.33

言語学から文学作品を見る

A5.184 頁.2013 年.ISBN978-4-7985-0095-9.C3380
税込 5060 円
九州大学出版会

―ヘミングウェイの文体に迫る―
＜著＞倉林秀男
文体論は文学テクストを言語学的に分析し、作品内で
の表現の効果や作家の文章構成原理を解明する学問で
ある。本書は、ヘミングウェイの文体を分析し、これ
まで文学研究で論じられてこなかった部分に光を当て
る。

東京語におけるアクセント句の形成

―実験及びコーパスによる dephrasing の分析―
＜著＞全美炷
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。これらの要因のうち
どれを採用したモデルが最適であるか検討する。

A5.252 頁.2018 年.ISBN978-4-7589-1828-2.C3382
税込 3190 円

開拓社

A5.248 頁.2017 年.ISBN978-4-87424-739-6.C3081
税込 4070 円
くろしお出版
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3.2.3
文章論

２０２２年言語学図書総目録

中国語の「主題」とその統語的基盤

言語理論

音声学概説

3.3.0.1.日本語

＜著＞ラディフォギッド，P
＜訳＞竹林滋 / 牧野武彦
英語を中心にした言語データをもとに、調音音声学、
音響音声学などの基本概念をわかりやすく解説し、さ
らに音声学の最近の動向にも触れた音声学入門の決定
版。

連濁の研究
２０２２年言語学図書総目録

―国立国語研究所プロジェクト論文選集―
＜編＞ティモシー・J・バンス / 金子恵美子 / 渡邊靖
史
日本語の音韻交替現象である連濁（やま＋さくら = や
まざくら）について、国立国語研究所共同研究プロジ
ェクト「日本語レキシコン―連濁辞典の編纂」の成果
を編集した論文集。

A5.384 頁.1999 年.ISBN978-4-469-21241-9.C3080
税込 3850 円
大修館書店

音声学を学ぶ人のための Praat 入門

A5.256 頁.2017 年.ISBN978-4-7589-2252-4.C3081
税込 3520 円

分類３｜言語理論

＜著＞北原真冬 / 田嶋圭一 / 田中邦佳
Praat は音声分析のソフトであり、いまや音声研究
において必須となっている、世界的にも初となる、
Praat の使い方についての基礎から分かりやすくまと
めた解説書。

開拓社

現代の英語音声学

＜著＞佐藤寧 / 佐藤努
調音音声学はもちろん、様々な音声変化の説明、さら
には音響・視覚音声学にも触れ、幅広い音声研究を概
説しています。テープ練習で、理論だけでなく実践面
も重視しました。

A5.218 頁.2017 年.ISBN978-4-89476-871-0.C3080
税込 2640 円
ひつじ書房

国際音声記号ガイドブック

A5.179 頁.1997 年.ISBN978-4-7647-3660-3.C3082
税込 2640 円

＜編＞国際音声学会
＜訳＞竹林滋 / 神山孝夫
音 声 学 の 基 礎 知 識、IPA の 使 用 法 を 解 説。付 録 に
IPA のコンピュータ・コード表、障害音声用の「拡
張 IPA」を、日本語版付録に「主要諸言語における
綴りと音声の関係」を収める。

金星堂

3.3.0.4.韓国語

韓国語ソウル方言の平音・激音・濃
音の研究

A5.336 頁.2003 年.ISBN978-4-469-21277-8.C3080
税込 4730 円
大修館書店

＜著＞韓喜善
韓国語ソウル方言の平音、激音、濃音について、音響
的側面、どのように発音器官を動かして音を作るかと
いう生理的側面、またどの音響的特徴を手がかりとし
て聞き分けるかという知覚的側面を調査し、まとめた
書。

実践音声学入門

＜著＞キャットフォード，J
＜訳＞竹林滋
英語をはじめ様々な言語で使われる音声を取り上げ、
それらの音声を正確に発音し聞き分けるにはどうすれ
ばよいかを細部にわたりわかりやすく解説。

A5.166 頁.2016 年.ISBN978-4-87259-564-2.C3087
税込 5170 円
大阪大学出版会

A5.308 頁.2006 年.ISBN978-4-469-21306-5.C3080
税込 2750 円
大修館書店

3.3.1
音声学

新刊

歯型と絵で教える英語発音

―発音をはじめて教える人へ―
＜著＞松坂ヒロシ
R と L など、英語の音の教え方を指導初心者にも分
かりやすく紹介します。歯型と絵により発音のコツが
楽に伝えられることを示し、アクティビティー例も提
供。ティームティーチングの相手用に英語での説明も
あります。

音声科学原論

―言語の本質を考える―
＜著＞藤村靖
言語の抽象的な記号体系と連続的に変化する音声信号
との関係に焦点をあて，人間同士の交信の根本問題を
探究．言語と音声の基本的な性質を解説すると同時
に，シラブルを発話の音声構成の最小単位とする独自
の理論を導入する．

A5.256 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-2355-2.C3082
税込 3080 円

開拓社

A5.246 頁.2007 年.ISBN978-4-00-022392-8.C3080
税込 4400 円
岩波書店
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日本語のイントネーション

新刊

母音と子音

A5 256 頁 2020 年 ISBN978-4-469-21379-9 C3081
税込 2860 円
大修館書店

A5 336 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2351-4 C3080
税込 3960 円

3.3.1.3 英米語

開拓社

新刊

イギリス英語音声学

3.3.1.1 日本語
＜著＞加藤重広 / 安藤智子
国際音声記号（IPA）からイントネーションまで音声学
の知識が広く身につく。音声知識を活用する立場にあ
る人が最初に取り組むテキストとして最適。なじみの
ある例を採用、図版を多用して実践的な解説をする。
A5 272 頁 2016 年 ISBN978-4-327-37743-4 C1080
税込 2970 円

研究社

B5 256 頁 2021 年 ISBN978-4-469-24645-2 C3082
税込 3630 円
大修館書店

たのしい音声学

＜著＞竹内京子 / 木村琢也
＜イラスト＞岩松奈央子
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。

英語音声学要説

＜著＞清水克正
英語音声の詳細について日本語（母国語）との相違を理
解するために、英語の音声の構造や音響的な特徴、学
習の理論を中心に、学部生、大学院生および英語教育
に従事する教育者を対象にした入門概説書。

B5 260 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-788-4 C0081
税込 2860 円
くろしお出版

A5 224 頁 2020 年 ISBN978-4-269-77059-1 C1082
税込 3300 円

英宝社

日本語音声学入門 改訂版

新刊

新版 音声学・音韻論入門

＜著＞斎藤純男
音声の世界地図を得られる入門書。なじみのある言語
を例に、音声全般についての基本的知識が学習でき
る。日本語を中心として 8 言語の音声例を掲載。「7
言語対照 音声学基本用語一覧」付き。待望の改訂版。

＜著＞カー，フィリップ
＜訳＞竹林滋 / 清水あつ子
英語音声学および英語音韻論について何らの予備知識
を持たない人たちのためにわかりやすく書かれた『英
語音声学・音韻論入門』を改訂・増強した新版。

A5 216 頁 2006 年 ISBN978-4-385-34588-8 C0081
税込 2200 円

A5 288 頁 2021 年 ISBN978-4-327-40174-0 C3082
税込 3520 円

三省堂

研究社
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＜著＞カーリー，P/ メイス，Ｉ / コリンズ，Ｂ
＜訳＞三浦弘
ロンドン大学英語音声学夏期講座の講師による、英語
音声学のテキスト。イギリス英語の発音を基礎から最
新のものまで扱う。本文用例や練習問題の音声も原著
の著者陣が用意。日本人読者のために、イントネーシ
ョンの章を著者が書き下ろした。訳者注も豊富で、日
本人が特に気を付けたい点などが丁寧に解説されてい
る。

基礎から学ぶ 音声学講義

２０２２年言語学図書総目録

―しくみと音読・朗読への応用―
＜著＞郡史郎
日本語のイントネーションのしくみを詳しく解説し
た初めての本。「原理」を理解するための理論書であ
り、同時に日本語教育・国語教育（音読）や朗読、音
訳、アナウンス、演技などの実践にも役立つ。

―音声学の世界に踏み出そう―
＜著＞ Ladefoged, P./Disner, S. F.
＜訳＞田村幸誠 / 貞光宮城
人が話す音声とは何か。音声学の巨星ピーター・ラデ
ィフォギッドが初学者のために書き下ろした音声学の
入門書。実験音声学の成果と世界の言語に見られる音
声の特徴を踏まえ「ことばの音」の基礎を分かりやす
く解説。

言語理論

入門英語音声学

3.3.2
音韻論

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞服部範子
音声学の知識がなくても読むことができる、英語音声
学の入門書。実際にどう発音すればいいかを解説して
いるので、基本を理解したい人や英語の発音に詳しく
なりたい人、リスニングや発音が上達したい人にも役
に立つ。

3.3.2.2.古典

上代日本語の音韻

A5.128 頁.2012 年.ISBN978-4-327-42189-2.C1082
税込 2200 円

＜著＞早田輝洋
万葉集、日本書紀、古事記など文字資料の存在する最
も古い時代である上代語、さらに先上代語の音はどう
いうものであったのか。一般言語学理論に立脚して著
者独自の上代語六母音体系説および関連する音韻現象
の解釈を論じる。

研究社

新刊

文レベルで徹底 英語発音トレーニ
ング

A5.304 頁.2017 年.ISBN978-4-00-061188-6.C3081
税込 9240 円
岩波書店

分類３｜言語理論

＜著＞牧野武彦
前半は英語のアクセントとイントネーション、母音と
子音について、急所を中心に練習することで基礎を作
る。後半は応用できるようにするために、基本 1000
語を用いた約 300 の例文を用いてトレーニングをする。

続・日本呉音の研究

―研究篇・資料篇・索引篇・外編―
＜著＞小倉肇
前著『日本呉音の研究』を承けて、古辞書の字音、音
義書・字音点などを可能な限り収集・整理。中国中古
音との基本的対応を明らかにし、日本呉音の総合的な
究明を行う。日本語音韻史研究の金字塔。六分冊・分
売不可。

A5.220 頁.2021 年.ISBN978-4-327-45306-0.C1082
税込 2420 円

研究社

3.3.1.6.その他

スペイン語母語話者と日本人スペイ
ン語学習者の平叙文・疑問文イント
ネーションの知覚に関する実験音声
学的研究

菊.3874 頁.2014 年.ISBN978-4-7576-0700-2.C3081
税込 104500 円
和泉書院

3.3.2.4.韓国語

＜著＞泉水浩隆
スペイン語の平叙文・疑問文などのイントネーション
パターンをどのように知覚するか、また、各群にどの
ような類似点や相違点が見られるかを実験的に観察し
たスペイン語論文である。

新刊

形と形が出合うとき

―現代韓国語の形態音韻論的研究―
＜著＞辻野裕紀
音素、音節、形態素、単語などの接合によって生じる
現象をつぶさに分析することで、韓国語の興味深い
様々な言語事実を精緻に焙り出す。日本語で読める韓
国語形態音韻論、初の本格的研究書。

B5.296 頁.2020 年.ISBN978-4-384-05979-3.C1087
税込 4950 円

三修社

A5.320 頁.2021 年.ISBN978-4-7985-0315-8.C3087
税込 7920 円
九州大学出版会

韓国語音韻史の探求

＜著＞福井玲
韓国語の音の歴史を、古代から現代への流れの中で通
史的に論じた刮目すべき書。世界の文字の中でも類を
見ない高度な分析から生れたハングルと、それを生ん
だ中世の韓国語を中心に、斬新な視角から考察する。
A5.288 頁.2012 年.ISBN978-4-385-36604-3.C3087
税込 5500 円

三省堂
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3.4.0
文字・表記

3.4.0.3.英米語
新刊

英語の綴りのルール

3.4.0.1.日本語
―その連続と不連続―
＜編＞内田賢徳 / 乾善彦
平仮名はどのようにして万葉仮名から成立したのか。
日本語史・書道史の研究者が新発見の資料に基づいて
縦横に議論したシンポジウム（2017 年 8 月、於・京都
大学）をもとに生まれた論文集。

A5.154 頁.2021 年.ISBN978-4-327-40175-7.C3082
税込 1980 円

研究社

Ａ 5.240 頁.2019 年.ISBN978-4-385-36167-3.C3081
税込 3960 円
三省堂

英語の文字・綴り・発音のしくみ

3.4.0.2.古典
新刊

研究叢書 541

A5.266 頁.2014 年.ISBN978-4-327-40164-1.C3082
税込 3080 円

家持「歌日誌」の文字世界

研究社

＜著＞古屋彰
万葉集の編纂や歌の文字に絡めて、大伴家持が取り沙
汰される場面が多い。家持歌日誌とも称される末四巻
の文字世界を改めてたどり直し、巻二十後半部と巻
十五遣新羅使人等歌群との用字上の類似の問題解明に
つとめた。

3.4.1
文字論
文字の言語学

A5.336 頁.2021 年.ISBN978-4-7576-1016-3.C3381
税込 7700 円
和泉書院

―現代文字論入門―
＜著＞クルマス，F
＜訳＞斎藤伸治
言語を書き表す体系としての文字について、その役
割、表音文字と表意・表語文字、表音の種類、歴史、
文字使用の心理、文字の社会言語学などを総合的に扱
った文字の言語学の入門書。

いずみ昴そうしょ 7

和名類聚抄地名新考

―畿内・濃飛―
＜著＞工藤力男
かつて濱田敦教授の講義「和名抄の地名」を受講した
著者が、師の説を紹介しながら、解釈に問題の多い
八十余について考察。日本語史学のたちばから、世上
に氾濫する俗説も率直に批判する、図書館必備の一冊。

A5.336 頁.2014 年.ISBN978-4-469-21347-8.C3080
税込 2750 円
大修館書店

A5.208 頁.2018 年.ISBN978-4-7576-0889-4.C1381
税込 3300 円
和泉書院

3.4.1.1.日本語

新しい常用漢字と人名用漢字

―漢字制限の歴史―
＜著＞安岡孝一
2010 年 11 月末に内閣告示された常用漢字表と人名用
漢字表を軸に、漢字制限の歴史を新資料もまじえて振
り返る。三省堂辞書サイトの人気連載から精選した記
事に書き下ろしを加えて、わかりやすく解説。
四六.240 頁.2011 年.ISBN978-4-385-36523-7.C0081
税込 1650 円
三省堂
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分類３｜言語理論

＜著＞大名力
アルファベットの起源から、現代英語の綴りのしくみ
とその歴史的な成立の過程まで、英語の文字や綴りに
ついて包括的かつ原理的に解説する。英語の書記体系
writing system を学ぶための格好の参考書。

２０２２年言語学図書総目録

―複雑精妙な英語の綴りのルールを徹底解説―
＜著＞大名力
2014 年刊行の『英語の文字・綴り・発音のしくみ』
の綴りについての解説をヴァージョンアップ、各項目
（全部で 80 項目）１ページ単位を基本に構成して、次
のような問題に解説を加えました。

万葉仮名と平仮名

言語理論

漢字の現在

3.4.3
テキスト論

２０２２年言語学図書総目録

―リアルな文字生活と日本語―
＜著＞笹原宏之
多彩な当て字に、俗字の数々。世界に類を見ない表記
の多様さ。日々の文字生活の営みに垣間見える日本
人の「字感」。日本の各地、また漢字を手放した国か
ら、日本の漢字の現在を露わにする縦横無尽の考察。

新刊

物語論序説

―〈私〉の物語と物語の〈私〉―
＜著＞遠藤健一
ジュネット、シュタンツェル、プリンス、バル、オニ
ール、フルダーニク、フェラン、ニィエラグデンの物
語論との対話を通して提案される一人称小説の物語
論。一人称小説の多様性が明らかになる一方、「一人
称の視点」、「地の文」といった旧来の概念の限界も明
らかに。

四六.224 頁.2011 年.ISBN978-4-385-36524-4.C0081
税込 1760 円
三省堂

見えない文字と見える文字

分類３｜言語理論

―文字のかたちを考える―
＜著＞佐藤栄作
文字のかたちのよりどころ、「見えない文字（字体）」
をあぶり出すユニークな発想。ギャル文字が教えてく
れること、漱石は誤字ばかり書いたのか、等を切り口
に、文字のかたちを楽しむ本。

A5.321 頁.2021 年.ISBN978-4-7754-0283-2.C0090
税込 3850 円

松柏社

四六.160 頁.2013 年.ISBN978-4-385-36605-0.C0081
税込 1760 円
三省堂

3.5.0
社会言語学・方言

3.4.1.4.韓国語

世界の中のハングル

3.5.0.1.日本語

＜著＞洪宗善 ほか / 矢島暁子
ソウルの国際学術大会で発表された、ハングルの文
化・教育・文献史・活字デザイン、日・中・欧におけ
るハングル研究等の論文 10 編を収録。梅田博之氏を
はじめ精鋭の研究者たちによるハングル理解を深める
一冊。

新刊

ひつじ研究叢書（言語編）180

環大阪湾地域におけるアクセント変
化の研究
＜著＞山岡華菜子
これまであまり注目されてこなかった環大阪湾諸地
域、淡路、明石、高知、和歌山県橋本、岸和田等に見
られる興味深い現象を分析し、京阪神アクセントの史
的変遷に位置づける。

A5.224 頁.2016 年.ISBN978-4-385-35910-6.C1087
税込 2970 円

三省堂

3.4.2.3.英米語

A5.258 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1063-5.C3080
税込 7480 円
ひつじ書房

英語の書記体系

＜著＞ Cook V.
＜訳＞岡田毅 / 石崎貴士
第 2 言語習得理論、言語学研究の世界的権威ビビア
ン・クック博士（英国・ニューキャッスル大学）によ
る、豊富で身近な用例を駆使した、英語の書記体系に
関する入門書でありながらも包括的な専門書の邦訳。

真田信治著作選集 シリーズ日本語
の動態〈全 4 巻〉
＜著＞真田信治
著者の長年の研究から日本語の動態をみつめるシリー
ズ。

A5.296 頁.2008 年.ISBN978-4-7553-0238-1.C3082
税込 3850 円
音羽書房鶴見書店

第 1 巻 標準語史と方言 978-4-89476-915-1..
第 2 巻 地域・ことばの生態 978-4-89476-916-8..
第 3 巻 アジア太平洋の日本語 978-4-89476-917-5..
第 4 巻 ことばの習得と意識 978-4-89476-918-2..
四六.172 ～ 208 頁.2018 ～ 2019 年..C3081
税込 1760 ～ 1980 円
ひつじ書房
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日本祖語の再建

コミュニケーションと言語における
キャラ

＜著＞定延利之
「人間は変わらない」という伝統的な人間観…ここに
不自由さ、コミュニケーションの難しさがある。本当
にそうだろうか。コミュニケーションにおける人間の
姿を「キャラ」を切り口に広く深く明確に論じる。
A5.288 頁.2020 年.ISBN978-4-385-34912-1.C3081
税込 3300 円

A5.672 頁.2018 年.ISBN978-4-00-061268-5.C3081
税込 14300 円
岩波書店

三省堂

社会言語学入門 改訂版

新刊

上方落語にみられる待遇表現

＜著＞角岡賢一
上方落語の待遇表現を分析した書。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
めて考察した。龍谷大学国際社会文化研究所叢書とし
て刊行。

A5.232 頁.2009 年.ISBN978-4-327-40157-3.C3080
税込 2530 円

研究社

社会志向の言語学

A5.284 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-881-2.C3081
税込 4400 円
くろしお出版

―豊富な実例と実証研究から学ぶ―
＜著＞南雅彦
なぜ言葉は変化するのか？ 言語と社会要因との関わ
り、変化が起こる原因とメカニズムを解き明かす。ド
ラマなどの具体例から実際の言語調査までをわかりや
すく紹介し、文化と言語の繋がりを探る。言語学の入
門書に最適。

3.5.1
社会言語学

A5.240 頁.2017 年.ISBN978-4-87424-747-1.C1080
税込 1980 円
くろしお出版

「キャラ」概念の広がりと深まりに
向けて

新刊

＜編＞定延利之
日本語研究の最前線をゆく執筆陣による「キャラ」と
「日本語」をめぐる論文集。「さまざまなキャラ」「物
語世界のキャラ論」「現実世界のキャラ論」「キャラ論
の応用」の 4 章、縦横無尽に論じる 11 篇。

新版 社会言語学図集

―日本語・英語・中国語・韓国語解説―
＜編＞真田信治 / 朝日祥之 / 簡月真 / 李舜炯
社会言語学の各領域におけるトピックごとに、裏付け
となったデータの図表と、日本語と英語・中国語（繁
体字）・韓国語の解説を加えた。外国語学習としても
活用できるテキスト。

A5.256 頁.2018 年.ISBN978-4-385-34913-8.C3081
税込 3520 円

三省堂

A5.296 頁.2021 年.ISBN978-4-89476-942-7.C1080
税込 2750 円
ひつじ書房

言語学が好きになる本

＜著＞町田健
始めての方でも安心して言語学が学べる。誰もがもつ
身近にある素朴な疑問をとおして、言語学の基本が手
にとるようにわかる。大学のテキストとしても大好
評。大嫌いが大好きになるチャンス！ さあ、チャレ
ンジしよう。

パラオにおける日本語の諸相

＜著＞今村圭介 / ダニエル・ロング
戦前の日本による統治から文化的・言語的な影響を大
きく受けたパラオには、戦後 70 余年を経た今も様々
な形で日本語が残る。その詳細を社会言語学的な背景
とともに論じる。

A5.202 頁.1999 年.ISBN978-4-327-37674-1.C0082
税込 2200 円

A5.232 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-953-3.C3080
税込 6380 円
ひつじ書房

研究社
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―生きた言葉のおもしろさに迫る―
＜著＞東照二
社会言語学の世界を英語を中心に平易に解説し、好評
をいただいている入門書の改訂版。男女の会話スタイ
ル、セールス現場の言葉、裁判でのやりとり等の分析
を通して言葉のおもしろさが見えてくる。

3.5.0.2.古典

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞服部四郎
上野善道
「琉球方言と本土方言」「日本祖語について」をはじ
め、日本語の系統を論じるにあたって必読とされる論
考の待望の単行本化。音声言語の正確な記述、文献学
的取り扱い、厳密な比較方法の三者がそろった史的言
語学の金字塔。

言語理論

ポライトネス

カルチュラル・スタディーズへの招
待

２０２２年言語学図書総目録

―言語使用におけるある普遍現象―
＜監訳＞田中典子
＜著＞ブラウン，ペネロペ / レヴィンソン，スティー
ヴン C.
ポライトネス研究は、語用論、社会言語学、談話分析
など、近年ますます注目されている言語研究の諸分野
において、中核となるもののひとつである。本書は、
そのポライトネスに関する代表的な研究書の翻訳。

＜著＞本橋哲也
サブカルチャーから、多文化、ジェンダー、歴史の問
題まで、カルチュラル・スタディーズの方法論によ
り、縦横無尽に文化現象を論じ尽くす。テーマごとの
課題、用語解説、文献リストも充実。
A5 256 頁 2002 年 ISBN978-4-469-21270-9 C3030
税込 2530 円
大修館書店

A5 496 頁 2011 年 ISBN978-4-327-37820-2 C3080
税込 5500 円

シリーズ・日本語のしくみを探る

研究社

分類３｜言語理論

新刊

社会言語学のしくみ

―社会言語学の新たな「移動」―
＜編＞三宅和子 / 新井保裕
モビリティとことばがいかに相互に影響を与え、人々
の言語生活の実態を形成しているのか、そのリアリテ
ィを深く掘り下げ、21 世紀に必要な社会言語学とは
何かを追究する。

A5 194 頁 2005 年 ISBN978-4-327-38307-7 C0081
税込 2200 円

＜著＞中井精一
＜編＞町田健
外国における代表的な研究のみならず、日本における
先駆的な研究を紹介し、社会言語学を基本から解説し
ながら日本にふさわしい研究のあり方を考えていく。
日本語教育能力検定試験の対策書としてもぴったり。

モビリティとことばをめぐる挑戦

A5 284 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1128-1 C3080
税込 3520 円
ひつじ書房

研究社

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
―
＜編＞宇佐美まゆみ
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・
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。

役割語研究の展開

＜編＞金水敏
2007 年刊行『役割語研究の地平』の続編。教育にお
ける役割語、外国語との対照研究、キャラクタ、ツン
デレと言語の関係など、近年ますます研究が進む役割
語について、さまざまな角度から考察する論文集。
A5 324 頁 2011 年 ISBN978-4-87424-522-4 C3080
税込 3850 円
くろしお出版

A5 304 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-835-5 C3081
税込 4620 円
くろしお出版

3.5.1.1 日本語

日本語配慮表現の原理と諸相

新刊

＜編＞山岡政紀
「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。

アジア・太平洋における日本語の過
去と現在

＜編＞今村圭介 / ダニエル・ロング
かつて日本の植民地であった地域には日本語からの影
響が残る。「残存する日本語」「接触言語」「日本語か
らの借用」の 3 つの側面から旧植民地における言語の
全容を問う。

A5 272 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-815-7 C3081
税込 4620 円
くろしお出版

A5 448 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1098-7 C3080
税込 7920 円
ひつじ書房
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シリーズ・日本語のしくみを探る

3.5.1.6 その他

日本語文法のしくみ

共通語の世界史

―ヨーロッパ諸言語をめぐる地政学―
＜著＞クロード・アジェージュ
＜訳＞糟谷啓介 / 佐野直子
ヨーロッパに息づく少数言語から、アメリカで息まく
連合言語まで！ ことばが、多様な民族間で「シェア
されてきた歴史」を語る。

A5 204 頁 2002 年 ISBN978-4-327-38301-5 C0081
税込 2200 円

四六 380 頁 2018 年 ISBN978-4-560-09659-8 C0022
税込 5060 円
白水社

研究社

ポライトネス入門

言語学者のニューカレドニア

―メラネシア先住民と暮らして―
＜著＞大角翠
未知の言語をどうやって調査するのか。狩猟採集に頼
った暮らしをする先住民の居留区に一人飛び込んでの
悪戦苦闘。消滅の危機にある言語に 30 年にわたって
寄り添った貴重なフィールドワークの記録。

A5 176 頁 2008 年 ISBN978-4-327-37723-6 C0081
税込 1980 円

四六 306 頁 2018 年 ISBN978-4-469-21371-3 C3080
税込 3080 円
大修館書店

研究社

メディアとことば

日本語と世界の言語のとりたて表現

＜編＞三宅和子 / 岡本能里子 / 佐藤彰ほか
言語研究の枠組みでは十分に焦点があてられてこなか
った、メディアに現れたことば、メディアとの関係に
おいて生じる言葉の現象について、超領域的な視点か
ら探る研究する、メディアとことば研究会の研究誌。

＜編＞野田尚史
「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。

1 特集：「マス」メディアのディスコース
ISBN978-4-89476-215-2  税込 2640 ～ 4400 円
2 特集：組み込まれるオーディエンス
ISBN978-4-89476-260-2  税込 2640 ～ 4400 円
3 特集：社会を構築することば
ISBN978-4-89476-364-7  税込 2640 ～ 4400 円
4 特集：現在（いま）を読み解くメソドロジー
ISBN978-4-89476-436-1  税込 2640 ～ 4400 円
5 特集：政治とメディア
ISBN978-4-89476-996-0  税込 2640 ～ 4400 円
A5 234 ～ 280 頁 2004 年～  C3081
税込 2640 ～ 4400 円
ひつじ書房

A5 368 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-812-6 C3080
税込 4950 円
くろしお出版

フランコフォンの世界

―コーパスが明かすフランス語の多様性―
＜編＞ Sylvain DETEY/Jacques Durand/Bernard
LAKS/Chantal LYCHE
川口祐司 / 矢頭典枝 / 秋廣尚恵 / 杉山香織
フランス語音韻論研究の成果をまとめた 1 冊を日本の
学習者・語学教師向けにアレンジした日本語版。記述
的な視点から，フランス語圏各地のフランス語を音声
つきで解説。フランス語の多様性を見渡す最新の書。

Ａ 5 232 頁 2019 年 ISBN978-4-385-36146-8 C3085
税込 3960 円
三省堂

3.5.1.4 韓国語

中国朝鮮族の言語使用と意識

＜著＞髙木丈也
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。

A5 352 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-819-5 C3087
税込 4950 円
くろしお出版
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＜著＞滝浦真人
日本においても近年よく言及されるようになったポラ
イトネス理論をやさしく解説した待望の入門書。距離
という概念を用いた著者ならではの視点で、ポライト
ネス理論を日本語研究にどう適用すればいいか詳説す
る。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞井上優
＜編＞町田健
「つかみどころがない」と考えられがちな日本語のし
くみを、言語学的にきちんと分析して考察するための
ヒントがいっぱいつまっている。読み進むたびに文法
が身近になり、日本語の本質がわかってくる刺激的な
入門書。

言語理論

鹿児島県甑島方言からみる文法の諸
相

シリーズ.多文化・多言語主義の現在 4

琉球諸語の保持を目指して

２０２２年言語学図書総目録

―消滅危機言語めぐる議論と取り組み―
＜編＞下地理則 / ハインリッヒ，パトリック
琉球諸語をはじめとする消滅危機言語の復興・維持に
関する専門家たちの議論、および、コミュニティの現
場における様々な取り組みを紹介。消滅危機言語に対
して言語学には何ができるのか、その課題と可能性を
示す。

＜編＞窪薗晴夫 / 木部暢子 / 高木千恵
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。

A5.304 頁.2019 年.ISBN978-4-87424-786-0.C3081
税込 5060 円
くろしお出版

四六.372 頁.2014 年.ISBN978-4-904595-50-3.C1039
税込 2640 円
ココ出版

関西弁事典

分類３｜言語理論

＜監修＞真田信治
関西弁の全容を示す初の総合的な解説書であり、多彩
な項目立てで関西弁の姿を解き明かす本格的な事典。
学術的な記述を含みつつ、誰もが手軽に利用できる 1
冊。

3.5.2
方言
世界の言語と日本語 改訂版

A5.516 頁.2018 年.ISBN978-4-89476-848-2.C0580
税込 6820 円
ひつじ書房

―言語類型論から見た日本語―
＜著＞角田太作
日本語は特殊な言語ではない。世界の諸言語と日本語
を比較することで幅広い視野から日本語を見直し、同
時に文法の考え方を学習する。1991 年の初版から 18
年、増刷を重ねた言語学の定番書が待望の改訂。

研究叢書 530

関西方言における待遇表現の諸相

＜著＞村中淑子
関西方言の待遇表現ハル・ヤルや卑罵表現のテケツカ
ル等を分析し、小説を用いた研究手法の価値を主張。
また、デンネン・マッシャロカのようなデス・マスに
関わる関西方言の分析から、複合形研究の重要性を主
張した。

A5.352 頁.2009 年.ISBN978-4-87424-448-7.C3080
税込 3300 円
くろしお出版

3.5.2.1.日本語

A5.320 頁.2020 年.ISBN978-4-7576-0979-2.C3381
税込 8250 円
和泉書院

新刊

一般言語学から見た日本語のプロソ
ディー

気持ちが伝わる！ 沖縄語リアルフ
レーズ BOOK

―鹿児島方言を中心に―
＜著＞窪薗晴夫
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、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。筆者の研究の集大成となる一冊。

＜著＞比嘉光龍
日常生活で使える沖縄語（うちなーぐち）の会話表現や
慣用句を、対話例とともに計 238 収録。ポイントとな
る語句には解説が付いて、独習者も安心。音声は HP
から無料でダウンロードできる。巻末索引付き。

A5.380 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-854-6.C3081
税込 5940 円
くろしお出版

四六.154 頁.2015 年.ISBN978-4-327-38472-2.C0081
税込 1540 円
研究社

ガイドブック方言研究

空間と時間の中の方言

＜編＞小林隆 / 篠崎晃一
最近の方言研究の成果をふまえた方言学のテキスト。
方言のしくみを扱った章を中心に、「テーマの設定」
「調査の方法」「分析の方法」「参考文献」といった具
体的な研究の手順を示した方言研究の入門書。

―ことばの変化は方言地図にどう現れるか―
＜編＞大西拓一郎
言語変化の実態を明らかにすることを目指した研究成
果を紹介。国立国語研究所を中心として３次の全国調
査の成果を軸に，同地域で異なる年代の調査結果を比
較し，時間と空間の双方から実証的に把握する。

A5.248 頁.2003 年.ISBN978-4-89476-183-4.C1081
税込 1980 円
ひつじ書房

A5.360 頁.2017 年.ISBN978-4-254-51052-2.C3081
税込 8140 円
朝倉書店
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敬語は変わる

新刊

フィールドと文献からみる日琉諸語
の系統と歴史
＜編＞林由華 / 衣畑智秀 / 木部暢子
多様性を擁する日本語・琉球諸語の諸変種は、どのよ
うにして現在の姿になったのか。個別の文法現象の歴
史変化から方言の分岐発展まで、日琉諸語の歴史に言
語学的・統計学的手法で迫る意欲的な論文集。

四六 298 頁 2017 年 ISBN978-4-469-22260-9 C3081
税込 2530 円
大修館書店

A5 316 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2354-5 C3081
税込 4400 円

ことばの地理学

開拓社

新刊

プロソディー研究の新展開

＜編＞窪薗晴夫 / 守本真帆
2016 年に始まった国立国語研究所基幹型共同研究プ
ロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声
と文法」の中の音声研究班による、日本語および琉球
語のプロソディーに関する研究成果をまとめた論文集。

四六 208 頁 2016 年 ISBN978-4-469-21360-7 C3080
税込 2420 円
大修館書店

A5 304 頁 2022 年 ISBN978-4-7589-2363-7 C3080
税込 4180 円

開拓社

新日本言語地図

方言学入門

―分布図で見渡す方言の世界―
＜編＞大西拓一郎
どんなことばで表現するのか、どんなものを表現する
ことばか、を日本地図上にまとめた 150 図を収録。
〔「全国方言分布調査」
（国立国語研究所，2010-15）に基
づいています〕

＜編・著＞木部暢子 / 竹田晃子 / 田中ゆかり / 日高水
穂 / 三井はるみ
方言地図やことばの仕組み、コミュニケーション、社
会の変化から、多角的にことばの地域差を解明し、日
本の社会を考える。さまざまな方言に触れ、楽しく学
べる待望の本。

B5 320 頁 2016 年 ISBN978-4-254-51051-5 C3081
税込 6600 円
朝倉書店

A5 144 頁 2013 年 ISBN978-4-385-36393-6 C1080
税込 1980 円

三省堂

ひつじ研究叢書（言語編）166

方言の研究

東北方言における述部文法形式

＜編＞日本方言研究会
年 1 回発行の日本方言研究会の機関誌。方言について
の最新の成果を収める。

＜著＞竹田晃子
明治から平成まで約百年間の方言分布調査、臨地面接
調査、社会言語学的調査から、東北方言の自発表現・
可能表現及びテンス・アスペクト・ムードの体系を解
明する。

1 ISBN978-4-89476-772-0
2 ISBN978-4-89476-832-1
3 ISBN978-4-89476-872-7
4 ISBN978-4-89476-943-4
5 ISBN978-4-89476-990-8
6 ISBN978-4-8234-1045-1
6 ISBN978-4-8234-1095-6
A5 128 ～ 384 頁 2015 年～  C3080
税込各 5500 円

A5 304 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1012-3 C3080
税込 8800 円
ひつじ書房

今帰仁方言アクセントの諸相

＜著＞小川晋史
沖縄・今帰仁村で使われる今帰仁方言のアクセント研
究。既存資料とフィールドワークによって得られたデ
ータを基にした体系の記述をはじめ、音韻理論・社会
言語学・歴史言語学など複数の視点から詳細に分析し
ている。

ひつじ書房

A5 280 頁 2012 年 ISBN978-4-904595-16-9 C3081
税込 5280 円
ココ出版
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―方言はなぜそこにあるのか―
＜著＞大西拓一郎
「カタツムリ」「マイマイ」「ツブリ」等の分布は本当
に同心円？ 川や海の交通網、家族制度、人口密度な
どから「土地」と「ことば」の結びつきの謎に迫り、
大胆な仮説を示しつつ、方言研究の新たな地平を切り
拓く。

２０２２年言語学図書総目録

―大規模調査からわかる百年の動き―
＜編＞井上史雄
1953 年から国立国語研究所が愛知県岡崎市で実施し
てきた大規模調査の成果を核に、様々な角度から敬語
の実態と変化を論じる。「卑罵語」「英語の敬語」「タ
メ口」等、周辺領域もカバーした総合的敬語論。

言語理論

琉球諸語と古代日本語

ひつじ研究叢書（言語編）163

三重県尾鷲方言のアクセント研究

２０２２年言語学図書総目録

―日琉祖語の再建にむけて―
＜編＞田窪行則 / ホイットマン，ジョン / 平子達也
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。

＜著＞平田秀
三重県尾鷲市尾鷲方言のアクセント体系についてフィ
ールドワークに基づき詳細に記述。3 つの式の対立を
もつ、連読変調があること等、通方言的に特異である
点を明らかにする。
A5.192 頁.2020 年.ISBN978-4-8234-1009-3.C3080
税込 8030 円
ひつじ書房

A5.312 頁.2016 年.ISBN978-4-87424-692-4.C3081
税込 4180 円
くろしお出版

魅せる方言

分類３｜言語理論

―地域語の底力―
＜著＞井上史雄 / 大橋敦夫 / 田中宣廣 / 日高貢一郎 /
山下暁美
方言を使った土産物や看板など、全国及び全世界に広
がる方言の文字資料を、五人の専門家が紹介。方言の
社会的・経済的価値の実証資料。三省堂辞書ウェブサ
イトの人気連載を単行本化。

3.6.0
談話・言語行動
異文化理解の語用論

―理論と実践―
＜監修＞浅羽亮一
＜編・著＞スペンサー = オーティー，ヘレン
＜訳＞田中典子 / 津留崎毅 / 鶴田庸子 / 熊野真理ほか
対人関係を良好に保つために人はことばをどう使うの
だろうか。また、文化によって，どのように違うのだ
ろうか。こうした異文化間におけることばの使い方の
問題を理論と具体的な調査研究の両面から取り上げる。

四六.240 頁.2013 年.ISBN978-4-385-36526-8.C0080
税込 1870 円
三省堂

シリーズ記述文法 1

南琉球宮古語伊良部島方言

＜著＞下地理則
本書は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
有している魅力に満ちた言語現象に内的一貫性を持た
せつつ説明を加えている。言語学の面白さを伝える、
全ての人にお勧めの一冊。

A5.200 頁.2004 年.ISBN978-4-327-40137-5.C3082
税込 2640 円

研究社

多文化理解の語学教育

A5.368 頁.2018 年.ISBN978-4-87424-760-0.C3380
税込 5940 円
くろしお出版

―語用論的指導への招待―
＜著＞コーエン，A.D/ 石原紀子
語学をコミュニカティブに教えようとする教員が語用
論的指導や評価を取り入れていくための実践的ガイド
ブック。語学教員・教員養成指導者・教材執筆者・カ
リキュラム編成者を主な読者とし共に効果的な指導を
考える。

新刊

読み解き！ 方言キャラ

＜著＞田中ゆかり
土佐弁ヒーローともいうべき坂本竜馬（龍馬）をはじ
め、今や方言を話す登場人物はさまざまなコンテンツ
には欠かせない。本書では、「方言キャラ」がこうし
た多様なコンテンツに現れるその理由と背景を探索す
る。

A5.350 頁.2015 年.ISBN978-4-327-37738-0.C3037
税込 3850 円

研究社

指さしと相互行為

四六.292 頁.2021 年.ISBN978-4-327-38485-2.C0081
税込 2530 円
研究社

＜編＞安井永子 / 杉浦秀行 / 高梨克也
人間が日常的にもっとも頻繁に用いるジェスチャーの
一つ、「指さし」に焦点を当て、会話分析の手法から
多様な相互行為上の役割を解明することを試みた国内
外初の論文集。

A5.272 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-973-1.C3080
税込 4180 円
ひつじ書房
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3.6.0.1 日本語

全国調査による言語行動の方言学

＜編＞小林隆
荷物を持ってもらいたい時にどのような頼み方をする
だろうか。おつりが間違っていることを注意する時
は？ 本書は、そうした言語行動の地域差を全国調査
により明らかにした。

A5 308 頁 2016 年 ISBN978-4-89476-835-2 C3080
税込 3080 円
ひつじ書房

語用論の基礎を理解する

A5 356 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1071-0 C3080
税込 5500 円
ひつじ書房

SAGE 質的研究キット 7

会話分析・ディスコース分析・ドキ
ュメント分析

＜著＞ラプリー，T.
＜訳＞大橋靖史 / 中坪太久郎 / 綾城初穂
ドキュメントや音声・ビデオ材料のデータのとり方と
分析の実際、ノウハウを、具体例を用いて詳細に解
説。学部学生や、質的研究に馴染みのない院生・研究
者が分析に挑戦できるよう工夫された、実践的な入門
書。

A5 328 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-2246-3 C3080
税込 3740 円

開拓社

語用論の射程

―語から談話・テクストへ―
＜著＞内田聖二
談話の構造、発話行為、ダイクシス、メタ表象といっ
た概念を援用する一方で、伝統的な語法研究の伝統を
踏まえた本書は、語用論研究の方法とその射程を実践
的に明らかにしている。

A5 224 頁 2018 年 ISBN978-4-7885-1599-4 C1011
税込 2640 円

新曜社

会話分析の基礎

A5 268 頁 2011 年 ISBN978-4-327-40159-7 C3082
税込 3850 円

＜著＞高木智世 / 細田由利 / 森田笑
日常会話の詳細な分析から相互行為の秩序を明らかに
する「会話分析」という研究分野が近年注目を浴びて
いる。豊富な事例と課題を通して、その研究の視点や
基礎を学ぶ入門書。

研究社

新刊

語用論のすべて

―生成文法・認知言語学との関連も含めて―
＜著＞今井邦彦 / 岡田聡宏 / 井門亮 / 松崎由貴
語用論と意味論との違いは？ 語用論は言語理論の一
部か？ 生成文法は言語は人間の外（そと）には存在し
ないと言い、認知言語学は言語は人間の外側から生ず
るとする。難解に見える諸理論を本書で理解しよう。

A5 376 頁 2016 年 ISBN978-4-89476-826-0 C3080
税込 3850 円
ひつじ書房

基礎から分かる会話コミュニケーシ
ョンの分析法

A5 240 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2358-3 C3080
税込 3080 円

＜著＞高梨克也
さまざまな会話コミュニケーションを明示的な方法論
で観察し，理論的かつ体系的に説明しようとする人の
ための入門書。会話データの分析を始めようとしてい
る言語学や心理学，社会学などの分野の初学者必携の
一冊。

開拓社

自然会話分析への語用論的アプロー
チ

―BTSJ コーパスを利用して―
＜編＞宇佐美まゆみ
「人 間 の 相 互 作 用 と し て の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン」
の語用論的分析に適した「基本的な文字化の原則
（BTSJ）」を用いて自然会話データを分析。コミュニ
ケーションの本質に迫る。

A5 176 頁 2016 年 ISBN978-4-7795-1073-1 C1030
税込 2640 円
ナカニシヤ出版

A5 396 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1039-0 C3080
税込 4950 円
ひつじ書房
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＜著＞ Senft, G.
＜訳＞石崎雅人 / 野呂幾久子
哲学、心理学、人間行動学、エスノグラフィー、社会
学、政治に関わる語用論の知見を整理し、その歴史か
ら現在までをわかりやすく俯瞰した入門書。関連する
様々な分野を深く学んでいく手がかりを与えてくれる。

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞加藤重広 / 滝浦真人
語用論という分野に関心を持つ大学院生や若手の研究
者が理論・枠組み・方法論などの基礎を正しく理解
し、研究を進めるため、その「方法」を実践的に解説
したガイドブック。

新刊

言語理論

動的語用論の構築へ向けて

メタ表示と語用論

＜編＞田中廣明 / 秦かおり / 吉田悦子 / 山口征孝
ことばは今この瞬間に動いており、獲得され、歴史的
に変化し、ミクロ、マクロに渡って変異する。「動的
語用論」は、新たな領域への挑戦である。
２０２２年言語学図書総目録

＜著＞中島信夫 / 五十嵐海理 / 東森勲
＜編＞東森勲
本書は、メタ表示を語用論の 3 分野、発話行為条件
文、否定（否認）、英語ジョークから研究したものであ
る。表示の表示とは、どのような言語現象に現れるか
を解説したもので、人間の固有のメタ表示能力解明を
目指す。

第１巻：.ISBN978-4-7589-1375-1.C3380
第２巻：.ISBN978-4-7589-1376-8.C3380
A5.272、292 頁.2019 年、2020 年..
税込 3960、4180 円

A5.224 頁.2015 年.ISBN978-4-7589-2208-1.C3080
税込 3080 円

開拓社

開拓社

新刊

動的語用論の構築へ向けて 第３巻

分類３｜言語理論

＜編＞田中廣明 / 秦かおり / 吉田悦子 / 山口征孝
ことばは今この瞬間に動き、獲得され、歴史的に変化
し、ミクロ、マクロに渡って変異する。そのときどん
な「駆動体」が働き、やがて緩い「集合体」へと収斂
されていくのか。本書は新たな語用論の領域に挑戦す
る。

3.6.1
談話研究・談話分析
3.6.1.1.日本語

A5.312 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-1377-5.C3380
税込 4400 円

談話分析のアプローチ

―理論と実践―
＜編＞林宅男
生きた言語研究に必須の談話分析の用語と手法が分か
る。談話分析の主要な「用語」の概念について、研究
の流れを追いながら分かりやすく解説し、それぞれの
アプローチと手法に基づく実際のデータ分析の例を紹
介。

開拓社

発話行為理論の原理

＜編・著＞ D. ヴァンダーヴェーケン
＜訳＞久保進
日常言語の哲学と、モデル意味論の統合を試み、サー
ルの発語内目的の概念に基づく発話行為の分析に論理
学の手法を採用することで、談話の世界における発話
行為を支配する基本律の定式化を行った。

A5.316 頁.2008 年.ISBN978-4-327-40151-1.C3080
税込 3300 円

A5.240 頁.1995 年.ISBN978-4-88198-826-8.C3080
税込 3300 円

研究社

新刊

松柏社

やまだようこ著作集.第５巻

文法における話し手の様相

ナラティヴ研究

＜著＞北林利治
日本語と英語の表現における話し手の役割を論じ、さ
まざまな要因によってその姿を変えるという側面をも
つ話し手のさまざまな様相を捉えることがこの本の目
論見である。

―語りの共同生成―
＜著＞やまだようこ
人はお金や権力だけではなかなか動かないが、ナラテ
ィヴ（もの語り）は人びとを感動させ、ときに歴史を動
かすことさえある。ナラティヴ研究の基礎から研究
法、その学び方までを一冊に収載。

A5.216 頁.2011 年.ISBN978-4-269-77043-0.C1082
税込 2640 円

A5.504 頁.2021 年.ISBN978-4-7885-1703-5.C1011
税込 5390 円

英宝社

翻訳と語用論

新曜社

＜著＞東森勲
関連性理論を用いて、翻訳も、推論を用いた一般の言
葉によるコミュニケーションの一つと考え、翻訳の諸
現象を説明した。マンガ、英語ジョーク、日英語こと
わざ、ことば遊び、外行語、仏教用語などの翻訳を扱
っている。

新刊

ニュースの談話構造の総合的研究

＜著＞井上裕之
これまであまり言語研究のテーマとされてこなかった
報道文に着目。戦前から戦中、そして現在に至るまで
のテレビ・ラジオのニュース談話について幅広く調査
を行い、ニュースの談話構造を総合的・多角的に分析
した 1 冊。

A5.168 頁.2018 年.ISBN978-4-7589-2256-2.C3080
税込 2640 円

開拓社

A5.378 頁.2021 年.ISBN978-4-86676-030-8.C3081
税込 3960 円
ココ出版
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3.6.1.3.英米語

談話情報と英語構文解釈

＜著＞伊藤徳文
本書は談話における情報（情報構造、語用論、意味
論、そして認知的言語学的枠組み）によって英語構文
に対して分析を加えようとするものである。

新刊

―媒介言語をめぐる議論と実際―
＜著＞木村護郎クリストフ
異言語間コミュニケーションの諸手段を体系的・網羅
的に考察。一方の母語か双方の母語か、第三の言語
か、通訳・翻訳を用いるか、単独の言語なのか混合す
るかなど、多様な選択肢が検討される。

A5.212 頁.2005 年.ISBN4-269-77024-4.C1082
税込 2640 円

英宝社

分詞句の談話分析

A5.192 頁.2005 年.ISBN4-269-77028-7.C1082
税込 2640 円

英宝社

3.6.2
言語行動・言語生活

A5.258 頁.2021 年.ISBN978-4-469-21385-0.C3080
税込 2860 円
大修館書店

議論学への招待

―建設的なコミュニケーションのために―
＜著＞エイムレン，F．Ｈ．Ｖ．/ ヘンケマンス，
A.F.S.
＜訳＞松坂ヒロシ / 鈴木健
「議論学」は当事者間で合理的かつ効果的に話し合い
を進め、現実に即した最善の解決に到達するための方
法を体系化する。第一人者が豊富な具体例を示しなが
ら丁寧に解説する、日本ではじめての入門書。

A5.256 頁.2018 年.ISBN978-4-469-21372-0.C3080
税込 2970 円
大修館書店

3.6.2.6.その他

新刊

雨森芳洲以前の対馬人と朝鮮語に関
する研究

＜著＞鄭惠遠
古代から 17 世紀までの日本と朝鮮半島の交流と対馬
人の朝鮮語能力の推移から、この時代の外国語習得が
周辺の政治・生活・教育環境に影響されていたことを
検証した。

ことばの「省略」とは何か

＜著＞尹盛熙
「あざっす」という言い方や、「時計持ってる？」「３
時だよ」という会話など様々な場面に現れる省略の実
例を紹介し、他言語との比較もしながら、省略という
現象のもつ深い意味を考える。
A5.234 頁.2021 年.ISBN978-4-469-21386-7.C3080
税込 2750 円
大修館書店

A5.202 頁.2017 年.ISBN978-4-7599-2186-1.C3080
税込 6600 円
風間書房

コミュニケーション実践トレーニン
グ

思考と行動における言語（原書第四
版）

＜著＞杉原 桂 / 野呂幾久子 / 橋本ゆかり
医療系大学、総合大学、専門学校などで培われた、人
と関わるキャリアのためのケアや対人援助に活かせる
基本トレーニング。便利な切り離しワークシート付き。

＜著＞ S.I. ハヤカワ
＜訳＞大久保忠利
一般意味論の最良の入門書として、刊行以来半世紀近
く、広く読みつがれてきた古典的名著。言語の機能お
よびコミュニケーションを通じての人々の相互作用
を、身近な具体例に基づいて明晰かつ説得的な論理で
究明する。

B5.104 頁.2017 年.ISBN978-4-7795-1120-2.C1037
税込 2090 円
ナカニシヤ出版

B6.396 頁.1985 年.ISBN4-00-000977-X.C0080
税込 2970 円

岩波書店
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―意識の表現技法としての考察―
＜著＞山岡實
分析対象を、分詞構文ばかりでなく分詞構文と密接な
関係があるにもかかわらず、正しくない用法とされて
いる懸垂分詞、独立分詞構文などの言語表現にまで拡
大し、これらの言語表現の談話分析を試みる。

２０２２年言語学図書総目録

異言語間コミュニケーションの方法

言語理論

語用論への招待

シリーズ フィールドインタラクション分析
1

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞今井邦彦
場面やコミュニケーションの文脈に即してことばの意
味を理解しようとする「語用論」。本書は、最新の関
連性理論を解説しつつ「語用論」の本質を平易に解き
明かす入門書である。

多職種チームで展示をつくる

―日本科学未来館『アナグラのうた』ができるまで―
＜監修＞高梨克也
＜編＞高梨克也
職能の異なるメンバーのチームが展示を制作する際、
どのように様々な困難を乗り越えていくのか。懸念に
よる問題提起や、表象を利用した問題の共有や解決に
ついて分析する。

A5 240 頁 2001 年 ISBN978-4-469-21264-8 C3080
税込 2420 円
大修館書店
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A5 248 頁 2018 年 ISBN978-4-89476-731-7 C3036
税込 3520 円
ひつじ書房

修辞と文脈

分類３｜言語理論

―レトリック理解のメカニズム―
＜著＞伊藤薫
「酒に飲まれる」
（隠喩）、「漱石を読む」
（換喩）、「公然
の秘密」
（矛盾語法）等の修辞表現のメカニズムを言語
学的に分析、人間の思考の癖、人間性とは何かを考察
する。言語現象を認知能力の発現とみた最新成果。
A5 170 頁 2020 年 ISBN978-4-8140-0259-7 C3381
税込 3190 円
京都大学学術出版会

多文化世界の意味論

＜編・著＞濱本秀樹
「文化 - 社会 - 言語」の絶対的な必要性を、多彩な切
り口から提唱。多文化の時代となる 21 世紀に、真の
コミュニケーターとして生きるための必読書。
A5 277 頁 2001 年 ISBN978-4-88198-962-3 C3080
税込 2750 円

松柏社

新刊

シリーズ 文化と言語使用

ナラティブ研究の可能性

＜監修＞井出祥子 / 藤井洋子
広く文化的視野を取り込み言語研究の新しい地平を切
り拓く。

―語りが写し出す社会―
＜編＞秦かおり / 村田和代
国を越えた移住、震災の経験、診療の現場をめぐるナ
ラティブを多様なアプローチで考察する。語りに反映
されている価値観や社会規範を読み解き、問題の所在
とその解決を導く。

1 コミュニケーションのダイナミズム
ISBN978-4-89476-791-1 税込 2860 円
2 場とことばの諸相
ISBN978-4-89476-792-8 税込 3960 円
3 場と言語・コミュニケーション
ISBN978-4-89476-793-5 税込 3960 円
A5 194 ～ 308 頁 2016 ～ 2022 年  C3080
税込 2860 ～ 3960 円

A5 240 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1006-2 C3080
税込 3960 円
ひつじ書房

認知言語学入門

＜著＞ウンゲラー，F/ シュミット，H
＜訳＞池上嘉彦 ほか
人間の世界観と言語を橋渡しする認知言語学は、新し
い学問として今注目を集めている。本書はその分野の
待望の入門書。図版を多用し、わかりやすく認知言語
学の基礎を解説する。

ひつじ書房

大学生・社会人のための言語技術ト
レーニング

＜著＞三森ゆりか
欧米では小学校から体系立てて教えられている「言語
技術」。グローバル社会で求められる言語力の土台と
なるスキルを、具体的な例文や課題を通して学んでい
く。

A5 400 頁 1998 年 ISBN978-4-469-21218-1 C3080
税込 4180 円
大修館書店

認知言語類型論原理

A5 264 頁 2013 年 ISBN978-4-469-21343-0 C3081
税込 2420 円
大修館書店

―「主体化」と「客体化」の認知メカニズム―
＜著＞中野研一郎
最新の認知言語理論を武器にしながら、主体化論理の
日本語と客体化論理の欧米言語の間での厳密な意味で
の「互換性＝翻訳」は不可能であることを論証する。
日常の生活を支える言語の基盤を改めて問い直す野心
作。

A5 344 頁 2017 年 ISBN978-4-8140-0117-0 C3080
税込 3850 円
京都大学学術出版会
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モダリティ

A5 244 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-983-0 C3080
税込 3190 円
ひつじ書房

A5 544 頁 2006 年 ISBN978-4-7589-2131-2 C3080
税込 5500 円

＜編＞定延利之
発話者がもつ「特権」とは？ いままでの伝統的なコ
ミュニケーション観のほころびから、語用論、会話分
析、人類学、動物行動学の第一線の研究者が考える。

＜著＞澤田治美
本書は、認知言語学と語用論の観点に立って、モダリ
ティに関する理論的な問題や具体的な事象を実証的に
論じ、モダリティを通して、認知とコミュニケーショ
ンをめぐる問題を多面的に解き明かしている。
開拓社

話し合いトレーニング

リフレクティング

―会話についての会話という方法―
＜著＞矢原隆行
相手の会話をじっくりと聞き，考えをめぐらし，それ
を相手に返すという対話的空間の模索＝「会話につい
ての会話」を繰り返すことで会話に広いパースペクテ
ィブをもたらし，コミュニケーション不全を克服し連
携を勝ち取る。

B5 132 頁 2011 年 ISBN978-4-7795-0521-8 C0037
税込 2090 円
ナカニシヤ出版

A5 168 頁 2016 年 ISBN978-4-7795-1099-1 C3011
税込 2200 円
ナカニシヤ出版

翻訳の原理

シリーズ・言語学フロンティア 03

歴史語用論入門

―異文化をどう訳すか―
＜著＞平子義雄
翻訳を経験やセンスの問題と片づけず、「日欧の言
語・文化の比較」という視点から合理的に解明。より
よく翻訳する力を付けるための翻訳論入門。

＜編・著＞高田博行 / 椎名美智 / 小野寺典子
歴史語用論は、文字資料を基に、過去の発話の意味だ
けでなく、音声も含む語用論的内容を探る新たな研究
分野。その研究手法と成果を、日欧の第一線の研究者
の知を結集し、かみ砕いて解説した入門書。

A5 234 頁 1999 年 ISBN978-4-469-21235-8 C3080
税込 1980 円
大修館書店

A5 256 頁 2011 年 ISBN978-4-469-21331-7 C3080
税込 2310 円
大修館書店

メタファー研究

＜編＞鍋島弘治朗 / 楠見孝 / 内海彰
言語学、心理学、工学など、様々な立場からメタファ
ーを研究するシリーズ。

3.7.0.1 日本語

ケータイ化する日本語

1 ISBN978-4-89476-893-2
2 ISBN978-4-89476-982-3
A5 272 ～ 288 頁 2018 年～  C3080
税込 4620 ～ 5500 円

―モバイル時代の “ 感じる ”“ 伝える ”“ 考える ”―
＜著＞佐藤健二
電話の登場からケータイの普及まで、通話機器の発達
はわれわれの言語空間をどう変えたか。「声」という
共鳴の身体技法獲得以後の人類史をふまえ、「社会」
を担う次世代に説く「ことば」の歴史社会学。

ひつじ書房

新刊

プリミエ・コレクション 113

四六 298 頁 2012 年 ISBN978-4-469-22222-7 C3036
税込 2530 円
大修館書店

文字と言語の創造性

―六書からネットスラングまで―
＜著＞黒田一平
創作漢字・ルビ・キラキラネーム等に対応する認知言
語理論の音韻極と意味極に書記極を加えた三極モデル
を提案。漢字分類の再考から、メールや SNS などの
打ち言葉に至る多様性をみすえた理論を構築する。

A5 330 頁 2021 年 ISBN978-4-8140-0331-0 C3381
税込 4840 円
京都大学学術出版会
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分類３｜言語理論

―伝える力・聴く力・問う力を育てる自律型対話入門
―
＜編・著＞大塚裕子 / 森本郁代
様々な大学での授業実践から生まれた、コミュニケー
ション能力を総合的に発揮する話し合いのトレーニン
グをワークテキスト化。情報共有や問題解決のための
伝える力・聴く力・問う力を育むグループワークの決
定版！

２０２２年言語学図書総目録

発話の権利

言語理論

言語力

シリーズ 話し合い学をつくる

２０２２年言語学図書総目録

―認知と意味の心理学―
＜著＞藤澤伸介
不必要に悩みを抱え込んだり、人間関係でトラブルに
巻き込まれたりしないために、コトバの使い方と認識
の仕方の関係を正しく知らなければならない。言語力
を高め、人生を生きやすくする認知心理学からのメッ
セージ。

＜編＞村田和代
1 巻は「市民参加」をテーマに、2・3 巻では「話し合
い学」の意義と可能性について論じる。
1 市民参加の話し合いを考える
ISBN978-4-89476-849-9
2 話し合い研究の多様性を考える
ISBN978-4-89476-929-8
3 これからの話し合いを考えよう  
ISBN978-4-8234-1002-4
A5 240 ～ 272 頁 2017 ～ 2020 年  C3080
税込 2640 ～ 3520 円

四六 296 頁 2011 年 ISBN978-4-7885-1230-6 C1011
税込 2640 円
新曜社

新刊

ひつじ書房

「認知科学のススメ」シリーズ

新版 推論と照応

ことばの育ちの認知科学

分類３｜言語理論

―照応研究の新展開―
＜著＞山梨正明
再版が待ち望まれていた『推論と照応』が 15 年ぶり
に復刊。認知言語学に関わる照応研究の動向を論じた
「照応研究の新展開─認知的パースペクティヴ─」も
加え、久しぶりの方にも、新しい読者にも刺激ある１
冊に。

＜監修＞日本認知科学会
＜著＞針生悦子
内村直之 ファシリテータ
子どもは、話し声の中から「言語の音」と「それ以
外」をいかに区別し、言語と言語以外から得られる情
報を合わせて理解するようになるのか。言葉と音、気
持ちや意味をめぐる謎を問い認知科学の面白さを味わ
う入門書。

A5 192 頁 2017 年 ISBN978-4-87424-750-1 C3081
税込 2970 円
くろしお出版

四六 118 頁 2021 年 ISBN978-4-7885-1720-2 C1011
税込 1760 円
新曜社

認知科学のフロンティア

ことばの認知プロセス

｢対談｣ 心とことばの脳科学

―教養としての認知言語学入門―
＜著＞安原和也
身近にあふれている日本語の興味深い具体的な言語事
例を取り上げながら、認知言語学の基本的な考え方に
ついて、平易にわかりやすく、コンパクトに解説。新
鮮味あふれる認知言語学の世界を堪能できるでしょう。

＜著＞山鳥重 / 辻幸夫
脳と言語をめぐる確かな知見を、時に素朴な疑問に立
ち返りながら、対談の形で提示した書。言語障害の事
例を中心として豊富なデータをあげながら、脳と心と
ことばの関係を、わかりやすく解説してゆく。

四六 234 頁 2006 年 ISBN978-4-469-21302-7 C3011
税込 1980 円
大修館書店

四六 136 頁 2017 年 ISBN978-4-384-01241-5 C1080
税込 1540 円
三修社

ひつじ研究叢書（言語編）129

コミュニケーションへの言語的接近
（並製）

＜著＞定延利之
言語研究に広く浸透しているコミュニケーション観の
問題点を明らかにし、新しいコミュニケーション観を
提示する。コミュニケーション・言語・音声の研究の
架け橋となる 1 冊。

A5 368 頁 2018 年 ISBN978-4-89476-947-2 C3080
税込 5280 円
ひつじ書房

テンとマルの話

―句読点の落とし物／日本語の落とし物―
＜著＞芝原宏治
第 I 部は、現在の日本で扱われているテンとマルにつ
いての資料と考察を掲載。第 II 部は、日英両言語の
短いジョークなどを分析し、横書き教科書における説
明文についての考察結果を提示した。巻末に、資料、
「中国語の句読符号」、イギリス式引用とアメリカ式引
用の比較、およびテンとマルについての短い提案を付
した。
四六 280 頁 2013 年 ISBN978-4-7754-0194-1 C1081
税込 2420 円
松柏社
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日本語語用論フォーラム

3.7.0.3 英米語

＜編＞加藤重広 / 滝浦真人
日本語の文法的研究と語用論的研究が通じ合う広場
（フォーラム）となることを目指し、最新の研究を紹介
する論文集。

Hituzi Linguistics in English No.31

―A Cognitive Linguistic Approach―
＜著＞中谷博美
認知言語学的アプローチから英語の付加疑問文の本質
に迫る。実際の使用例を認知文法の概念に基づいて分
析し、多様な意味機能と形式、構造に変化を生じさせ
る要因を解明する。

ひつじ書房

認知文法のエッセンス

菊 122 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1023-9 C3080
税込 9680 円
ひつじ書房

新しい語用論の世界

―英語からのアプローチ―
＜監訳＞椎名美智
＜著＞カルペパー，ジョナサン / ホー，マイケル
＜訳＞滝浦真人
レヴィンソン、リーチ以後の語用論研究を牽引する気
鋭の学者による語用論概説。英米流と大陸流の融合を
はかる統合的語用論の観点から語用論研究の現在を整
理する。

A5 394 頁 2008 年 ISBN978-4-469-21322-5 C3080
税込 2860 円
大修館書店

本心は顔より声に出る

―感情表出と日本人―
＜著＞重野純
思ったことをズバリ言う欧米人、空気を読み本心を隠
す日本人。音声による感情の読み取りと表情による読
み取りに、日米の違いがあるのだろうか。心理学が解
き明かす、日本人の感情認知と感情世界。

A% 406 頁 2020 年 ISBN978-4-327-40173-3 C3080
税込 5500 円

研究社

四六 184 頁 2020 年 ISBN978-4-7885-1691-5 C1011
税込 2090 円
新曜社

英語のメンタルレキシコン

＜編・著＞門田修平 ほか
頭のなかにあると考えられている、心のなかの辞書、
それが「メンタルレキシコン」。人の記憶システム、
情報処理の認知科学、脳神経科学、英語教授理論の最
新の成果をもとに、メンタルレキシコンを詳しく概説。

私たちの日本語

＜編・著＞定延利之
身近に見られる事例から、最新の日本語学のさまざま
な研究テーマを読み解いていくテキスト。

A5 368 頁 2003 年 ISBN978-4-7754-0049-4 C3082
税込 2860 円

A5 160 頁 2012 年 ISBN978-4-254-51041-6 C3081
税込 2530 円
朝倉書店

松柏社

英日翻訳の技術

私たちの日本語研究

―認知言語学的発想！―
＜著＞鍋島弘治朗 / マイケル・ブルックス
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 も採用。翻訳家によるコラム・実践練
習問題付。

―問題のありかと研究のあり方―
＜編＞定延利之
身近な日本語にツッコミを入れ面白がることで、「私
たちの」日本語の今日的テーマに肉薄する。

A5 184 頁 2015 年 ISBN978-4-254-51046-1 C3081
税込 2420 円
朝倉書店

A5 192 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-832-4 C1080
税込 1980 円
くろしお出版
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分類３｜言語理論

＜著＞テイラー，J/ 瀬戸賢一
世界的に名のある認知言語学者、ジョン・R・テイラ
ーと瀬戸賢一による初のコラボレーション。音韻論、
形態論、意味論、構文論をコンパクトにまとめた。

２０２２年言語学図書総目録

Tag Questions and Their
Intersubjectivity

1 ISBN978-4-89476-761-4
2 ISBN978-4-89476-878-9
3 ISBN978-4-89476-994-6
A5 252 ～ 308 頁 2015 年～  C3080
税込 5280 ～ 5500 円

言語理論

２０２２年言語学図書総目録

ポライトネスの語用論

聞き手行動のコミュニケーション学

A%.528 頁.2020 年.ISBN978-4-327-40172-6.C3080
税込 6930 円

A5.336 頁.2018 年.ISBN978-4-89476-935-9.C3080
税込 3520 円
ひつじ書房

＜監訳＞田中典子
＜著＞リーチ，ジェフリー
＜訳＞熊野真理 / 斉藤早智子
本書は、語用論やポライトネス研究の第一人者である
ジェフリー・リーチが最後に出版した本（The Pragmatics of Politeness, 2014）の翻訳。

＜編＞村田和代
コミュニケーションにおける聞き手行動に着目し、聞
き手の在り方や貢献を多様なアプローチから分析。日
常会話から漫才まで、話し手の陰におかれてきた聞き
手に光をあてる。

研究社

グローバル社会のコミュニケーショ
ン学入門

3.7.0.6.その他

分類３｜言語理論

＜編＞藤巻光浩 / 宮崎新
これまであまり扱われてこなかった、SNS による対
人関係や医療コミュニケーションなど具体的な場面を
通して、コミュニケーション学を網羅的に学ぶことが
できる一冊。

ワードマップ

現代言語論

―ソシュール、フロイト、ウィトゲンシュタイン―
＜著＞立川健二 / 山田広昭
「手紙」「約束」「誘惑」等の新鮮なキーワードを手が
かりに、ソシュール、フロイト、ウィトゲンシュタイ
ンをその可能性の中心で読み多方向に交通させること
で、現代思想の最前線を切り拓く言語論。

A5.298 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-974-8.C1080
税込 2200 円
ひつじ書房

コミュニケーション学入門

四六.264 頁.1990 年.ISBN4-7885-0372-7.C1010
税込 1980 円

＜著＞大田信男 ほか
個人的な触れ合いからマスコミのあり方まで、マルチ
メディア情報化社会におけるコミュニケーションにつ
いて、コンパクトに見渡した入門書。

新曜社

新刊

シリーズ ドイツ語が拓く地平

A5.250 頁.1994 年.ISBN978-4-469-21186-3.C3080
税込 1980 円
大修館書店

＜編＞高田博行 / 井出万秀 / ほか
ドイツ語という言語を切り口に、社会、歴史、文化の
問題を論じるシリーズ。

コミュニケーション学への招待

1 断絶のコミュニケーション.
ISBN978-4-89476-961-8 税込 4180 円.
2 ドイツ語と向き合う.
ISBN978-4-89476-998-4 税込 4400 円.
3 ノモスとしての言語.
ISBN978-4-8234-1106-9 税込 4840 円.
A5.272 ～ 276 頁.2019 ～ 2022 年..C3080
税込 4180 ～ 4840 円

＜著＞橋元良明
“ コミュニケーション学 ” とはどんな学問か、ヒトの
言語獲得からテレビゲームまで、あらゆる角度からコ
ミュニケーションを論じる包括的入門書。“ コミュニ
ケーション ” を縦横無尽に切り取る。

A5.242 頁.1997 年.ISBN978-4-469-21214-3.C3030
税込 2310 円
大修館書店

ひつじ書房

コミュニケーションの社会言語学

＜著＞吉岡泰夫
医療、行政、ビジネス、教育…。さまざまな現場で直
面する、専門家と非専門家の間のコミュニケーション
の壁。それを乗り越えるための方策を、社会言語学的
研究をふまえ、ポライトネス理論を援用しつつ提示。

3.7.1
コミュニケーション
異文化コミュニケーション論

A5.192 頁.2011 年.ISBN978-4-469-21332-4.C3080
税込 2090 円
大修館書店

―グローバル・マインドとローカル・アフェクト―
＜著＞八島智子 / 久保田真弓
固定的な捉え方を越えて、文化やコミュニケーション
のダイナミクスに注目し、多文化を生きる力、グロー
バル・マインドとローカル・アフェクトを提案する。
A5.320 頁.2012 年.ISBN978-4-7754-0184-2.C0036
税込 2640 円

松柏社
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3.7.2
認知科学

3.7.1.1.日本語

日本語社会 のぞきキャラくり

―顔つき カラダつき ことばつき―
＜著＞定延利之
使い分けが望まれる敬語表現などとは違って、変わら
ないことが期待されているもの―キャラ（人物像）。時
に人々が悩み苦しみもするキャラと言葉の関係に迫
る、三省堂辞書サイトの人気連載、待望の書籍化。

新刊

―文字学習と多読の効果をさぐる―
＜著＞門田修平 / 高瀬敦子 / 川崎眞理子
英語など第二言語のリーディングの習得を支える認知
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。加えて小学校英語活動の文字学習や英語の
多読・多聴学習をどう実践すれば効果的かについて解
説する。

四六.208 頁.2011 年.ISBN978-4-385-36525-1.C0081
税込 1760 円
三省堂

A5.216 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-871-3.C1082
税込 2420 円
くろしお出版

3.7.1.6.その他

やまだようこ著作集.第 1 巻
―うたうコミュニケーション―
＜著＞やまだようこ
ことばをもたないもの（infant）である乳児の心理とそ
の発達を通して人間の根源の世界を捉えようと紡がれ
た処女作『ことばの前のことば』と関連論考を収め、
著者のことばとコミュニケーション研究が見通せる。
A5.496 頁.2010 年.ISBN978-4-7885-1216-1.C1011
税込 5280 円

関連性理論 第２版

―伝達と認知―
＜著＞スペルベル，D./ ウィルソン，D.
＜訳＞内田聖二 / 中逵俊明 / 宗南先 / 田中圭子
「関連性」という単一の原則で言語伝達をとらえ直し
た本書の第 2 版では、初版以降の関連性理論の主要な
発展が概観され、定式化、内容の両面を若干修正する
ための議論がなされている。
A5.420 頁.1999 年.ISBN978-4-327-41053-7.C3082
税込 5720 円

新曜社

研究社

やまだようこ著作集.第 2 巻

松柏社叢書.言語科学の冒険③

ことばのはじまり

―意味と表象―
＜著＞やまだようこ
刊行されるや心理学研究者、現場の人々に大きな反響
をもたらした『ことばの前のことば』から 30 余年。
続巻となる本巻では 1 歳代前半に焦点をあて、「こと
ば」が生まれてくるプロセスと身振りの発生プロセス
をたどる。
A5.356 頁.2019 年.ISBN978-4-7885-1626-7.C1011
税込 3960 円

言語と思考

＜編・著＞ノーム・チョムスキー
＜訳＞大石正幸
「言語とは何か」を問い続けるチョムスキーがデカル
ト、フリーゲ、人口知能、言語哲学等について平易
に自説を開示。後半は科学者達との質疑応答で構成。
「言語と思考」、その射程は人間の本質の核心部分と言
えよう。
A5.149 頁.1999 年.ISBN978-4-88198-928-9.C3310
税込 3080 円

新曜社

松柏社

やまだようこ著作集.第 3 巻

新刊

ものがたりの発生

言語は本能か

―私のめばえ―
＜著＞やまだようこ
「ことばが生まれるすじみち」シリーズ全 3 巻、完
結。本巻は観察日誌を全面的に読み直し、組み直し
て、ナラティヴ論の視点から新たに執筆。1 歳後半か
ら 2 歳代における、「私」という自己ものがたりの発
生プロセス。

―現代言語学の通説を検証する―
＜著＞ Evans, V.
＜訳＞辻幸夫 / 黒滝真理子 / 菅井三実 / 村尾治彦 / 野
村益寛 / 八木橋宏勇
人間の言語に関して広く信じられている通説の中には
間違ったものがある。そのような通説を広い視点から
具体的に切り崩す中で、言語は独立した本能ではない
こと、普遍文法なるものは存在しないことが論証され
ていく。

A5.320 頁.2019 年.ISBN978-4-7885-1627-4.C1011
税込 3520 円

新曜社

A5.336 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-2291-3.C3080
税込 3960 円

開拓社
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分類３｜言語理論

ことばの前のことば

２０２２年言語学図書総目録

英語リーディングの認知科学

言語理論

２０２２年言語学図書総目録

ことばの認知空間

実例で学ぶ 認知言語学

A5 216 頁 2004 年 ISBN978-4-7589-2120-6 C3080
税込 3080 円

A5 320 頁 2006 年 ISBN978-4-469-21303-4 C3080
税込 2860 円
大修館書店

＜著＞山梨正明
認知言語学のアプローチから、日常言語のメカニズム
とその背後に存在する人間の知のメカニズムを考察す
る。言語の多義性、意味変化、照応、省略、メトニミ
ー、話題化、推論などにかかわる現象の体系的な分析
を試みる。

＜著＞リー，D
＜訳＞宮浦国江
認知言語学の基本概念を、中心的な課題を網羅しつつ
簡潔に記述し、豊富な英語例文や図解に工夫をこらし
たわかりやすいテキスト。

開拓社

新刊

思考と発話
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社会につながる国語教室

分類３｜言語理論

―明示的伝達の語用論―
＜著＞カーストン，ロビン
＜訳＞内田聖二 / 西山佑司 / 武内道子 / 山崎英一 / 松
井智子
Sperber and Wilson/『関 連 性 理 論』研 究 社 刊 - か ら
出発した関連性理論は認知語用論として近隣学問分野
に影響を与えながら発展してきたが、本書はその基盤
を強固なものとし、さらにその応用可能性に言及する。

―文字通りでない意味を読む力―
＜著＞菅井三実
ことばには、直接的な〈文字通りの意味〉のほか間接
的な〈文字通りでない意味〉があります。〈文字通り
でない意味〉は、物語における心情理解の手掛かりに
なるだけでなく、現実社会における他者理解に繋がり
ます。

A5 636 頁 2008 年 ISBN978-4-327-40148-1 C3082
税込 8800 円

四六 208 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2592-1 C1381
税込 2200 円
開拓社

研究社

自然と言語

＜著＞チョムスキー，ノーム
＜訳＞大石正幸 / 豊島孝之
本書でチョムスキーは人間の自然本性としての言語と
心と脳の関係についての考察を発展させ、言語研究か
ら近年成長著しい脳科学の成否を指摘し、さらに、洞
察力に満ちたインタビューが、わかりやすく導いてく
れる。

四六 272 頁 2008 年 ISBN978-4-327-40147-4 C3080
税込 3080 円
研究社

「なる」構文の多義性とそのメカニ
ズム

―なぜスカートは短くなるのか？―
＜著＞大神雄一郎
「X が Y くなる」等の日本語表現について、変化の
「なる」構文と呼び、その実態とメカニズムについて
論じた書。「なる」構文の意味、用法の拡がりを考察
し、認知的要因に支えられて生じる現象であることを
主張した。
A5 294 頁 2019 年 ISBN978-4-87259-688-5 C3080
税込 5280 円
大阪大学出版会

〈事態把握〉における日韓話者の認
知スタンス

日・英語の発想と論理

―認知言語学の立場から見た補助動詞的な用法の「て
いく／くる」と「e kata/ota」の主観性―
＜著＞徐珉廷
人は、言語化する際にどのように事態を把握し、表現
するのか。本書では、共に主観的な把握を好むとされ
る日本語と韓国語に注目し、「ていく／くる」と「e
kata/ota」の比較を通して、両言語の事態把握の異同
を明らかにする。

―認知モードの対照分析―
＜著＞山梨正明
認知言語学の枠組みに基づき、日・英語の発想と論理
のメカニズムの解明を試みた注目すべき一冊。言語学
の研究分野だけでなく、言語教育、比較文化論、言語
類型論、等の関連分野の研究にも重要な知見を提供す
る。
A5 288 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2278-4 C3080
税込 3850 円

A5 248 頁 2013 年 ISBN978-4-904595-33-6 C3081
税込 3960 円
ココ出版

開拓社
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日本語研究のための認知言語学

認知科学への招待

―心の研究のおもしろさに迫る―
＜編・著＞大津由紀雄 / 波多野誼余夫
「心の働き」
（知覚、学習、記憶、創造性、言語など）を
解明しようとする認知科学の多様な研究領域を鳥瞰
し、そのおもしろさを初学者にも分かりやすく解説し
たガイドブック。各分野の専門家 19 名が執筆。

研究社

研究社

A5 214 頁 2014 年 ISBN978-4-327-38468-5 C3081
税込 2200 円

A5 308 頁 2004 年 ISBN978-4-327-37810-3 C3011
税込 3300 円

日本語表現で学ぶ入門からの認知言
語学

認知科学への招待 ２

A5 136 頁 2009 年 ISBN978-4-327-37816-5 C3081
税込 1540 円

A5 316 頁 2006 年 ISBN978-4-327-37812-7 C3011
税込 3300 円

研究社

研究社

認知日本語学講座 4

認知・機能言語学

認知意味論

―言語構造への１０のアプローチ―
＜編＞トマセロ，マイケル
＜訳＞大堀壽夫 / 秋田喜美 / 古賀裕章 / 山泉実
ラネカー、ゴールドバーグ、ヴィエルジュビツカなど
新しい言語科学を切り開いてきた学者たちの代表的な
論文 10 篇を集めた論文集。ギヴォン、クロフト、チ
ェイフ、ホッパー、ヴァン = ヴェイリンも収録。

＜著＞大月実 / 進藤三佳 / 有光奈美
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。

A5 296 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-785-3 C3080
税込 4070 円
くろしお出版

A5 416 頁 2011 年 ISBN978-4-327-40160-3 C3080
税込 5280 円

研究社

認知意味論研究

認知言語学演習 全３巻

A5 208 頁 2012 年 ISBN978-4-327-40162-7 C3080
税込 3080 円

＜著＞瀬戸賢一 / 山添秀剛 / 小田希望
この分野では初となる演習方式のテキスト。基本事項
の解説を読み、設問（各巻約 180 問）を解くことで、こ
とばに対する研究方法を身につけられる。 レポート
の課題・卒論のテーマとしても利用可能。

＜著＞山梨正明
日常言語の意味発生のメカニズムと概念体系の諸相
を、イメージ形成、イメージ操作、メタファー写像、
ゲシュタルト変換、等の人間の創造的な認知能力との
関連で考察していく。

認知言語学演習 全３巻

１ 解いて学ぶ認知言語学の基礎 ISBN978-4-469-21361-4
C3080
２ 解いて学ぶ認知意味論 ISBN978-4-469-21363-8 C3080
３ 解いて学ぶ認知構文論 ISBN978-4-469-21364-5 C3080
B5 154 ～ 192 頁 2017 年  
税込各 2420 円
大修館書店

研究社

認知意味論の諸相

＜編・著＞上野義和 / 森山智浩 / 入学直哉 / 李潤玉
人間と言語はどのように結びついているのか？ 概念
化、メタファー、投射、焦点化等をわかりやすく説明
しながら、日本語と英語に見られる様々な表現をテー
マに、我々の無意識的意識の解明を目指した実践書。
A5 289 頁 2002 年 ISBN978-4-7754-0021-0 C3080
税込 3300 円

松柏社
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分類３｜言語理論

―心の研究の多様性を探る―
＜編・著＞大津由紀雄 / 波多野誼余夫 / 三宅なほみ
認知科学の多様な研究領域とそのおもしろさを紹介す
るガイドブックの第２弾。今回は認知言語学、人工知
能研究、チンパンジーの模倣から学ぶことあり、とい
った多様な 14 の研究事例を取り上げた。巻末の鼎談
も必読。

＜著＞籾山洋介
日本語、とくに日本語の類義表現と比喩を中心に例を
とって、認知言語学をやさしくていねいに解説する。
外国語の例は一切使わず、言語学の知識がない人でも
認知言語学が身近になってしまう画期的な１冊。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞籾山洋介
日本語を例文に用いて、認知言語学の基本理論と重要
理論を網羅。ポイントを明確にしてやさしくかみ砕い
た解説を展開、箇条書きにまとめたポイント集と日本
語研究に役立つ課題・ヒントを付し、実践的な力が身
につく。

言語理論

認知言語学研究の広がり

新刊

認知言語学の散歩道

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞大橋浩 / 川瀬義清 / 古賀恵介 / 長加奈子 / 村尾
治彦
福岡認知言語学会 20 周年記念論文集。英語、日本
語、中国語の構文や表現を理論的に分析したものか
ら、歴史的研究やコーパスを利用した研究、認知言語
学の教育への応用まで、幅広い分野をカバーする論文
18 編を収録。

＜著＞安原和也
本書に掲載された全６編の論考は、まさに「散歩道」
のように和歌技法、古典文学、なぞなぞ、クロスワー
ド等、テーマや内容は多岐にわたる。基本的な考え方
は認知言語学に基づいた理論展開である。
46 96 頁 2021 年 ISBN978-4-269-77060-7 C1082
税込 2530 円

A5 312 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2264-7 C3080
税込 5060 円

英宝社
開拓社

認知言語学の諸相

認知言語学大事典

分類３｜言語理論

＜著＞安原和也
基礎的で概説的な論考から応用的で斬新な論考まで、
七編の多岐ににわたる論考内容で認知言語学という道
具立てを通して様々なことばの現象を探究してみよう
とする目的や意図を持って書かれた書。

＜編集主幹＞辻幸夫
認知言語学理論と関連分野の全貌を指導的研究者が紹
介。全 50 項目のコラムで用語の基礎を解説

B5 864 頁 2019 年 ISBN978-4-254-51058-4 C3580
税込 24200 円
朝倉書店

四六 96 頁 2020 年 ISBN978-4-269-77058-4 C1082
税込 2530 円

英宝社

認知言語学とは何か

認知言語学の大冒険

―あの先生に聞いてみよう―
＜編＞高橋英光 / 野村益寛 / 森雄一
「認知言語学とは何か」「なぜこんなことを問題にする
のか」といった、認知言語学を考える上で根本となる
11 の問題について、最前線で活躍する執筆陣が紐解
いていく。入門をひととおり終えた方へ。認知言語学
の名著解題付。

＜著＞鍋島弘治朗
レイコフ＆ジョンソン、フィルモア、ラネカー、タル
ミー、フォコニエ、ゴールドバーグら研究者 7 人に的
を絞った認知言語学の概説書。メタファー論、メトニ
ミー、多義論、フレーム意味論、構文文法など盛りだ
くさん。

A5 252 頁 2018 年 ISBN978-4-87424-769-3 C1081
税込 2640 円
くろしお出版

A5 340 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-2285-2 C3080
税込 3740 円

開拓社

認知言語学入門

認知言語学を紡ぐ

＜著＞籾山洋介
予備知識がなくても認知言語学の基本が身につけられ
るわかりやすい入門書。日本語を題材にして、認知言
語学の基本をわかりやすく解説。専門への橋渡しとし
て、これから認知言語学を勉強するのにぴったり。

＜編＞森雄一 / 西村義樹 / 長谷川明香
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

A5 154 頁 2010 年 ISBN978-4-327-37819-6 C3080
税込 1870 円

A5 376 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-814-0 C3080
税込 4950 円
くろしお出版

研究社

新刊

認知言語学を拓く

認知日本語学講座 1

認知言語学の基礎

＜編＞森雄一 / 西村義樹 / 長谷川明香
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。

＜著＞碓井智子 / 田村幸誠 / 安原和也
認知言語学で議論されてきた英語の現象を中心に基礎
概念を紹介し、シリーズ各巻への橋渡しを行う。認知
言語学のアプローチ／認知文法論／認知意味論／認知
語用論／認知談話論／使用依拠モデルに基づく言語観
／展望

A5 336 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-813-3 C3080
税込 4950 円
くろしお出版

A5 304 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-869-0 C3080
税込 3960 円
くろしお出版
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認知言語論

最新英語学・言語学シリーズ 13（認知言語学
1）

＜著＞定延利之
「奥さんが 3 回変わった」のに、今の奥さんが 4 人目
でないのはなぜか。従来の言語研究では無視されてき
た、不合理に思われる言語現象を、独自の言語理論に
よって解明し、人間の認知機能と言語能力の関係に迫
る。

認知文法と構文文法

A5 236 頁 2000 年 ISBN978-4-469-21253-2 C3080
税込 2750 円
大修館書店

認知構文論

A5 296 頁 2020 年 ISBN978-4-7589-1413-0 C3380
税込 4070 円

開拓社

新刊

認知文法の原理

＜著＞濱田英人
認知文法の本質は人間が有している認知能力と知覚作
用が抽象化された概念操作から言語現象を解明するこ
とにある。本書では、概念操作を脳科学の知見から明
確にし、一定の概念操作の現れとして構文を取り上げ
論じる。

A5 322 頁 2009 年 ISBN978-4-469-21324-9 C3080
税込 3080 円
大修館書店

A5 256 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2352-1 C3080
税込 3850 円

新刊

認知日本語学講座 3

開拓社

認知統語論

＜著＞町田章 / 木原恵美子 / 小熊猛 / 井筒勝信
認知言語学における分析手法から、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。
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。
A5 384 頁 2022 年 ISBN978-4-87424-888-1 C3080
税込 4950 円
くろしお出版

認知文法論序説

＜監訳＞山梨正明
＜著＞ Langacker, W.Ronald
認知言語学の研究プログラムを包括的かつ体系的に
解 説 し た Cognitive Grammar: A Basic Introduction
（2008）の翻訳。ラネカーの認知言語学の単著の翻訳と
しては本邦初。日本人研究者待望の一冊。
A5 794 頁 2011 年 ISBN978-4-327-40158-0 C3080
税込 11000 円

認知文法研究

―主観性の言語学―
＜著＞中村芳久
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。
A5 472 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-821-8 C3080
税込 6160 円
くろしお出版

研究社

はじめての認知言語学

＜著＞吉村公宏
「ことば」は、いつも身近にあり、なくてはならない
ものだが、実はとても据えがたく奥深い。本書では、
中学・高校までに学んだ知識を活用し、日本語と英語
を比較しながら「認知言語学」という言語学の一分野
を紹介する。
A5 200 頁 2004 年 ISBN978-4-327-42165-6 C1080
税込 2420 円

研究社
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分類３｜言語理論

―文法のゲシュタルト性―
＜著＞山梨正明
これまで認知言語学を第一線でリードしてきた著者に
よる、認知言語学の新たな射程を示した書。聖書、演
劇、文学から日常生活に至るまでの生きた例文を通し
て、著者ならではの視点でヒトの心と言葉の関係を押
さえる。

２０２２年言語学図書総目録

＜監修＞加賀信広 / 西岡宣明 / 野村益寛 / 岡崎正男 /
岡田禎之 / 田中智之
＜著＞坪井栄治郎 / 早瀬尚子
認知文法の独自な枠組みをその近年の進展まで含めて
詳述し、多様な発展を遂げてきている構文文法の諸モ
デルを相互に位置づけ検討する。あわせて、隣接関連
領域への応用など今後の展望についても論じる。

言語理論

認知言語学のフロンティア

認知科学のフロンティア

ヒトはいかにしてことばを獲得した
か
２０２２年言語学図書総目録

＜編＞山梨正明
1 巻 音韻・形態のメカニズム - 認知音韻・形態論のア
プローチ /2 巻 構文ネットワークと文法 /3 巻概念化
と意味の世界 - 認知意味論のアプローチ /4 巻 言語運
用のダイナミズム - 認知語用論のアプローチ /5 巻 言
語のタイポロジー /6 巻 言語習得と用法基盤モデル 認知言語習得論のアプローチ

＜著＞正高信男 / 辻幸夫
ヒトの進化の過程でことばはどのようにして誕生した
のか。発達過程で子どもはどのようにしてことばを身
につけるのか。――言語研究のコアとなる難題につい
て、生物学者と認知科学者が検討を加える。

A5.192 ～ 316 頁.2007 ～ 2011 年.ISBN978-4-32723701-1 ～ 23706-6.C3380
税込 2860 ～ 3520 円

四六.242 頁.2011 年.ISBN978-4-469-21333-1.C3045
税込 1980 円
大修館書店

研究社

メンタル・コーパス

分類３｜言語理論

―母語話者の頭の中には何があるのか―
＜著＞テイラー ，J. R.
＜訳＞西村義樹 / 平沢慎也 / 長谷川明香 / 大堀壽夫 /
古賀裕章 / 小早川暁 / 友澤宏隆 / 湯本久美子
The Mental Corpus（Oxford 2012 年）の 日 本 語 版。こ
ころの中の「コーパス」で「言葉とは何か」を探求。
これからの言語研究が取り組むべき新たな領野を切り
開くだけでなく、英語教育にも大きな示唆に富む。

3.7.3
言語社会学
人文主義の言語思想

―フンボルトの伝統―
＜監訳＞村井則夫 / 齋藤元紀 / 伊藤敦広
＜著＞トラバント J.
言語と知性の多様性を唱え、比較人間論を構想したヴ
ィルヘルム・フォン・フンボルト。彼の言語哲学が、
ライプニッツ、ヴィーコ、デリダ等と織りなすドイツ
人文主義の諸伝統を、言語哲学者トラバントが壮大な
思想史として描く。

A5.536 頁.2017 年.ISBN978-4-87424-735-8.C1080
税込 5060 円
くろしお出版

ラネカーの（間）主観性とその展開

＜編＞中村芳久 / 上原聡
本書は、言語の主観性・間主観性の問題に関して、ラ
ネカーの認知文法の subjectivity の概念と現象を座標
軸・参照点にし、様々な言語現象との関わりで、諸研
究を位置づけ、また認知文法自体の新たな展開の提案
を行う。

A5.366 頁.2020 年.ISBN978-4-00-061396-5.C3010
税込 9460 円
岩波書店

名句で読む英語聖書

―聖書と英語文化―
＜編・著＞寺澤芳雄
聖書から、現代に生き続ける名句（英語の聖句）約 250
を選び出し、一般読者を対象に、語学的・聖書学的・
比較文化論的な解説を加え、さらに英語における聖句
の引用例を多数例示したもの。絵画図版・索引あり。

A5.384 頁.2016 年.ISBN978-4-7589-2225-8.C3080
税込 5060 円

開拓社

レトリックと人生

＜著＞レイコフ，G/ ジョンソン，M
＜訳＞渡部昇一 / 楠瀬淳三 / 下谷和幸
斬新な視点からレトリックの生態に言語的・哲学的分
析を加えるとともに、背後に潜む人間の思考や行動の
構造をもダイナミックに抉った知的冒険の書。認知言
語学の扉を開いた好著。

四六上製.392 頁.2010 年.ISBN978-4-327-45229-2.C1082
税込 4400 円
研究社

四六.352 頁.1986 年.ISBN978-4-469-21125-2.C3080
税込 2530 円
大修館書店
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3.7.4
言語人類学

言語と思考

言語人類学への招待

―ディスコースから文化を読む―
＜著＞井出里咲子 / 砂川千穂 / 山口征孝
アメリカ合衆国を発祥の地とし発展してきた言語人類
学の概説書。ことばの使用実践から多様な言語観・世
界観を明らかにし、変わりゆく文化社会を捉えるため
の視座を提供する。

四六.202 頁.2006 年.ISBN4-7885-1002-2.C1011
税込 1980 円

A5.264 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-965-6.C1080
税込 2640 円
ひつじ書房

新曜社

誤解の心理学

―言語人類学からみた不一致・不調和・葛藤―
＜編＞武黒麻紀子
不一致・不調和・葛藤を意味するメタ概念「ディスコ
ーダンス」を新たな尺度として提案し、言語人類学の
視点から協調・調和ではないコミュニケーションのあ
り方を探る。

A5.238 頁.2017 年.ISBN978-4-7795-1131-8.C1011
税込 2750 円
ナカニシヤ出版

A5.280 頁.2018 年.ISBN978-4-89476-920-5.C3080
税込 3520 円
ひつじ書房

ことばの想い

ドルフィン・ブックス

―音楽社会心理学への誘い―
＜著＞諸井克英
歌詞に埋め込まれた想いを読み解く！ 数々の楽曲の
歌詞に埋め込まれた想いを、社会心理学の視点から読
み解き、綿密に分析する音楽社会心理学への誘い。

もし「右」や「左」がなかったら

―言語人類学への招待―
＜著＞井上京子
山岳地帯に住むマヤ族のテネハパ村の人たちは、
「右」や「左」といった概念も、それを表すことばも
持たない。日本語からは想像できない言語と文化を紹
介する。
四六.208 頁.1998 年.ISBN978-4-469-21222-8.C3080
税込 1650 円
大修館書店

3.7.5
言語心理学
言語とこころ

―心理言語学の世界を探検する―
＜編＞重野純
言語とこころとの関係について、動物のコミュニケー
ションやジェスチャー、思考や子どもの言語獲得、外
国語、認知モデル、失語症など、心理言語学のさまざ
まな領域を読者とともに探検しながら学ぶ入門テキス
ト。

四六.130 頁.2015 年.ISBN978-4-7795-0930-8.C1011
税込 2200 円
ナカニシヤ出版

比喩と認知

―心とことばの認知科学―
＜監訳＞辻幸夫 / 井上逸平
＜著＞ギブズ Jr.Raymond.W.
＜訳＞小野滋 / 出原健一 / 八木健太郎
「比喩」について様々な具体例を豊富に挙げながら、
どう人間の認知と関わってくるかを検証した包括的な
解説書。著者はメタファーの心理学・認知言語学的研
究における現代の第一人者であり、本書はその研究の
集大成。
A5.546 頁.2008 年.ISBN978-4-327-37813-4.C3080
税込 6050 円

研究社

A5.288 頁.2010 年.ISBN978-4-7885-1196-5.C1011
税込 3080 円

新曜社
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―コミュニケーションのメタ認知―
＜著＞三宮真智子
誤解はなぜ起こるのか。もし誤解され気まずくなって
しまったら、どう関係修復ができるのか。多数の誤解
事例を心理学、言語学、文化論から解説し、メタ認知
をキーとして、誤解をも克服するコミュニケーション
力を培う。

相互行為におけるディスコーダンス

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞ランド，N.
＜訳＞若林茂則 / 細井友規子
認知心理学研究の核をなしている言語と思考。両者の
関係を主題に、特徴・関係、言語習得理論、問題解決
や意思決定など、重要な研究について平易に概括・紹
介し批評を加えている。用語解説や読書案内付の入門
書。

言語理論

新刊

「比喩」とは何か

２０２２年言語学図書総目録

―認知言語学からのアプローチ―
＜著＞ Dancygier, B./Sweetser, E.
＜訳＞野村益寛 / 眞田敬介 / 山添秀剛 / 對馬康博 / 水
野優子
メタファー研究から始まり、メトニミー、アイロニ
ー、シミリー、ブレンディング、文法構文、ディスコ
ースへと射程を広げつつ、理論の深化を続ける認知言
語学による比喩研究を概観した最新かつ最も包括的な
概説書。
A5 356 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2361-3 C3080
税込 4620 円

開拓社

分類３｜言語理論
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分類コード
4.0.0........................ 言語教育・応用言語学 116
4.0.0.1
日本語 117
4.0.0.2
古典 119
4.0.0.3
英米語 119
4.0.0.4
韓国語
4.0.0.5
中国語
4.0.0.6
その他 120
4.1.0............................................. 言語教育 120
4.1.1
語彙（論） 122
4.1.2
意味（論） 123
4.1.3
形態論
4.1.4
統語論
4.1.5
文章論
4.1.6
音声学
4.1.7
音韻論
4.1.8
文字論
4.1.9
書記（・表記） 123
4.2.0..........................................日本語教育 123
4.2.1
語彙（論） 135
4.2.2
意味（論） 136
4.2.3
形態論
4.2.4
統語論 136
4.2.5
文章論 136
4.2.6
音声学 136

4.0.0
頁

4.2.7
音韻論
4.2.8
文字論
4.2.9
書記（・表記）
4.3.0............................................. 英語教育
4.3.1
語彙（論） 142
4.3.2
意味（論）
4.3.3
形態論
4.3.4
統語論 142
4.3.5
文章論 142
4.3.6
音声学 143
4.3.7
音韻論
4.3.8
文字論
4.3.9
書記（・表記）
4.4.0............................... その他の言語教育 143
4.4.1
語彙（論）
4.4.2
意味（論）
4.4.3
形態論
4.4.4
統語論
4.4.5
文章論
4.4.6
音声学
4.4.7
音韻論
4.4.8
文字論
4.4.9
書記（・表記）
4.5.0..........................................応用言語学 144

※ページ数の入っていない分類コードは、現在、該当する内容のものがありません。

言語教育・応用言語学

分類

言語はどのように学ばれるか

4.0.0
言語教育・応用言語学

―外国語学習・教育に生かす第二言語習得論―
＜著＞パッツィ・M．ライトバウン / ニーナ・スパダ
＜訳＞白井恭弘 / 岡田雅子
定評ある入門書の待望の邦訳（原書第四版）。第一・第
二言語学習の比較に始まり、学習者の個人差、第二言
語習得の説明理論、学習環境の違いを取り上げたの
ち、これまでに提案されてきた六つの外国語教授法を
実証的に検討する。

新刊
２０２２年言語学図書総目録

Hituzi.Linguistics.in.English.No.32

Biliteracy in Young Japanese Siblings
＜著＞谷口ジョイ
海外生活により複言語環境にあった日本語を母語とす
る子どもの第二言語能力が、帰国後どのように変化す
るのか。子どもたちを取り巻く社会的要因について明
らかにする。

A5.284 頁.2014 年.ISBN978-4-00-005328-0.C3080
税込 3080 円
岩波書店

菊.208 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1068-0.C3080
税込 10780 円
ひつじ書房

新刊

質的言語教育研究を考えよう

分類４｜言語教育・応用言語学

―リフレクシブに他者と自己を理解するために―
＜編＞八木真奈美 / 中山亜紀子 / 中井好男
人文科学・社会科学の分野に「質的研究」が起こって
きている。本書は、言語教育研究の分野に「質的研
究」を提唱する。言語教育における新たな研究法を提
案する基本的な書物。

新刊

シリーズ言語学と言語教育 42

外国語としての日本語の実証的習得
研究

＜編＞玉岡賀津雄
日本語学習者の待遇表現、テ形、語彙の習得等につい
ての仮説を、コーパスや実験等で集めたデータを用い
て詳細な解説を加えながら統計的に解析、実証した 8
本の論文を掲載。

A5.200 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1042-0.C3080
税込 2420 円
ひつじ書房

新刊

CEFR の理念と現実 理念編 言語
政策からの考察

A5.208 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1058-1.C3080
税込 5500 円
ひつじ書房

＜編＞西山教行 / 大木充
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。

教科学習支援における母語支援者の
当事者性獲得

＜著＞宇津木奈美子
母語による教科学習支援を行った母語支援者が、支援
を通してどのように当事者性を獲得したのかを明らか
にし、学校教育における当事者参画の可能性を示した。

A5.240 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-866-9.C3080
税込 3300 円
くろしお出版

A5.250 頁.2018 年.ISBN978-4-7599-2255-4.C3081
税込 7700 円
風間書房

言語教育学入門

＜著＞山内進
応用言語学は 1970 年代初頭に飛躍的に発展した。言
語学を言語教育に応用するとともに、言語に関する学
際的な研究が盛んである。本書は、最新の応用言語学
とともに、言語教育の応用実践例を紹介する。

A5.330 頁.2003 年.ISBN978-4-469-24489-2.C3037
税込 2640 円
大修館書店

新刊

CEFR の理念と現実 現実編 教育
現場へのインパクト

＜編＞西山教行 / 大木充
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。

A5.232 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-867-6.C3080
税込 3300 円
くろしお出版
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日本手話で学ぶ 手話言語学の基礎

ことばはどこで育つか

＜著＞藤永保
遺棄された子や障害のある言語天才児の事例から、能
力と環境の問題に正面から取り組んだ、発達心理学の
第一人者の回答。

四六 336 頁 2001 年 ISBN978-4-469-21258-7 C3080
税込 2640 円
大修館書店

A5+DVD 176 頁 2015 年 ISBN978-4-87424-670-2 C1081
税込 2750 円
くろしお出版

人工内耳装用児の言語学習活動

―英語科と国語科の連携―
＜著＞秋田喜代美 / 斎藤兆史 / 藤江康彦
「英語の授業は英語で」は本当に効果的なのか？ む
しろ母語を用いて高次元から文法を分析・理解する
「メタ文法能力」が重要であることを、英語・国語科
の両面から論じる。

A5 288 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-54-1 C3081
税込 3960 円
ココ出版

A5 304 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-896-3 C3080
税込 3960 円
ひつじ書房

新・子どもたちの言語獲得

新刊

＜編＞小林春美 / 佐々木正人
子どもは生後 3 年で基本的な言語能力をすべて身につ
ける。言語習得研究のこれまでと認知科学・発達研究
の成果を取り入れたオリジナルな入門書。

わくわく！ 納得！ 手話トーク

＜著＞松岡和美
＜マンガ＞高野乃子
手話のしくみや手話を使用するコミュニティの話が手
軽にわかる。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。手話を勉強中の人はもちろん、
手話に興味を持ち始めた中高生から一般の人まで。

A5 152 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-873-7 C0080
税込 1320 円
くろしお出版

4.0.0.1 日本語

国語教育における話し合い指導の研
究

四六 314 頁 2008 年 ISBN978-4-469-21318-8 C3080
税込 2530 円
大修館書店

大学１年生からのコミュニケーショ
ン入門

＜著＞中野美香
高校生、大学生、社会人向けのキャリア教育に最適！
基礎から応用まで網羅した平易な解説と豊富なグルー
プワーク課題で、企業が採用選考時に最も重視する
「コミュニケーション能力」を磨ける好評テキスト。

B5 122 頁 2010 年 ISBN978-4-7795-0469-3 C0037
税込 2090 円
ナカニシヤ出版

―視覚情報化ツールによるコミュニケーション能力の
拡張―
＜著＞長田友紀
話し合いを視覚化すると何が起きるのか？ 日米の国
語教育における歴史を踏まえ、話し合い指導の理論を
コミュニケーションの視点から構築し、実証的に究明
した書。

大学初年次における日本語教育の実
践
―大学における学習支援への挑戦 3―
＜編＞仲道雅輝 / 山下由美子 / 湯川治敏 / 小松川浩
国立大、私学、短大で、初年次教育に日本語教育を取
り入れていくために必要な全学的な普及推進，科目運
営，体制，実施方法などを紹介。質の高い教育プログ
ラムを展開する大学連携による取組みからの貴重な報
告。

A5 374 頁 2016 年 ISBN978-4-7599-2115-1 C3037
税込 10450 円
風間書房

A5 104 頁 2018 年 ISBN978-4-7795-1250-6 C3037
税込 2530 円
ナカニシヤ出版
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―フォーカス・オン・フォームによる「あげる・くれ
る・もらう」の指導―
＜著＞星野友美子
人工内耳装用児に対する日本語学習に、第二言語習得
理論に基づいた指導が有効であることを示す。3 年に
わたる指導の観察から、習得における問題点と、正用
を導くために効果的なフィードバックが明らかになる。

メタ言語能力を育てる文法授業

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞松岡和美
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。

大学生からのグループ・ディスカッ
ション入門

第 2 言語による作文産出の認知心理
学的研究

２０２２年言語学図書総目録

―学習者主体の言語教育のために―
＜著＞石橋玲子
国内外の日本語学習者の作文産出に関する研究結果を
まとめ、その知見から学習者の認知過程、認知要因、
情意要因に配慮した第２言語の作文教育への示唆を提
示する。

＜著＞中野美香
本書は何となくグループ・ディスカッションに関心の
ある方や、就職活動や卒業研究などで具体的にグルー
プ・ディスカッションのスキルを高めたい方が対象。
書き込み便利なワークシート付き。

B5 142 頁 2018 年 ISBN978-4-7795-1242-1 C1037
税込 2090 円
ナカニシヤ出版

A5 278 頁 2012 年 ISBN978-4-7599-1930-1 C3081
税込 8250 円
風間書房

大学生からのプレゼンテーション入
門

対話でみがくことばの力

分類４｜言語教育・応用言語学

―互いの異なりを活かすグループワーク 26―
＜編・著＞宇都宮裕章
このグループワーク集では、子どもから大人まで幅広
い年齢に対応できる対話のワークを通して、ことばの
力をみがける。留学生との異文化交流、教職課程の学
生や教職員向け研修、大学初年次教育などに最適。

＜著＞中野美香
書き込みワークシートを使い、現代社会で欠かせない
「プレゼン能力」とプレゼンをマネジメントする力を
磨き、段階的にスキルアップをはかってゆく。大学生
のみならず、高校生や社会人にも使用可能な絶好の入
門書。

B5 104 頁 2010 年 ISBN978-4-7795-0420-4 C0037
税込 2090 円
ナカニシヤ出版

B5 148 頁 2012 年 ISBN978-4-7795-0654-3 C0037
税込 2090 円
ナカニシヤ出版

新刊

大学生のためのディベート入門

日本語教師の専門性を考える

―論理的思考を鍛えよう―
＜編・著＞内藤真理子 / 西村由美
1 冊で準備から試合までの一連の流れを経験。振り返
りをグループで共有し、ディベートの構造を理解し、
自らの論理を客観的にみるための方法をステップ・バ
イ・ステップで学べる入門書。

＜編＞舘岡洋子
多様化する日本語教育環境の中で問われている日本語
教師の専門性について考察する。固定的に捉えられて
きた「専門性」を問い直し、理念・方法・フィールド
が一貫性をもって連動する「三位一体モデル」を提案
する。

B5 110 頁 2018 年 ISBN978-4-7795-1325-1 C1037
税込 2530 円
ナカニシヤ出版

A5 296 頁 2021 年 ISBN978-4-86676-033-9 C3081
税込 2640 円
ココ出版

第二言語習得における作文教育の意
義と特殊性

日本語教師のための Ｑ＆Ａ

＜著＞泉原省二
現場の教師と学習者から寄せられた疑問（計 115 項目）
を、ベテラン日本語教師が丁寧に解説。学習者を悩ま
せる文型の使い分けや、類義語の微妙な意味の違い、
発音・アクセントの指導法など、幅広い内容を収録。

＜著＞石毛順子
日本在住の韓国語を母語とする日本語学習者の作文活
動を心理学的な観点から捉え、第二言語教育環境にあ
る日本語教育の現場に即した提案を行っていこうとす
る書。

A5 260 頁 2009 年 ISBN978-4-327-38454-8 C1081
税込 2420 円

A5 184 頁 2012 年 ISBN978-4-7599-1904-2 C3081
税込 6050 円
風間書房

研究社

日本語非母語話者の話し言葉に対す
る母語話者評価の研究
＜著＞野原ゆかり
日本語非母語話者の話し言葉は日本人にどのように評
価されているのか。本書では、評価が行われる環境や
発話から受ける印象に注目し、日本人の評価の実態を
探った。

A5 184 頁 2014 年 ISBN978-4-7599-2054-3 C3081
税込 7150 円
風間書房
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言語教育・応用言語学

プレゼンテーション実践トレーニン
グ

JACET 応用言語学研究シリーズ 第 1 巻

英語授業学の最前線

B5 118 頁 2019 年 ISBN978-4-7795-1394-7 C1037
税込 2090 円
ナカニシヤ出版

A5 170 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1040-6 C3080
税込 2200 円
ひつじ書房

4.0.0.2 古典

広島修道大学学術選書 74

新しい古典・言語文化の授業

グローバル人材育成のための英語デ
ィベート
＜著＞三上貴教
問題解決のために対話が出来る人材、地球的課題を話
し合う場に参加して建設的な貢献が出来るグローバル
人材の育成における英語ディベートの有効性を、細分
化した仮説によって検証する。

A5 208 頁 2019 年 ISBN978-4-254-51061-4 C3081
税込 3300 円
朝倉書店

A5 200 頁 2019 年 ISBN978-4-86327-471-6 C3037
税込 3300 円

4.0.0.3 英米語

溪水社

第二言語習得研究モノグラフシリーズ 4

第二言語習得研究モノグラフシリーズ 3

第二言語習得研究の波及効果

言語習得研究の応用可能性

―コアグラマーから発話まで―
＜編＞白畑知彦 / 須田孝司
好評のシリーズ第 4 巻。前半は文法を、後半は発話現
象を扱う。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

―理論から指導・脳科学へ―
＜編＞白畑知彦 / 須田孝司
好評のシリーズ第 3 巻。第二言語習得研究がどのよう
に広がり、応用されているのかがテーマとなってい
る。心理形容詞の解釈／自動詞の習得／ wh の習得／
英語再帰代名詞／定型言語の産出と処理／イメージ・
スキーマ／第二言語を学ぶ脳

A5 232 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-826-3 C3081
税込 3520 円
くろしお出版

A5 256 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-806-5 C3081
税込 3740 円
くろしお出版

英語教育における自動採点

明治英語教授理論史研究

―現状と課題―
＜編＞石井雄隆 / 近藤悠介
英語学習者の作文や発話を自動で採点することは可能
か？ 自然言語処理、言語テストなどの観点から自動
採点研究の知見を通し、人工知能にできることとでき
ないことを解明する。

―中学校英語教授の制度化―
＜著＞西原雅博
中学校英語教授制度化の過程研究から、子どもが学習
主体・自立的判断力を持つ市民としての能力を獲得す
るための英語教育を追求する。
A5 264 頁 2019 年 ISBN978-4-86327-477-8 C3082
税込 3850 円

A5 164 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1060-4 C3004
税込 1870 円
ひつじ書房

溪水社
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―コーパスを活用した実践と研究―
＜編＞河内昭浩
言葉の使用例の集積である「コーパス」を活用した古
典の教え方を解説する。新学習指導要領対応。

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞一般社団法人大学英語教育学会（JACET）/ 淺川
和也 / 田地野彰 / 小田眞幸
JACET、大学英語教育学会が、創立以来行ってきた
応用言語学研究の理論と実践を形として残すためにス
タートしたシリーズ。創刊号の本書は、授業というも
のについて考察。

＜監修＞杉原桂 / 橋本ゆかり
論理的且つ感情を交えた、聞き手に「伝わる」プレゼ
ン表現をステップを踏みながら身につけられるワーク
ブック。

4.1.0
言語教育

4.0.0.6.その他

英語教師のための第二言語習得論入
門

新刊

２０２２年言語学図書総目録

移動表現の類型論と第二言語習得

＜著＞白井恭弘
第二言語習得（SLA）研究の成果から、特に日本で英語
を教える際に是非とも知っておきたい知識を選りすぐ
って紹介。さらに小・中・高・大それぞれ、理論に基
づいた効果的な指導法を提案し、明日の英語教育を展
望する。

―日本語・英語・ハンガリー語学習の多元的比較―
＜著＞吉成祐子 / 眞野美穂 / 江口清子 / 松本曜
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
論じる。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、各言語教育への
提案も。

四六.168 頁.2012 年.ISBN978-4-469-24570-7.C3037
税込 1320 円
大修館書店

A5.282 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-849-2.C3080
税込 4620 円
くろしお出版

分類４｜言語教育・応用言語学

外国語を身につけるための日本語レ
ッスン

新刊

＜著＞三森ゆりか
言葉を使いこなすには技術が必要です。論理的な文章
の書き方や説明の方法、有効な質問の仕方など、欧米
では当たり前のこの言語技術を、本書ではまず日本語
から鍛えていきます。

英語教師がおさえておきたい こと
ばの基礎的知識

＜著＞白畑知彦
英語を教えるうえで必須の、ことばに関する知識を易
しく網羅的に解説。世界の言語の数、英語の歴史、外
国語学習と脳の働き、教室での第二言語習得に関する
概念など、幅広く確かな知識が身につく。

四六.218 頁.2003 年.ISBN978-4-560-04988-4.C0080
税込 1650 円
白水社

A5.242 頁.2021 年.ISBN978-4-469-24650-6.C3037
税込 2420 円
大修館書店

第二言語習得研究入門

―生成文法からのアプローチ―
＜著＞白畑知彦 / 坂内昌徳
＜編・著＞若林茂則
生成文法を簡潔に説明しつつ、第二言語習得研究の主
要分野である照応表現、wh 移動、主語の義務性に関
する代表的研究を紹介し、今後の課題を展望する。実
験デザインや研究データへの批評眼も養われる恰好の
入門書。

新刊

外国語学習での暗示的・明示的知識
の役割とは何か

＜編＞鈴木渉 / 佐久間康之 / 寺澤孝文
ことばに出して説明できる知識「明示的知識」、こと
ばでは説明できないが言語運用に使用される知識「暗
示的知識」――２つの知識の関係を第二言語習得研究
×認知心理学×脳科学…領域横断で探る。

A5.272 頁.2006 年.ISBN4-7885-0974-1.C1080
税込 3080 円

新曜社

A5.188 頁.2021 年.ISBN978-4-469-24647-6.C3087
税込 2640 円
大修館書店

新刊

ナラティブでひらく言語教育

―理論と実践―
＜編＞北出慶子 / 嶋津百代 / 三代純平
異なる価値観や生き方がすぐ隣り合わせにある言語教
育の現場は取り組むべき課題にあふれている。ナラテ
ィブ・アプローチに着目し、単なる語学学習を超えて
社会課題の解決にもつながる言語教育の新たな可能性
に迫る。

外国語教育研究ハンドブック＜改訂
版＞
―研究手法のより良い理解のために―
＜編・著＞竹内理 / 水本篤
外国語教育学や第二言語習得の論文において多く使わ
れている手法を網羅的に紹介し、実際に論文を書く時
に活用できるようわかりやすく丁寧に指南したベスト
セラーの改訂版。調査的面接法入門の章と、構造構成
的質的研究法（SCQRM）入門の章を新たに加えた。

A5.208 頁.2021 年.ISBN978-4-7885-1731-8.C1037
税込 2640 円

新曜社

A5.380 頁.2014 年.ISBN978-4-7754-0201-6.C3082
税込 3850 円

松柏社
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言語教育・応用言語学

CLIL

新しい発想の授業

新ことば教育論

―いのち・きもち・だいちの考察―
＜著＞宇都宮裕章
ことばの教育においては、生命と倫理と環境を度外視
しては成り立たない。新しい時代に向かう教育のある
べき姿を追究する、言語教育の画期的案内書。

A5 270 頁 2011 年 ISBN978-4-7599-1876-2 C3081
税込 2750 円
風間書房

生態学的言語論が語る学びの未来

＜著＞宇都宮裕章
言語教育研究の理論と実践を包括。多様性の許容・均
衡性の配慮・持続可能性の追求について考察し、生態
学的言語論の構築と実証を行う。

A5 208 頁 2011 年 ISBN978-4-384-05667-9 C1037
税込 2750 円

三修社

―思春期をめぐる脳の言語機能―
＜編・著＞ジュディス・Ｒ・ストローザー
＜訳＞木下耕児
思春期を境に前後する言語機能の変化を、「普遍文法
理論」と「臨界期仮説」を中心として分野横断的に検
証し、外国語教育への示唆も試みた好著。

相互文化的能力を育む外国語教育

―グローバル時代の市民性形成をめざして―
＜監修＞細川英雄
＜著＞バイラム，M
＜訳＞山田悦子 / 古村由美子
外国語教育はスキルの伝授で終わってはならない。自
らの価値観を問い直し、他者と共存していく能力を育
むものでなければならない。CEFR に代表される欧州
の言語教育政策を牽引してきたバイラムの著書、待望
の邦訳。

A5 389 頁 2001 年 ISBN978-4-88198-996-8 C3082
税込 4180 円

松柏社

『言語』セレクション 全３巻

＜編＞大修館書店 月刊『言語』編集部
月刊『言語』誌に掲載された論考の中から、これから
の言語研究を展望する 123 本を収める。言語研究の
38 年がここに結実。

A5 322 頁 2015 年 ISBN978-4-469-24596-7 C3037
税込 3080 円
大修館書店

第１巻 ISBN978-4-469-21337-9 C3080
第２巻 ISBN978-4-469-21338-6 C3080
第３巻 ISBN978-4-469-21339-3 C3080
A5 324 ～ 348 頁 2012 年  
税込各 2420 円

第二言語習得と英語科教育法

＜編・著＞ JACET SLA 研究会
第二言語習得研究の基本的かつ最近の動向を示す文献
を集めて解説し、特に、日本人の英語学習に示唆が得
られる文献を中心に紹介。応用言語学や外国語教育学
専攻の学部生の教科書、大学院入試の参考書として最
適である。

大修館書店

詳説 第二言語習得研究

＜著＞白畑知彦 / 若林茂則 / 村野井仁
これまでに何が研究され、解明されてきたのかを、分
かりやすく、かつ詳細に解説。データを収集・分析
し、その結果のまとめ方や、研究方法についても紹
介。言語習得に興味を持つ一般社会人にもお勧めした
い。

A5 408 頁 2013 年 ISBN978-4-7589-2181-7 C3082
税込 3520 円

開拓社

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

＜著＞小柳かおる
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か。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。

A5 308 頁 2010 年 ISBN978-4-327-41074-2 C3080
税込 3080 円

研究社

A5 176 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-831-7 C1081
税込 1980 円
くろしお出版
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A5 302 頁 2018 年 ISBN978-4-7599-2236-3 C3081
税込 7150 円
風間書房

言語獲得から言語習得へ

２０２２年言語学図書総目録

―理科や歴史を外国語で教える !?―
＜著＞ピーター・メヒスト / ディビット・マーシュ /
マリア・ヘスス・フリゴルズ / 斎藤早苗 / 池田真 / 鈴
木誠 / 佐藤ひな子 / ソピア・ヤシン / シャンタール・
ヘンミ
＜編・著＞笹島茂
CLIL（言語に焦点を当てていない教科科目を教える際
に媒体として外国語が使われる授業の指導法）にかか
わる様々な指導法や指導技術を、外国語を教える教師
と教科科目内容を教える教師の双方に説明するガイド
ブック。

第二言語習得の普遍性と個別性

新刊

学びの場での第二言語習得論

２０２２年言語学図書総目録

―学習メカニズム・個人差から教授法へ―
＜著＞小柳かおる / 向山陽子
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。

＜著＞ Loewen, S.
＜訳＞佐野富士子 / 齋藤英敏 / 長崎睦子 / 小林めぐみ
/ 金子朝子 / 石塚美佳 / 神田みなみ
第二言語習得研究が発達した今、改めて、今までの研
究の基礎概念となっていた「習得」と「学習」の概念
を洗い出し、新しい観点から定義を提示することでこ
れからの第二言語習得研究の方向性を示す意欲作であ
る。

A5.296 頁.2018 年.ISBN978-4-87424-762-4.C3081
税込 4070 円
くろしお出版

A5.352 頁.2022 年.ISBN978-4-7589-2362-0.C3080
税込 4180 円

第二言語としての日本語習得研究の
展望

開拓社

分類４｜言語教育・応用言語学

もう学校も先生もいらない！？
SNS で外国語をマスターする《冒
険家メソッド》

―第二言語から多言語へ―
＜監修＞長友和彦
＜編＞森山新 / 向山陽子
グローバル化により世界が急速に多言語化する中、第
二言語としての日本語の習得研究・教育もまた、パラ
ダイムシフトが求められている。第二言語習得研究の
過去と現在を展望しながら、今後の進むべき道を示す
1 冊。

＜著＞村上吉文
人気ブログ「むらログ」の村上吉文先生が、SNS な
どインターネットを活用した外国語独学法「冒険者メ
ソッド」を伝授。独学で外国語をマスターしたい人は
もちろん、ネットを授業に活用したい語学教師も必読
の 1 冊。

A5.514 頁.2016 年.ISBN978-4-904595-80-0.C3081
税込 3520 円
ココ出版

A5.262 頁.2018 年.ISBN978-4-86676-008-7.C0080
税込 1760 円
ココ出版

中華世界における CEFR の受容と
文脈化

＜著＞程遠巍
中国や台湾において、CEFR の基盤となっている複言
語・複文化主義の理念が浸透せずに、形式的な面のみ
が受容されている現状に警鐘を鳴らし、同じ東アジア
に位置する日本における CEFR の受容についても示
唆を与える。

4.1.1
語彙（論）
英語動詞の分類と分析

＜著＞吉川洋 / 友繁義典
高等学校卒業までに一通り英語の学習を終えた大学
生・短期大学生向けに、「なぜ？」という疑問を投げ
かけながら、これまで機械的あるいは理屈抜きで学習
した言語事実や言語現象について考察する。動詞を十
分に理解することができれば、英語という言語をより
深く理解することに繋がると言える一冊。

A5.192 頁.2017 年.ISBN978-4-904595-89-3.C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語学習者コーパス I-JAS 入門

―研究・教育にどう使うか―
＜編＞迫田久美子 / 石川慎一郎 / 李在鎬
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・過程お
よび収集したデータ概要を紹介、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。

A5.173 頁.2015 年.ISBN978-4-7754-0212-2.C3082
税込 2200 円

松柏社

A5.268 頁.2020 年.ISBN978-4-87424-825-6.C3081
税込 2970 円
くろしお出版
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言語教育・応用言語学

4.1.2
意味（論）
日英対照 動詞の意味と構文

A5.366 頁.2001 年.ISBN978-4-469-24459-5.C3082
税込 2750 円
大修館書店

新刊

「移動する子ども」学

＜著＞川上郁雄
「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切り
拓く。

A5.296 頁.2021 年.ISBN978-4-87424-855-3.C0080
税込 3080 円
くろしお出版

日英対照 名詞の意味と構文

ICT ×日本語教育

―情報通信技術を利用した日本語教育の理論と実践―
＜監修＞當作靖彦
＜編＞李在鎬
ICT を利用した日本語教育の研究と実践の事例を紹
介。各種ウェブツールやアプリ、SNS・AR を利用し
た実践など、理論と実践の両面から、新しい日本語教
育を提案する。

A5.336 頁.2011 年.ISBN978-4-469-24568-4.C3082
税込 2750 円
大修館書店

A5.304 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-944-1.C3080
税込 3300 円
ひつじ書房

4.1.9
書記（・表記）

新刊

アジアに広がる日本語教育ピア・ラ
ーニング

新刊

近代日本書字教育史研究

―協働実践研究のための持続的発展的拠点の構築―
＜編＞協働実践研究会 / 池田玲子
中国・台湾・韓国・タイ・モンゴル・マレーシア・イ
ンドネシア。その国の人や文化にあったピア・ラーニ
ングとは？ 教師達の学びと実践の報告。日本語教師
に必読の書。

―初等教育における二元的書字教育論の形成過程―
＜著＞鈴木貴史
言語理解と言語表現の二つの側面に着目しながら言語
教育として国語科書写が成立するまでを歴史的に辿
り、今後の手書きによる漢字教育の可能性を探る。

A5.248 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1088-8.C3080
税込 3300 円
ひつじ書房

A5.288 頁.2021 年.ISBN978-4-7599-2351-3.C3037
税込 9900 円
風間書房

新刊

シリーズ言語学と言語教育 44

移住労働者の日本語習得は進むのか

―茨城県大洗町のインドネシア人コミュニティにおけ
る調査から―
＜著＞吹原豊
本書は 10 年余におよぶフィールドワークなどのデー
タをもとに、移住労働者の日本語習得の過程を分析し
た。第二言語習得研究者だけでなく移民問題に関心の
ある読者も必読。

A5.212 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1096-3.C3080
税込 5280 円
ひつじ書房
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分類４｜言語教育・応用言語学

＜編＞影山太郎
名詞そのものの解説にとどまらず、文の主軸となる動
詞との関わりに着目しながら名詞について解説。ま
た、名詞における日本語と英語の共通性と相違点も明
らかにし、名詞から文全体の構造と意味の理解へとつ
なげる。

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞影山太郎
「壁をペンキで塗る」と「壁にペンキを塗る」の意味
の違いは？ ──文のカナメとしての動詞を 10 タイ
プに分け、英語と日本語を対照しながら、その意味と
構文に関する最新の成果を整理して示す。

4.2.0
日本語教育

２０２２年言語学図書総目録

移動とことば

外国にルーツを持つ女性たち

A5 304 頁 2018 年 ISBN978-4-87424-774-7 C3080
税込 3520 円
くろしお出版

A5 232 頁 2020 年 ISBN978-4-86676-027-8 C0081
税込 1980 円
ココ出版

―彼女たちの「こころの声」を聴こう！―
＜著＞嶋田和子
なかなか「声」が届きにくい、地域に暮らす “ 外国に
ルーツを持つ女性たち ” に焦点を当てた一冊。多様な
背景を持つ女性たちが様々な苦労を乗り越え、地域社
会の一員となって活躍していく姿が浮かび上がります。

＜編＞川上郁雄 / 三宅和子 / 岩﨑典子
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。

分類４｜言語教育・応用言語学

今そこにある多言語なニッポン

蚕と戦争と日本語

A5 168 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-836-2 C0030
税込 1760 円
くろしお出版

四六 424 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1031-4 C3080
税込 3740 円
ひつじ書房

―欧米の日本理解はこうして始まった―
＜著＞小川誉子美
欧米人は、なぜ日本語を学ぼうと思ったのか。幕末の
蚕の伝染病、日本語諜報員の育成など、動機は意外な
ところにあった。欧米人の日本語学習の動機を、史実
から読み解く。

＜編＞柿原武史 / 上村圭介 / 長谷川由起子
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様々な視点
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。

親と子をつなぐ継承語教育

学習者コーパスと日本語教育研究

―日本・外国にルーツを持つ子ども―
＜編＞近藤ブラウン妃美 / 坂本光代 / 西川朋美
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。

＜編＞野田尚史 / 迫田久美子
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。

A5 204 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-800-3 C3081
税込 2970 円
くろしお出版

A5 336 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-807-2 C1081
税込 3740 円
くろしお出版

日本語教育学研究 1

外国語学習の実践コミュニティ

学習者主体の日本語教育

―参加する学びを作るしかけ―
＜編＞トムソン木下千尋
オーストラリアやニュージランドにおける外国語教育
の活動を紹介し、外国語を使う「目的」「仲間」「場」
が存在する多様な「実践コミュニティ」の姿をさまざ
まな角度から検討する。

―オーストラリアの実践研究―
＜編＞トムソン木下千尋
教師中心、教師主体を離れ、学習者の植民地化を乗り
越えてこそ、「学習者主体の日本語教育」は実現する
…。オーストラリアにおける日本語教育の実践を「学
習者主体」の視点から検討、日本語教育のあるべき姿
を示す。

A5 336 頁 2017 年 ISBN978-4-904595-93-0 C3081
税込 2640 円
ココ出版

A5 266 頁 2009 年 ISBN978-4-904595-03-9 C3081
税込 3960 円
ココ出版

外国語としての日本語とその教授法

―言語への気づきを重視して―
＜著＞石橋玲子
外国語として日本語を学ぶ学習者の立場に立ち、客観
的に日本語の特徴をとらえて解説。日本語学習者の気
づきを重視したわかりやすい初級指導例を多数掲載。
現役日本語教師の方および日本語教師を目指す方に最
適の書。

A5 250 頁 2018 年 ISBN978-4-7599-2229-5 C3081
税込 2750 円
風間書房
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言語教育・応用言語学

日本語教育学の新潮流 17

新刊

＜著＞寅丸真澄
意味のある授業とは何か。日本語教育を、学習者の人
間性や人間形成を重視する「教育」という視点から見
つめ直し、学習者の自己実現・自己形成を支援するこ
とばの学びを提案する。

―思考力と表現力の相互育成―
＜著＞山田丈美
言語と思考と表現の関係モデルから、国語科を中心に
教科等横断的指導を構想・実践。思考力と表現力の相
互育成の有効性を実証的に検討する。

言語を基盤とした教科等横断的指導
に関する研究

学習者の自己形成・自己実現を支援
する日本語教育

観光言語を考える

分類４｜言語教育・応用言語学

＜編＞山川和彦
外国人観光客が増える中、交通機関やホテルの多言語
表示だけでは間に合わない。「観光先進国」日本にふ
さわしい言語観とは。現場の対応、地域変容を紹介し
「観光言語学」確立の可能性を探る。観光学に携わる
人へ。

２０２２年言語学図書総目録

A5 244 頁 2022 年 ISBN978-4-7599-2419-0 C3037
税込 7700 円
風間書房

B5 340 頁 2017 年 ISBN978-4-904595-87-9 C3081
税込 3960 円
ココ出版

A5 232 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-837-9 C1080
税込 2640 円
くろしお出版

日本語教育学の新潮流 2

グローバリゼーションと日本語教育
政策

―アイデンティティとユニバーサリティの相克から公
共性への収斂―
＜著＞嘉数勝美
グローバリゼーションの潮流の中で、日本語教育政策
はどのような思想・哲学に基づき、何を志向してくべ
きか。「ユニバーサリティ」「アイデンティティ」「公
共性」などをキーワードに読み解き、その答えを提示
する。

A5 246 頁 2011 年 ISBN978-4-904595-11-4 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 24

言語少数派の子どもの概念発達を促
す教科学習支援

―母語と日本語が融合したことばのやり取り―
＜著＞滑川恵理子
日本の学校に通う日本語を母語としない子どもたち。
彼らが日本語での授業に参加するために必要な支援と
は何か。母語と日本語の両方を用いた教科学習支援を
行い、子どもたちの概念発達の過程を記述した実践研
究。

A5 192 頁 2019 年 ISBN978-4-86676-013-1 C3081
税込 3960 円
ココ出版
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国際交流基金 日本語教授法シリー
ズ

中・上級留学生のための語彙・文法ノート

国境を越えて［語彙・文法編］

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞山本富美子
本文編改訂版とタスク編に出てくる語彙を出現順に抜
き出して 1 冊にまとめた。言葉の読みや意味だけでな
く、例文や文法的な説明も盛り込み、簡便に授業の理
解を深めることができる。インデックス CD（五十音
順）付。

＜著＞国際交流基金
20 年以上にわたり、世界約 107 カ国、約 7,000 人にの
ぼる海外の日本語教師を招聘し、研修を行ってきた国
際交流基金の経験に基づく、日本語教育の教え方の集
大成となる教授法教材。（全 14 冊）

分類４｜言語教育・応用言語学

第 1 巻 日本語教師の役割／コースデザイン
ISBN978-4-89476-301-2 税込 638 円  税込 638 ～
1650 円
第 2 巻 音声を教える
ISBN978-4-89476-302-9 税込 1650 円  税込 638 ～
1650 円
第 3 巻 文字・語彙を教える
ISBN978-4-89476-303-6 税込 1210 円  税込 638 ～
1650 円
第 4 巻 文法を教える
ISBN978-4-89476-304-3 税込 880 円  税込 638 ～
1650 円
第 5 巻 聞くことを教える
ISBN978-4-89476-305-0 税込 1100 円  税込 638 ～
1650 円
第 6 巻 話すことを教える
ISBN978-4-89476-306-7 税込 880 円  税込 638 ～
1650 円
第 7 巻 読むことを教える
ISBN978-4-89476-307-4 税込 770 円  税込 638 ～
1650 円
第 8 巻 書くことを教える
ISBN978-4-89476-308-1 税込 990 円  税込 638 ～
1650 円
第 9 巻 初級を教える
ISBN978-4-89476-309-8 税込 770 円  税込 638 ～
1650 円
第 10 巻 中・上級を教える
ISBN978-4-89476-310-4 税込 1430 円  税込 638 ～
1650 円
第 11 巻 日本事情・日本文化を教える
ISBN978-4-89476-311-1 税込 990 円  税込 638 ～
1650 円
第 12 巻 学習を評価する
ISBN978-4-89476-312-8 税込 1210 円  税込 638 ～
1650 円
第 13 巻 教え方を改善する
ISBN978-4-89476-313-5 税込 990 円  税込 638 ～
1650 円
第 14 巻 教材開発
ISBN978-4-89476-314-2 税込 880 円  税込 638 ～
1650 円
B5 76 ～ 200 頁 2006 ～ 2011 年  C1081
税込 638 ～ 1650 円
ひつじ書房

B5 240 頁 2008 年 ISBN978-4-7885-1055-5 C0081
税込 3190 円

新曜社

留学生・日本人学生のための日本語表現練習ノ
ート

国境を越えて［タスク編］

＜編・著＞山本富美子
＜その他＞瓜生佳代（分担執筆）/ ＜その他＞甲斐朋子
（分担執筆）
本文編の改訂に伴い、文型・表現練習編を全面的に改
良し［タスク編］とした。スピーチ、討論、図表の解
説、ディベート、調査、レポートとプレゼンテーショ
ンなどのタスクで、実践的な表現力や考える力が身に
つく。
B5 204 頁 2007 年 ISBN978-4-7885-1054-8 C0081
税込 2420 円

新曜社

留学生・日本人学生のための一般教養書

国境を越えて［本文編］改訂版

＜編・著＞山本富美子
上級日本語教育書のブレイクスルーとしてベストセラ
ーになった旧版に、さまざまな利用者の声を反映し、
いちだんと洗練されてここに完成。音声 CD を付し、
利便性とコストパフォーマンスも大幅にアップ。
B5 168 頁 2007 年 ISBN978-4-7885-1053-1 C0081
税込 2750 円

新曜社

日本語教育学研究 3

「ことばの市民」になる

―言語文化教育学の思想と実践―
＜著＞細川英雄
日本語教育における「学習者主体」の提案者である著
者は、ことばと文化の統合をめざした実践研究を経
て、「ことばの市民」という言語文化教育学の思想に
到達する。その思想的変遷が明らかになる 15 編の論
考と 5 つの論点を収録。
A5 294 頁 2012 年 ISBN978-4-904595-27-5 C3081
税込 3960 円
ココ出版
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言語教育・応用言語学

日本語教育学の新潮流 5

子どもたちはいつ日本語を学ぶのか

A5 248 頁 2013 年 ISBN978-4-904595-34-3 C3081
税込 3960 円
ココ出版

―日中両言語話者による日本語作文の比較から―
＜著＞黄明侠
複雑な内容を整理する際に使われる「まず」「次に」
「最後に」といった序列の接続表現。中国人日本語学
習者が書いた説明文と意見文を分析し、その特徴と問
題点を、日本語母語話者との比較の中で考察する。
A5 188 頁 2013 年 ISBN978-4-904595-36-7 C3081
税込 3960 円
ココ出版

新刊

日本語教育学研究 9

新・日本語教育のためのコーパス調
査入門

思考と言語の実践活動へ

＜著＞李在鎬 / 石川慎一郎 / 砂川有里子
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。

A5 178 頁 2021 年 ISBN978-4-86676-026-1 C3081
税込 3960 円
ココ出版

A5 304 頁 2018 年 ISBN978-4-87424-771-6 C1081
税込 2640 円
くろしお出版

日本語教育学研究 4

日本語教育学の新潮流 27

実践研究は何をめざすか［新版］

成人教育（adult education）としての
日本語教育

―日本語教育における実践研究の意味と可能性―
＜編＞細川英雄 / 三代純平
「実践研究」とは何か／どうあるべきか、という根本
的な問いを追究。「実践研究」を問い直した理論編、
その議論を共有しつつ、それぞれの実践研究を基に執
筆された実践編の二部構成から成る。

―在日パキスタン人コミュニティの言語使用・言語学
習のリアリティから考える―
＜著＞福永由佳
在日外国人コミュニティにおいては、どのようにこと
ばが使用され、学習されているのか。本書では、日本
人家族を含む在日パキスタン人コミュニティに焦点を
当て、その問いに量的・質的の両面からアプローチす
る。

A5 360 頁 2018 年 ISBN978-4-86676-003-2 C3081
税込 3960 円
ココ出版

自動詞と他動詞の教え方を考える

A5 292 頁 2020 年 ISBN978-4-86676-024-7  C3081
税込 3960 円
ココ出版

＜編＞江田すみれ / 堀恵子
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 本の論文を収録。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。

A5 204 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-838-6 C3081
税込 3080 円
くろしお出版
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分類４｜言語教育・応用言語学

―日本語教育における表現活動の意義と可能性―
＜編＞西口光一
「表現活動」という観点から、ポスト・コミュニカテ
ィブ・アプローチの方法論を模索する、意欲的な論文
集。気鋭の研究者たちが、多様な現場における実践を
通して表現活動の理論を提示する。

２０２２年言語学図書総目録

―複数言語環境を生きる子どもへの教育―
＜著＞尾関史
フィールドワークとライフストーリーインタビューを
通して、複数の言語や文化の中で育つ子どもたちの成
長について探る。複数言語環境を生きる子どもたちへ
の「ことばの教育」の再考を促す書。

日本語教育学の新潮流 6

「序列の接続表現」に関する実証的
研究

日本語教育学研究 7

新刊

日本語教育学の新潮流 28

接触場面の言語学

２０２２年言語学図書総目録

接触場面における中国人日本語学習
者のコミュニケーション・ストラテ
ジー

―母語話者・非母語話者から多言語話者へ―
＜編＞村岡英裕 / サウクエン・ファン / 高民定
J.V. ネウストプニーによって始められ、社会言語学や
日本語教育の分野で広範に進められてきた接触場面研
究。本書では、その接触場面研究の幅広い成果を収録
することで、全体像を概観しつつ、今後の展望を示し
ている。

―自然習得環境下での使用実態及び変容―
＜著＞許挺傑
中国人日本語学習者は日本語母語話者との接触場面に
おいてどのような CS を使用するのか。滞日期間に伴
う CS 使用の変化や、日本語能力の高低と CS 使用の
関係に着目し、量的・質的の両側面から丁寧に分析し
た一冊。

A5 388 頁 2016 年 ISBN978-4-904595-84-8 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 11

A5 220 頁 2021 年 ISBN978-4-86676-031-5 C3081
税込 3960 円
ココ出版

相互行為としての読み書きを支える
授業デザイン

分類４｜言語教育・応用言語学

日本語教育学の新潮流 18

―日本語学習者の推敲過程にみる省察的対話の意義―
＜著＞広瀬和佳子
第二言語で読み書きを学ぶ教室のあるべき姿を追究し
た実践研究。読み書きを他者との間で営まれる相互行
為であると捉え、教室を、その相互行為の過程に生じ
る対立や矛盾を自分自身で意味づけていく場へと展開
させる。

接触場面における二言語使用の可能
性

―多言語多文化キャンパスの構築に向けて―
＜著＞田崎敦子
日本人学生／教員と留学生の間で、日本語と英語のコ
ードスイッチングがどのように行われているかを分析
し、そのメカニズムを解明する。大学における英語使
用が進む中で、その実態を明らかにした先駆的研究。

A5 360 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-57-2 C3081
税込 3960 円
ココ出版

B5 196 頁 2017 年 ISBN978-4-904595-88-6 C3081
税込 3960 円
ココ出版

そのまんまの日本語

―自然な会話で学ぶ―
＜編＞遠藤織枝
実際の談話を素材とした中級学習者向けの日本語会話
教科書。日本語のコミュニケーションの実際をつかみ
とる。英韓中訳を掲載した語彙リストと音声 CD 付。

日本語教育学の新潮流 12

接触場面における母語話者のコミュ
ニケーション方略

―情報やりとり方略の学習に着目して―
＜著＞栁田直美
接触場面における母語話者の言語的調節に焦点を当
て、その実態を明らかにする。さらに、どのように言
語的調節を学習すべきかをモデル化することで、非母
語話者とのコミュニケーションを支援する方法を模索
する。

B5 140 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-921-2 C1081
税込 2200 円
ひつじ書房

「大学生」になるための日本語

＜著＞堤良一 / 長谷川哲子
日本の大学進学希望の日本語学習者対象にしたテキス
ト。生教材をもちいた読解文、より自然な会話を目指
した聴解 CD、豊富なタスクの練習により四技能を総
合的に養えるテキスト（全 2 巻）。

A5 224 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-58-9 C3081
税込 3960 円
ココ出版

第 1 巻 ISBN978-4-89476-435-4  税込 2090 円
第 2 巻 ISBN978-4-89476-462-0  税込 2090 円
B5 192 ～ 252 頁 2009 ～ 2010 年  C1081
税込 2090 円

ひつじ書房
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言語教育・応用言語学

日本語教育学の新潮流 4

日本語教育学の新潮流 26

第二言語習得における言語適性の役
割

「多義性を持つ構文」の処理とその
仕組み

A5 240 頁 2013 年 ISBN978-4-904595-32-9 C3081
税込 3960 円
ココ出版

A5 208 頁 2020 年 ISBN978-4-86676-022-3 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 13

第二言語としての日本語の発達過程

＜編＞プラシャント・パルデシ / 籾山洋介 / 砂川有里
子 / 今井新悟 / 今村泰也
多義語である日本語の基本動詞は、学習者にも日本語
教師にも難関として立ちはだかる。本書は日本語学習
者と教師のための「基本動詞ハンドブック」
（国立国語
研究所）の作成過程で得られた知見と課題の集大成で
ある。

A5 284 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-64-0 C3081
税込 3960 円
ココ出版

A5 276 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2277-7 C3081
税込 3960 円

日本語教育学の新潮流 10

第二言語によるパラフレーズと日本
語教育

＜著＞鎌田美千子
アカデミック・ライティング教育の基礎研究として、
パラフレーズに注目。問題点とその要因の解明を行
う。語句レベルの局所的なパラフレーズではなく、文
章・談話レベルで意味を読み取って表す学習の必要性
を訴える。

開拓社

日本語教育学の新潮流 20

「多文化グループワーク」による言
語と文化の創造学習

―知識科学の視点から見るアクティブ・ラーニング―
＜著＞李暁燕
知識科学の視点から多文化グループワークの授業を分
析。知識変容と人間的成長を考察し、多文化グループ
ワークにおいて知識が創造されていく過程をモデル
化。真に創造的な学習につなげるための理論と実践が
描かれる。

A5 152 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-56-5 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 3

A5 234 頁 2017 年 ISBN978-4-904595-96-1 C3081
税込 3960 円
ココ出版

「だから」の語用論

―テクスト構成的機能から対人関係的機能へ―
＜著＞萩原孝恵
テクストにおいて論理性を導く際に使用されるとされ
てきた「接続詞」が、実際の言語使用では「人間関
係」という指標を軸に運用される実態を、話し言葉で
使用頻度の高い「だから」を事例として検証し、明ら
かにする。

新刊

中級日本語文法を教えるためのアイ
デア集
＜著＞岡本智美 / 松浦みゆき / カクタリョウコ / 角田
亮子
中級レベルの 157 の文法項目に関する 165 の活動のア
イデアがつまった本。豊富な例文とともにクイズ形式
や応答練習などの活動案が提示されており、学習者
が、楽しく、無理なく文法の練習ができるヒントが満
載です。

A5 400 頁 2012 年 ISBN978-4-904595-22-0 C3081
税込 4400 円
ココ出版

B5 168 頁 2021 年 ISBN978-4-86676-028-5 C1081
税込 2200 円
ココ出版
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分類４｜言語教育・応用言語学

多義動詞分析の新展開と日本語教育
への応用

―言語と思考の Processability―
＜著＞峯布由紀
第二言語としての日本語の発達過程の全体像を示す。
Processability Theory（Pienemann 1998）を 理 論 的 枠
組みに、学習者の発話を分析。南（1993）を援用し、異
なる文法範疇に属する言語形式の発達過程を俯瞰する。

２０２２年言語学図書総目録

―日本語及びその学習者の関係節の構造的曖昧性構文
の処理を中心に―
＜著＞白春花
主要部後置型言語における関係節の全体的曖昧性構文
の処理を調査。日、中、トルコ語、モンゴル語の母語
話者の文処理を比較した上で、日本語を第二および第
三言語として学ぶ者の文処理について調べた稀有な研
究。

＜著＞向山陽子
認知心理学の発展を背景に再概念化が進む「言語適
性」が第二言語習得に与える影響について実証的に研
究したもの。言語分析能力、音韻的短期記憶、ワーキ
ングメモリが、日本語学習に与える影響を縦断的に検
討する。

超基礎・日本語教育

日本語教育学の新潮流 22

中国人日本語学習者の学習動機はど
のように形成されるのか
２０２２年言語学図書総目録

＜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
＜編・著＞森篤嗣
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。

―M-GTA による学習動機形成プロセスの構築を通し
て見る日本語学校での再履修という経験―
＜著＞中井好男
学習者が再履修となる原因とその影響について考察す
る。特に中国人学習者に焦点を当て、学習動機の形成
プロセスを M-GTA によって理論化している。教師の
意識についても分析し、日本語教師や日本語学校のあ
り方を考える。

A5 304 頁 2018 年 ISBN978-4-86676-009-4  C3081
税込 3960 円
ココ出版

新刊

分類４｜言語教育・応用言語学

超基礎・第二言語習得研究

＜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
＜編・著＞奥野由紀子
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。

A5 160 頁 2019 年 ISBN978-4-87424-803-4 C1081
税込 1760 円
くろしお出版

使える日本語文法ガイドブック

―やさしい日本語で教室と文法をつなぐ―
＜著＞中西久実子 / 坂口昌子 / 大谷つかさ / 寺田友子
「使える日本語」を教えるために必要な情報を平易な
日本語で書いたガイドブック。文法は不要と思ってい
る方にも、学習者に場面で必要なことができるように
なるためのタスクに、文法がどう埋め込まれているか
をやさしく解く。

A5 176 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-997-7 C1081
税込 1760 円
ひつじ書房

新刊

データ科学×日本語教育

A5 224 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-884-3 C1081
税込 2200 円
くろしお出版

＜編＞李在鎬
コーパスや統計、計量分析のようなデータ科学に基づ
く研究によって、新しい日本語教育学の方向性を提示
する。データ科学の全体像、データ構築の方法、分析
手法や事例を紹介。

新刊

超基礎・日本語教育のための日本語
学

A5 328 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1099-4 C3080
税込 3300 円
ひつじ書房

＜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
＜編・著＞太田陽子
「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。

どうすれば協働学習がうまくいくか
―失敗から学ぶピア・リーディング授業の科学―
＜著＞胡方方 / 志賀玲子 / 田中啓行 / 布施悠子 / 楊秀
娥
＜編・著＞石黒圭
実際にやってみるとうまくいかないことが多い教育
法、ピア・ラーニング。本書では、編著者が行った授
業を多角的に分析。ピア・ラーニングの有効性やその
短所をも明らかにし、よりよい授業を組み立てる指針
を示す。

A5 184 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-885-0 C1081
税込 1980 円
くろしお出版

A5 260 頁 2018 年 ISBN978-4-86676-005-6 C3081
税込 2640 円
ココ出版
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言語教育・応用言語学

どうすれば論文・レポートが書ける
ようになるか

日本語教育学研究 5

A5 292 頁 2020 年 ISBN978-4-86676-020-9 C3081
税込 2640 円
ココ出版

A5 344 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-63-3 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育実習事例報告

新刊

シリーズ言語学と言語教育 43

＜著＞大神智春
学習者がコロケーション習得の際に形成する中間言語
を解明し、コロケーションの習得過程を明らかにす
る。また研究結果をコロケーションの教材開発に活か
すことを目指した。

―「国際文化事業」の理想と変容―
＜著＞河路由佳
「国際交流」か？ 「文化侵略」か？――「国際文化事
業としての日本語教育」の歴史を一次資料とインタビ
ューなどでたどり、その理想が総力戦体制下でいかに
変容し、いかに戦後に生き延びたかを明らかにする。

四六 386 頁 2011 年 ISBN978-4-7885-1262-7 C1037
税込 4730 円
新曜社

A5 280 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1067-3 C3080
税込 7480 円
ひつじ書房

日本語教育学研究 2

日本語教育と日本研究の連携

―内容重視型外国語教育に向けて―
＜編＞トムソン木下千尋 / 牧野成一
外国語教育の新潮流である「内容重視の言語教育」の
日本語教育における可能性と課題を明らかにした論文
集。世界の日本語教育の現状をふまえ、内容重視型日
本語教育の実践、日本研究と連携する上での課題を示
す。

日本語教育学研究 8

日本語学習者の読解過程

＜編＞野田尚史
日本語学習者が日本語を読むときに難しいと感じる点
や、推測方法について迫る。また、辞書使用の実態、
読解過程の縦断的研究、ピア・リーディング、書くた
めの読解などをテーマとする論文も収録。

A5 212 頁 2010 年 ISBN978-4-904595-09-1 C3081
税込 3960 円
ココ出版

A5 192 頁 2020 年 ISBN978-4-86676-021-6 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 8

日本語学入門

日本語教育における評価と「実践研
究」

＜著＞近藤安月子
日本語教師や日本語教師を目指す人を主な対象に日本
語学（日本語文法）をわかりやすく解説した入門書。重
要な情報をコンパクトにまとめ、各章の章末に練習問
題、巻末に解答・解説をつけているので、独学でも使
える。

―対話的アセスメント：価値の衝突と共有のプロセス
―
＜著＞市嶋典子
日本語教育における評価研究と実践研究の変遷を過去
の文献からたどり、その問題点を明らかにする。その
上で、自身の実践を示し、「対話的アセスメント」と
いう新たな評価の概念とアプローチを提案する。

A5 184 頁 2008 年 ISBN978-4-327-38452-4 C1081
税込 1980 円

研究社

A5 280 頁 2014 年 ISBN978-4-904595-43-5 C3081
税込 3960 円
ココ出版
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分類４｜言語教育・応用言語学

日本語学習者による多義語コロケー
ションの習得

日本語教育と戦争

２０２２年言語学図書総目録

―彼らはどう教えたのか？―
＜著＞丸山敬介
日本語教師を目指す学生が行った実習授業を質的に分
析。80 年代半ばより日本語教師養成に関わってきた
筆者が見出した「よい授業」とはどのようなものか。
教師志望者とその指導者に基礎的な資料となる研究で
ある。

―学習者から学ぶピア・レスポンス授業の科学―
＜編＞石黒圭 / 烏日哲
日本語学習者の日本語による論文の書き方について、
協働学習のひとつであるピア・レスポンスの授業に焦
点をあて、習得過程を調査。日本語教師のみならず、
論文・レポートの執筆指導に携わるすべての人に有益
な好著。

日本語教育のための文法コロケーシ
ョンハンドブック

シリーズ言語学と言語教育 39

日本語教育におけるメタ言語表現の
研究
２０２２年言語学図書総目録
分類４｜言語教育・応用言語学

＜著＞李婷
コミュニケーションを調整する力「コミュニケーショ
ンのメタ認知」。日本語学習者のメタ認知向上のため
に、メタ言語表現を学習者の学びや談話理論等に基づ
き分析する。

＜著＞中俣尚己
初級日本語の 93 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共に解説。実際の使用
と教科書の実態が違うケースも。例文作りの貴重な資
料に。

新刊

新刊

日本語教育の新しい地図

＜著＞横溝紳一郎
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。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研修方法
を紹介。

A5 252 頁 2014 年 ISBN978-4-87424-630-6 C1081
税込 1980 円
くろしお出版

A5 368 頁 2020 年 ISBN978-4-8234-1021-5 C3080
税込 7920 円
ひつじ書房

日本語教師教育学

シリーズ言語学と言語教育 40

―専門知識を書き換える―
＜編＞青木直子 / バーデルスキー・マシュー
21 世紀の現在、学習者のためには日本語教師にはど
のような専門知識が必要か。言語と学習についての従
来の常識を問い直し、グローバルな視点から新たに教
師教育を考え直す。

A5 224 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-863-8 C0081
税込 2420 円
くろしお出版

A5 340 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1022-2 C3080
税込 5500 円
ひつじ書房

日本語教育の現場から

日本語教育学の新潮流 1

―言葉を学ぶ／教える場を豊かにする 50 の実践―
＜編＞佐々木倫子 / 岡田英夫 / 鈴木理子 / ローズ（平
田）昌子
日本語教育を志す人、あるいは既に日本語教育を実践
していて、そこからさらに広がる世界をのぞいてみた
い人のために企画された本。日本語教育、言語教育、
言葉に関する、多岐にわたる分野の実践が紹介される。
A5 314 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-53-4 C1081
税込 2640 円
ココ出版

日本語教師の「意味世界」

―オーストラリアの子どもに教える教師たちのライフ
ストーリー―
＜著＞太田裕子
日本語教師の実践の背景にある「意味づけの総体」＝
「意味世界」を、ライフストーリー分析によって明ら
かにする。多文化主義を標榜するオーストラリアにお
ける言語教育政策の課題を浮き彫りにした好著。
A5 414 頁 2010 年 ISBN978-4-904595-08-4 C3081
税込 4400 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 15

日本語教育のための質的研究 入門

日本語教師の「葛藤」

―学習・教師・教室をいかに描くか―
＜編＞舘岡洋子
日本語教育で質的研究が行われるようになった背景と
理念、さらに課題と可能性を示した上で、様々なフィ
ールドにおける実践研究の「プロセス」を描く。各実
践研究者が開示する意識の変化、葛藤、模索を見てほ
しい。

―構造的拘束性と主体的調整のありよう―
＜著＞有田佳代子
指導方法、言語や文化、ナショナリズムに対する捉え
方、社会的地位や労働環境等、日本語教師が抱える
様々な葛藤の原因が、社会構造の拘束であることを明
らかにした上で、教師の心理的負担の軽減と葛藤の解
消を図る。

A5 408 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-68-8 C3081
税込 2640 円
ココ出版

A5 236 頁 2016 年 ISBN978-4-904595-78-7 C3081
税込 3960 円
ココ出版
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言語教育・応用言語学

＜初級者の間違いから学ぶ＞日本語
文法を教えるためのポイント３０

日本語教育学の新潮流 19

日本語教師の成長

＜編・著＞高嶋幸太 / 関かおる
日本語学習者が誤用しやすい 30 の文法ポイントにつ
いて、誤用例を提示したうえで「なぜ誤用されるの
か」、「どのように教えれば理解されるのか」を解説す
る日本語教師向けの参考書。
A5 272 頁 2018 年 ISBN978-4-469-21367-6 C3081
税込 2420 円
大修館書店

A5 296 頁 2017 年 ISBN978-4-904595-95-4 C3081
税込 3960 円
ココ出版

新刊

日本語作文産出過程の分析と支援ツ
ールの開発

日本語を教えるための教授法入門

A5 184 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-882-9 C0081
税込 1980 円
くろしお出版

A5 202 頁 2011 年 ISBN978-4-7599-1888-5 C3081
税込 6050 円
風間書房

日本語教育学の新潮流 16

日本語で社会とつながろう！

―社会参加をめざす日本語教育の活動集―
＜著＞西俣（深井）美由紀 / 熊谷由理 / 佐藤慎司 / 此枝
恵子
日本語でコミュニケーションが取れるようになるだけ
では終わらず、日本語を使って積極的に社会と関わ
り、社会を変える力を身につけることを目指す日本語
教育を提案する。理念だけでなく、その実践を具体的
に紹介。
A5 184 頁 2016 年 ISBN978-4-904595-79-4
税込 2640 円

「日本語を話す私」と自分らしさ

―韓国人留学生のライフストーリー―
＜著＞中山亜紀子
日本語を学ぶ韓国人留学生のライフストーリー研究。
感情、情動、葛藤を伴った第二言語習得／使用の体験
を丁寧に描き出した上で、「自分らしさ」という視点
から言語習得という営みを考えていく。
B5 264 頁 2016 年 ISBN978-4-904595-86-2 C3081
税込 3960 円
ココ出版

C3081

ココ出版

日本語を学ぶ中国八路軍

日本語教育学の新潮流 23

―我ガ軍ハ日本下士兵ヲ殺害セズ―
＜著＞酒井順一郎
日中戦争の際、中国八路軍は将兵に日本語教育を行
い、日本人兵の心に響く説得工作を行った。本書は知
られていなかった戦場における八路軍の日本語教育に
ついて明らかにする。

日本語表現力と批判的思考力を育む
アカデミック・ライティング教育

―中国の大学の日本語専攻における対話を生かした卒
業論文支援を例に―
＜著＞楊秀娥
中国の大学の日本語専攻課程において行った卒論作成
の支援活動をもとに、学習者の表現力と思考力を育む
卒論支援を考察する実践研究。アカデミック・ライテ
ィング教育の実践例としても非常に興味深い。

四六 180 頁 2020 年 ISBN978-4-89476-939-7 C3080
税込 2860 円
ひつじ書房

A5 352 頁 2018 年 ISBN978-4-86676-011-7  C3081
税込 3960 円
ココ出版
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分類４｜言語教育・応用言語学

＜著＞飯野令子 / 笹原幸子 / 松田真希子
＜編・著＞深澤のぞみ / 本田弘之
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学べる。日本語教員養成課
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。

―構想と構成の観点から―
＜著＞吉田美登利
日本語学習者の意見文産出過程を、構想と構成の観点
から調査解明。その結果を意見文の書き下ろし前の指
導に応用し、効果を実証研究によって示した研究者必
携の書。

２０２２年言語学図書総目録

―ライフストーリーからみる教育実践の立場の変化―
＜著＞飯野令子
5 名の日本語教師のライフストーリーを横断的に分
析。教育環境の移動が教師の成長にどう関わっている
かを考察し、新たな「教師の成長」の概念を提示する
ことで、今後の日本語教師養成・研修の方向性を示す。

日本で学ぶ留学生のための中級日本
語教科書 出会い

日本語教育学の新潮流 14

人の主体性を支える日本語教育

２０２２年言語学図書総目録

―地域日本語教室のアクション・リサーチ―
＜著＞野々口ちとせ
地域日本語教室における教室活動を分析。参加者全員
の生活や生き方における問題について主体的に向き
合って「対話」し、意識変容を起こすような教室活
動に、多言語多文化共生社会をつくる鍵を見出してい
る。

＜著＞東京外国語大学留学生日本語教育センター
日本社会・文化に関する６つのテーマと、テーマ理解
を深めるための４つのタスクからなる、テーマとタス
クを融合させた新しい中級日本語総合教科書。

【本冊 テーマ学習・タスク活動編】
ISBN978-4-89476-758-4 税込 3300 円  税込 1980 ～
3300 円
【別冊 文型・表現練習編】
ISBN978-4-89476-801-7 税込 1980 円  税込 1980 ～
3300 円
B5 144 ～ 224 頁 2015 ～ 2016 年  C1081
税込 1980 ～ 3300 円
ひつじ書房

A5 218 頁 2016 年 ISBN978-4-904595-75-6 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 7

「非母語話者の日本語」は、どのよ
うに評価されているか

分類４｜言語教育・応用言語学

新刊

―評価プロセスの多様性をとらえることの意義―
＜著＞宇佐美洋
外国人の書いた「謝罪文」に対する日本人の「評価」
を調査・分析し、その評価プロセスをモデル化する。
日本人の抱く「外国人の使う日本語」への意識にクリ
ティカルな問い直しを迫る意欲作。

場面とコミュニケーションでわかる
日本語文法ハンドブック

＜編＞中西久実子
＜著＞中西久実子 / 坂口昌子 / 中俣尚己 / 大谷つかさ
/ 寺田友子
日本語教師が知っておくべき知識・技術を網羅。総ル
ビで外国人日本語学習者の読解教材として使える。文
法知識は主要な教科書との対応が示され、新人日本語
教師の助けになる。

A5 392 頁 2014 年 ISBN978-4-904595-41-1 C3081
税込 4400 円
ココ出版

普遍性と可変性に基づく言語構造の
構築メカニズム

A5 484 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1090-1 C1081
税込 3960 円
ひつじ書房

―用法基盤モデルから見た日本語文法における第一言
語と第二言語習得の異同―
＜著＞橋本ゆかり
第一言語と第二言語習得の異同を探りつつ言語構造構
築のメカニズムの仮説を提示。長期フィールドワーク
と精密な分析から用法基盤モデルの有効性を実証的に
示す意欲作。

世界の日本語研究と日本語教育

ビジネス日本語教育の展開と課題

＜編＞前田直子
プロジェクト「日本語研究者／教育者支援アジア・ネ
ットワーク形成の試み」の成果をまとめたもの。ビジ
ネス日本語教育をめぐる論考を中心に、日本語教育研
究／日本語研究／日本研究などの 14 論文を収録して
いる。

A5 288 頁 2011 年 ISBN978-4-7599-1898-4 C3081
税込 7700 円
風間書房

A5 278 頁 2015 年 ISBN978-4-904595-66-4 C3081
税込 3960 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流 9

文脈をえがく

必携！ 日本語ボランティアの基礎
知識

＜著＞中井延美
日本語ボランティアに必要なことを丁寧に解説。これ
からボランティアを始めたい人にはもちろん、すでに
始めている人にも自分の教え方を見直すきっかけとな
る、最低限おさえておくべき知識をまとめた必読の書。
A5 128 頁 2018 年 ISBN978-4-469-21373-7 C3081
税込 1540 円
大修館書店

134

―運用力につながる文法記述の理念と方法―
＜著＞太田陽子
これまでの文法説明や文型指導には「文脈」という観
点が欠けていることを訴え、「文脈」を重視した新た
な文法記述の方法を、モダリティ表現の「ハズダ」を
例に提案する。本当に教育に役立つ文法記述の方法を
示す。
A5 360 頁 2014 年 ISBN978-4-904595-47-3 C3081
税込 3960 円
ココ出版

言語教育・応用言語学

ベーシック日本語教育

＜編＞佐々木泰子
コミュニケーション重視となった新しい日本語教育能
力検定試験に対応した日本語教授法のテキスト。これ
だけ学べば日本語教育の基礎の基礎を習得できる。

＜編＞庵功雄 / 岩田一成 / 佐藤琢三 / 栁田直美
外国人受け入れ拡大に舵を切った日本において、多文
化共生社会の成立をめざすための重要なツールとなる
〈やさしい日本語〉の最前線。外国人だけでなく、子
ども、ろう者、知的障害者へと広がる応用の可能性を
示す。

A5.400 頁.2019 年.ISBN978-4-86676-012-4.C1081
税込 2640 円
ココ出版

日本語教育学の新潮流.21

ベトナム人日本語学習者の産出文章
に見られる視点の表し方及びその指
導法

―多文化共生社会を実現するために―
＜編＞庵功雄 / イ・ヨンスク / 森篤嗣
災害情報や公的文書などに、外国人にもわかりやすい
「やさしい日本語」を使おうという動きが広がってい
る。本書は、その「やさしい日本語」の現状と可能性
を多角的に論じる。「やさしい日本語」の最前線がわ
かる。
A5.352 頁.2013 年.ISBN978-4-904595-38-1.C1081
税込 2640 円
ココ出版

A5.202 頁.2017 年.ISBN978-4-904595-98-5.C3081
税込 3960 円
ココ出版

用法基盤モデルから辿る第一・第二
言語の習得段階

日本語教育学研究.6

＜著＞橋本ゆかり
文法カテゴリーごとの研究において「スロット付きス
キーマ合成仮説」の妥当性を検討すると共に、第一言
語・第二言語習得における習得段階の違いを示し、そ
の要因を考察。年少者教育への示唆も示す。

未来を創ることばの教育をめざして
［新版］

―内容重視の批判的言語教育（Critical Content-Based
Instruction）の理論と実践―
＜編＞佐藤慎司 / 高見智子 / 神吉宇一 / 熊谷由理
学習者の学ぶ「内容」を重視した上で「クリティカ
ル」であることをめざす言語教育を提案。言語教育を
「スキル重視の語学トレーニング」ではなく、社会と
のつながりを考慮した「教育」という観点から捉え直
す。

A5.206 頁.2018 年.ISBN978-4-7599-2207-3.C3081
税込 6600 円
風間書房

4.2.1
語彙（論）

A5.362 頁.2018 年.ISBN978-4-86676-007-0.C3081
税込 3960 円
ココ出版

新刊

もう教科書は怖くない !! 日本語教
師のための初級文法・文型完全「文
脈化」・「個人化」アイデアブック
第1巻

連語を用いたカテゴリー化による語
彙学習

＜著＞三好裕子
“ 覚えるだけ ” の語彙学習に対し、語の使い方を “ 考
える ” ことによる、語彙と文法の垣根を越えた学びを
提案。理論と効果の検証、教育現場での実践過程を、
教案や教材例とともに。 ※オンデマンド（ネット書
店限定）

＜著＞川口義一
30 年を超える日本語教師歴を誇る筆者が、初級の教
え方を懇切丁寧に説明する。「個人化」と「文脈化」
を手掛かりに、長年にわたる実践の中で編み出された
教え方のテクニックが余すところなく記されている。

A5.286 頁.2021 年.ISBN978-4-86327-564-5.C3081
税込 3850 円

A5.228 頁.2016 年.ISBN978-4-904595-81-7.C3081
税込 2640 円
ココ出版

溪水社
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分類４｜言語教育・応用言語学

―学習者の〈気づき〉を重視する指導法を中心に―
＜著＞レ カムニュン
中上級レベルのベトナム人学習者でも、産出する日本
語には不自然さが残る。その問題点を母語と日本語の
視点の表し方に見出し、相違点を示す。また、視点の
習得と母語との関係を明らかにし、その指導法を提案
する。

「やさしい日本語」は何を目指すか

２０２２年言語学図書総目録

A5.336 頁.2007 年.ISBN978-4-89476-285-5.C3081
税込 2090 円
ひつじ書房

〈やさしい日本語〉と多文化共生

4.2.2
意味（論）

4.2.6
音声学

２０２２年言語学図書総目録

ポピュラーカルチャーの詩学

ひとりでも学べる日本語の発音

A5.218 頁.2019 年.ISBN978-4-7599-2285-1.C3081
税込 2750 円
風間書房

B5.104 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-851-2.C1080
税込 1760 円
ひつじ書房

―日本語の文字に秘められたマルチモダリティ―
＜著＞松田結貴
独創的な表現で、規範や既存の表現を変える力がある
ポピュラーカルチャーを対象に、日本語の文学が表出
するマルチモーダルな意味表現を検討。世界一難解な
表記体系を持つ日本語の教育に携わる人、必読の書。

―OJAD で調べて Praat で確かめよう―
＜著＞木下直子 / 中川千恵子
日本語初級後半以降の学習者向けの、発音の自律学習
教材。持続可能な発音学習のための様々な方法を紹
介。喜怒哀楽などの感情の表現法も盛り込み、楽しみ
ながら学習ができる。

分類４｜言語教育・応用言語学

ベトナム人に日本語を教えるための
発音ふしぎ大百科

4.2.4
統語論

＜著＞金村久美 / 松田真希子
ベトナム人の日本語学習者に日本語の発音指導をする
際の悩みの声に応える 1 冊。ベトナム語母語話者のさ
まざまな発音の特徴を解説し、その原因と効果的な指
導法を紹介する。

日本語学習者の文法習得

＜著＞野田尚史 / 迫田久美子 / 渋谷勝己 / 小林典子
学習者が日本語作文や発話を間違えるのは、単なる
「誤り」ではない。道理にかなった独自の日本語文法
を作り上げ、運用している。この「学習者独自の文
法」の実体を解明し、日本語教育のよりよい指導法を
提唱する。
A5.256 頁.2001 年.ISBN978-4-469-22154-1.C3081
税込 2420 円
大修館書店

A5.348 頁.2020 年.ISBN978-4-89476-919-9.C1080
税込 3520 円
ひつじ書房

The Minimal English Test
（最小英語テスト）研究

＜著＞牧秀樹
中学、高校、大学生の英語能力を簡易的に測定するテ
ストを紹介する。機械的に空所を設けた、わずか 3 分
から 5 分程度の穴埋めリスニングテストで、センター
試験や TOEIC の得点を予測できる画期的研究となっ
ている。

4.2.5
文章論

A5.256 頁.2018 年.ISBN978-4-7589-2263-0.C3082
税込 4180 円

開拓社

新刊

「書く」ための文法指導に関する研
究

新刊

明日の授業に活かす「意味順」英語
指導

―形式名詞「こと」の取り扱いの観点から―
＜著＞河野亜希子
形式名詞「こと」を一つの足掛かりとして、「書く」
ための文法指導を論じた。さらに国語科教育と他領
域、日本語教育との連携の可能性についても言及した
画期的研究。

―理論的背景と授業実践―
＜編＞田地野彰
教育文法の最新理論「意味順」を活用した英語指導法
を、教育言語学、理論言語学、英語史、英詩研究の観
点からの理論的背景と、中高大の授業への導入例から
解説する。

A5.250 頁.2021 年.ISBN978-4-7599-2403-9.C3037
税込 7150 円
風間書房

A5.328 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1087-1.C3080
税込 3300 円
ひつじ書房
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言語教育・応用言語学

英語教育学の実証的研究法入門

新刊

イギリス近代の英語教科書

A5 252 頁 2012 年 ISBN978-4-327-41081-0 C3082
税込 3080 円

A5 288 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2299-9 C3082
税込 4950 円

研究社
開拓社

英語教育と「訳」の効用

英語学習と臨界期

＜著＞クック，ガイ
＜訳＞斎藤兆史 / 北和丈
19 世紀末に始まった外国語教育の改革運動のなか
で、いかに「訳」がいわれなく排斥されてきたかを検
証し、改めて外国語教育における「訳」の効用と意義
を説く。イギリス応用言語学会の大物が語る「訳の復
権」論。

松柏社

研究社

A5 202 頁 2006 年 ISBN978-4-7754-0122-4 C3082
税込 2420 円

A5 280 頁 2012 年 ISBN978-4-327-41079-7 C3082
税込 3080 円

英語学を英語授業に活かす

英語教育における Graded Readers
の文化的・教育的価値の考察

―市河賞の精神（こころ）を受け継いで―
＜編＞池内正幸 / 窪薗晴夫 / 小菅和也
市河賞が第 50 回目の授賞をもって 2016 年に終了した
この機会に、英語学・言語学から、中高の英語教育に
どのような具体的貢献ができるか、歴代の市河賞受賞
者が一歩踏み込んで考察した論考集である。

＜著＞水野邦太郎
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。

四六 328 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2259-3 C3082
税込 3080 円
開拓社

A5 404 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-824-9 C3082
税込 4730 円
くろしお出版

広島文理科大学英語英文学研究室／
英語教育研究所 編 英語教育

英語教科書は＜戦争＞をどう教えて
きたか

―1936 ～ 1947 年刊―
＜監修＞江利川春雄
江利川春雄 解題 / 上野舞斗解題
英語教育研究の一大拠点・広島文理科大学（現広島大
学）で編集され、「英語教育」を初めて冠した幻の専門
誌『英語教育』
（全 9 巻 40 冊）と別冊特輯号『英語英文
学論文集』を完全復刻。論考・記事 800 余篇を集録。

＜著＞江利川春雄
幕末から始まった日本人の英語教育は常に国策とから
み、英語と戦争と切り離すことができない。学校教育
において、英語教科書は戦争をどのように扱ってきた
のかを、当時の教科書の教材内容を分析し、明らかに
する。

A5 320 ～ 512 頁 2020 ～ 2021 年 ISBN978-4-8433-57842 C3382
税込 155100 円
ゆまに書房

四六 232 頁 2015 年 ISBN978-4-327-41091-9 C0082
税込 2420 円
研究社
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分類４｜言語教育・応用言語学

―第 2 言語習得研究と帰国生教育から―
＜著＞植松茂男
バイリンガルの外国語コミュニケーション能力獲得の
道のり、モノリンガルとの思考方法の違いを、第 2 言
語習得の研究例、著者の帰国生教育経験と帰国生のイ
ンタビュー・アンケート結果から徹底検証。

２０２２年言語学図書総目録

―Excel で学ぶ統計処理―
＜編＞寺内正典 / 中谷安男
英語教育学や第二言語習得などの実証的研究を行う際
の研究の手順や調査方法、統計処理の方法などをわか
りやすく解説。特に『Excel』や『エクセル統計』を
活用した、簡単で確実な統計処理の手順を詳しく解説。

＜著＞鶴見良次
イギリスにおいて「英語」が近代的な教科として自立
し、世俗化し、独自のカリキュラムを持つにいたる過
程を、民衆教育の隆盛期に用いられた英語教科書をは
じめ、関連する史料などの膨大な第 1 次資料から解き
明かす。

英語は「教わったように教えるな」

新刊

英語教師がおさえておきたい音声・
文法の基本
２０２２年言語学図書総目録

＜著＞若林俊輔
＜編＞小菅和也 / 小菅敦子 / 手島良 / 河村和也 / 若有
保彦
単行本未収録の雑誌記事を中心に混迷する現在の英語
教育を考えるうえで補助線となるであろう記事を独
自にピックアップし一冊にまとめた。「常識」と「俗
説」と「流行」に挑戦する「若林流」論争的英語科教
育法！

―現代英語学入門―
＜監修＞伊佐地恒久
＜著＞長尾純 / 宗宮喜代子
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。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。

A5 318 頁 2016 年 ISBN978-4-327-41093-3 C3082
税込 2750 円

研究社

A5 224 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-861-4  C1082
税込 2420 円
くろしお出版

新刊

分類４｜言語教育・応用言語学

英語教師を変える楽しい学び直し

―自律的学習を導く語彙・文法指導の原点―
＜著＞登田龍彦
ことばの形式と意味と使用場面との関係を考察しなが
ら、自律的学習を導く英語の語彙・文法指導の基盤と
なる教材研究と助言を提示して、英語を楽しく学び、
楽しく教えて欲しい、と筆者は教師にエールを送る。

学校英語教育のコミュニケーション
論

―「教室で英語を学ぶ」ことの教育言語人類学試論―
＜著＞榎本剛士
「教室で英語を学ぶ」という社会・文化的実践の多層
性、教室における英語の多機能性と現実の複数性をメ
タ・コミュニケーションの視点から明らかにした書。
コミュニケーション論が切り拓く英語教育の可能性を
論じる。
A5 270 頁 2019 年 ISBN978-4-87259-689-2 C3080
税込 5390 円
大阪大学出版会

A5 320 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2356-9 C3082
税込 3740 円

開拓社

基礎英語の教え方

英語習得の「常識」「非常識」

＜著＞片桐ユズル
安全確実に歩ける道を示す地図としてのベーシック・
イングリッシュ。本書は、鳥の目のように高いところ
から見はじめて、リチャーズ意味論の読み解きを経
て、教室で教材のページを虫のように一歩一歩あるき
まわるように配列している。

―第二言語習得研究からの検証―
＜著＞若林茂則 / 須田孝司
＜編・著＞白畑知彦
「英語は早期教育で決まる」「英語は『右脳』で学習す
る」「聞くだけで英語はできるようになる」といった
外国語学習について多くの「定説」「俗説」を、客観
的データをもとに検証する。

A5 281 頁 2014 年 ISBN978-47754-0200-9 C3082
税込 3080 円

A5 194 頁 2005 年 ISBN978-4-469-24498-4 C3037
税込 1870 円
大修館書店

松柏社

基礎から学ぶ英語科教育法

＜著＞岡田圭子 / ブレンダ・ハヤシ / 嶋林昭治 / 江原
美明
英語教育という学際的な研究分野が関係する種々の分
野を基礎から取り入れ、バランスの取れた構成に英語
力向上を図れるよう Discussion、Can-do List など豊
富な練習問題を用意。新学習指導要領に基づいて書き
下ろした、最新の理論と実践をわかりやすく解説した
入門書。

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―
＜編＞白畑知彦 / 中川右也
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き説明し、実際
の指導方法をわかりやすく紹介する。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。

A5 353 頁 2015 年 ISBN978-4-7754-0209-2 C3037
税込 2750 円

A5 232 頁 2020 年 ISBN978-4-87424-839-3 C1082
税込 1980 円
くろしお出版

松柏社
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言語教育・応用言語学

Critical Reading through Collaborative
Learning

史上最悪の英語政策

A5 160 頁 2017 年 ISBN978-4-89476-912-0 C1080
税込 1430 円
ひつじ書房

B5 128 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-930-4 C1082
税込 2420 円
ひつじ書房

コーパスと英語教育の接点

実例が語る前置詞

＜著＞平沢慎也
「わかった気になる」から「使えるようになる」を目
指す、「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。各前置詞の解説・横断的な着
眼点を示す。学習者に加え「ことば」の探求に携わる
人にも。
A5 356 頁 2021 年 ISBN978-4-87424-887-4 C1082
税込 2750 円
くろしお出版

A5 231 頁 2008 年 ISBN978-4-7754-0518-3 C3082
税込 3080 円

松柏社

国際語としての英語

―進化する英語科教育法―
＜著＞若本夏美 / 杉森直樹 / 今井由美子 / 大塚朝美
これからの教師を目指す人は「新しい教え方」「新し
いタイプの英語の授業」を創り出さなくてはならな
い。その彼らが、世界の人々とコミュニケーションす
るための「国際語としての英語」を教えること、を念
頭に構成。重要なポイントを分かりやすく且つ学習者
自身が考える余地を残すコンセプトを元に作成した。

「自分カメラ」の日本語 「観客カメ
ラ」の英語
―英文法のコアをつかむ―
＜著＞熊谷高幸
なぜ英語は冠詞が必要なのか？ なぜ単数と複数を区
別するのか？ 日本語と英語の本質的な違いを読み解
いた、画期的な日本語・英語論。日本人には理解しが
たい英語の文法がストンと腑に落ちる、英語の再入門
書！

A5 256 頁 2017 年 ISBN978-4-7754-0246-7 C3082
税込 2420 円

四六 232 頁 2020 年 ISBN978-4-7885-1666-3 C1082
税込 2420 円
新曜社

松柏社

英語教師力アップシリーズ 1

新刊

コロナ禍の言語教育

授業力アップのための英語圏
文化・文学の基礎知識

―広島大学外国語教育研究センターによるオンライン
授業の実践―
＜編＞森田光宏 / 榎田一路
コロナ禍で激動の 2020 年度、広島大学外国語教育研
究センターで行われたオンライン授業の実践報告。授
業方針と成績評価、英語受容系技能、産出系技能、ド
イツ語の各実践において得られた知見を 1 冊に。

＜監修＞江藤秀一 / 加賀信広 / 久保田章
＜編＞江藤秀一 / 鈴木章能
本書は、英語圏の国々、とりわけイギリス、アメリ
カ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドにつ
いての歴史や文化に関する基礎的な情報を提供するこ
とによって、変化に富んだ魅力的な授業を目指すもの
である。

A5 340 頁 2021 年 ISBN978-4-86327-553-9 C3037
税込 4950 円

A5 336 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-1351-5 C3398
税込 3520 円

溪水社

開拓社
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分類４｜言語教育・応用言語学

＜編＞中村純作 / 堀田秀吾
コーパスを利用した研究の成果をいかなる形で英語教
育に生かすことができるかを追求した一冊。第一部は
｢コーパスの果たす役割｣ を理論的に、第二部は ｢実
際にコーパスを使って｣ 実践的に説く。

新刊

２０２２年言語学図書総目録

―ウソだらけの「4 技能」看板―
＜著＞阿部公彦
2020 年度から大学英語入試が変わる。「4 技能化」の
看板のもと英語入試が様々な利権の関わる業者に丸投
げされようとしている！ その問題点と対応策を考え
る。

＜監修＞舘岡洋子
＜著＞津田ひろみ / 大須賀直子 / 小松千明 /Alison
Stewart
協働学習で学ぶ英語読解のテキスト。様々なメディア
から厳選した英文記事を収録。学習者が身近に感じら
れる話題を通して英語によるアクティブラーニング型
授業を提案する。

小学校英語のためのスキルアップセ
ミナー

英語教師力アップシリーズ 2

授業力アップのための一歩進んだ英
文法
２０２２年言語学図書総目録

―理論と実践を往還する―
＜編＞鈴木渉 / 西原哲雄
小学校英語教育に関わる内容について、音声、語彙、
文法、第二言語習得、英語文学、異文化理解の各分野
の理論的基礎を十分に踏まえた実践的指導が可能とな
るよう、理論と実践の両側面を融合させた概説書であ
る。

＜監修＞江藤秀一 / 加賀信広 / 久保田章
＜編＞加賀信広 / 大橋一人
少しまとまった量の英文を書くときや、やや複雑な構
文や微妙な意味の違いに遭遇したときに、よりどころ
となるのはやはり英文法である。本書は、生徒の「な
ぜ」に答えられる「一歩進んだ」英文法の知識を提供
する。

A5 224 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-2273-9 C3082
税込 2750 円

A5 320 頁 2017 年 ISBN978-4-7589-1352-2 C3382
税込 3520 円

開拓社
開拓社

新刊

分類４｜言語教育・応用言語学

授業力アップのための英語教育学の
基礎知識

新学習指導要領対応「ディクトグロ
ス」を取り入れた英語力を伸ばす学
習法・指導法

A5 320 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-1353-9 C3382
税込 3520 円

A5 288 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2296-8 C3082
税込 3080 円

英語教師力アップシリーズ 3

＜監修＞江藤秀一 / 加賀信広 / 久保田章
＜編＞久保田章 / 林伸昭
言語学や心理学といった学問に裏打ちされた第 2 言語
習得研究に基づき、4 技能の学習指導や評価、動機づ
けやあるべき教師像、また ICT や教材など、英語教
師であれば当然知っておくべき最新の知識をまとめた。
開拓社

＜著＞前田昌寛
英語を聞いてメモをする、そのメモを基に、文法・世
界知識など様々な知識を総動員して、元の英文を復元
していくディクトグロス。「こんな学習方法があった
のか」と教師も学習者も驚く英語力を伸ばす学習法・
指導法。
開拓社

英語教師力アップシリーズ 4

地方私立大学の英語教育への挑戦

授業力アップのための英語授業
実践アイディア集

―地域で活躍できるプロフェッショナル人材の育成を
目指して―
＜編＞大澤真也 / 市川薫
受験生や在学生のニーズを汲み取りつつ、魅力のある
大学づくりの一環として、広島修道大学で行われた英
語教育プログラム開発と実践の記録。英語教育、大学
運営の参考に。

＜監修＞江藤秀一 / 加賀信広 / 久保田章
＜編＞小田寛人 / 江藤秀一
授業を活性化し、生徒の主体的に学ぼうとする意欲を
高めて深い学びを実現するために、現場教師が試行錯
誤を重ね、工夫を凝らした活動例やアイディアの数々
を紹介する。

A5 280 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-956-4 C3082
税込 3740 円
ひつじ書房

A5 276 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-1354-6 C3382
税込 3300 円

＜データで読む＞英語教育の常識

開拓社

英語教師力アップシリーズ 5

＜著＞高梨芳郎
英語教育の実証研究が始まり 30 年以上経過し、そこ
で明らかにされてきた「事実」をＱ＆Ａ方式で解説し
た日本初の英語教育データブック。英語教育の実証研
究とは、先行研究にはどんなものがあるのか、など一
目瞭然。

授業力アップのための英語教師必携
自己啓発マニュアル

＜監修＞江藤秀一 / 加賀信広 / 久保田章
＜編＞佐野富士子 / 小田寛人
スキルアップを目指す英語教師が限られた時間の中で
最大の成果を得られるよう、拠り所になる情報を掲
載。専門性を高めたい、生徒に「使える英語」を身に
つけさせたい、国際交流を行いたいなどのニーズに応
える一冊。

A5 268 頁 2009 年 ISBN978-4-327-41071-1 C3082
税込 3630 円

研究社

A5 312 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-1355-3 C3382
税込 3520 円

開拓社
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言語教育・応用言語学

日本語からはじめる小学校英語

日本の英語教育の今、そして、
これから

＜編＞長谷川信子
大きな変化の真っ只中にある日本の英語教育。使う英
語を目指す教育でどんな学生が育ちつつあり、育つこ
とが期待できるのか。英語教育関連分野の専門家が多
角的、学際的に現状を報告し、今後の展望と可能性を
考える。
A5 408 頁 2015 年 ISBN978-4-7589-2212-8 C3082
税込 5940 円

B5 288 頁 2019 年 ISBN978-4-7589-8034-0 C0082
税込 3190 円

開拓社

シリーズ言語学と言語教育 38

開拓社

文学教材を用いた英語授業の事例研
究

「日本人と英語」の社会学

＜著＞久世恭子
大学英語授業の事例から文学教材の意義を問い直す。
授業展開や学習者の反応をデータとして示し、コミュ
ニケーション能力や ESP を重視した授業での文学教
材利用の可能性も追究。

A5 408 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-987-8 C3080
税込 8800 円
ひつじ書房

A5 294 頁 2015 年 ISBN978-4-327-37821-9 C3037
税込 2860 円

学び方を学ぶ 850 語プラスαの英語

研究社

日本人に相応しい英語教育

＜著＞後藤寛
Basic English の方法の「学び方」を身近な＜実践例
＞を豊富に示し解説する書。英語における真の基礎語
の使い方を示すとともに、Basic English が 850 語を
「基本とする」ことが示唆的に説かれる。英語の学び
方を「教える」教師側にも大いに参考となる。

―文科行政に振り回されず生徒に責任を持とう―
＜著＞成田一
欧米において成功したコミュニカティブ・アプローチ
を、そのまま日本の教育現場に適用する誤りを論理的
に指摘し、日本人に最も相応しい「英語教育」のある
べき姿を、拡大する幼稚園の英語教育の動向も視野
に、大胆に提示する。

四六 172 頁 2014 年 ISBN978-4-7754-0207-8 C3082
税込 1980 円
松柏社

A5 196 頁 2013 年 ISBN978-4-7754-0198-9 C0082
税込 1650 円

ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）
から学ぶ英語教育

松柏社

日本人は英語をどう学んできたか

―英語教育の社会文化史―
＜著＞江利川春雄
英語教育史研究の第一人者が永く埋もれてきた膨大な
資料分析と、歴史の生き証人への取材を通して日本の
英語教育の知られざる真実を描き出す。社会文化史的
な視点から英語教育の光と影を省察し未来を照射する。
A5 296 頁 2008 年 ISBN978-4-327-41068-1 C1082
税込 3080 円

＜編＞モロウ，キース
＜訳＞和田稔 / 高田智子 / 緑川日出子 / 柳瀬和明 / 齋
藤嘉則
「ヨーロッパ言語共通参照枠」の全体像を理解し、授
業で生かすためのヒントが学べる。CEFR が教育現場
でどう取り入れられてきたか、ヨーロッパでの事例を
挙げし、CEFR 導入の意義、実践上の問題点や課題を
説明する。
A5 220 頁 2013 年 ISBN978-4-327-41083-4 C3082
税込 3520 円

研究社

研究社

141

分類４｜言語教育・応用言語学

―なぜ英語教育論は誤解だらけなのか―
＜著＞寺沢拓敬
日本人は英語下手、これからの社会人に英語は不可
欠、英語ができれば収入が増える等、日本人と英語の
様々な通説・俗説を社会科学的な手法を用いて批判的
に検証し、英語学習や英語教育の実態を浮き彫りにす
る。

２０２２年言語学図書総目録

―ことばの力を育むためのマニュアル―
＜編＞大津由紀雄 / 浦谷淳子 / 齋藤菊枝
＜編集協力＞公益財団法人 ラボ国際交流センター東
京言語研究所
一部教科化の開始で混乱が続く小学校英語。本書は、
学習指導要領に明記された日本語と英語の関連づけを
基盤にした「子どもたちのことばの力を育む」という
考え方を解説し、その混乱からの突破法を具体的に示
します。

英語教育史重要文献集成 第Ⅰ期

4.3.4
統語論

２０２２年言語学図書総目録

＜監修＞江利川春雄
日本の英語教育史において不可欠な重要文献の内、特
に今日的な示唆に富むものを精選収録。今日読んでも
驚嘆すべき希少文献を厳選。（第Ⅰ期＝小学校英語／
英語教授法 1 ～ 3 ／英語教育史研究）

最新 英語構文事典

＜編＞中島平三
英語の主要 56 の構文について、言語学の観点からの
研究成果を俯瞰し、今後の研究課題を示す。卒論や修
論などの研究テーマを探す学生にも役立つ 1 冊。

A5.210 ～ 504 頁.2017 年.ISBN978-4-8433-5291-5.C3382
税込 82500 円
ゆまに書房

A5.960 頁.2001 年.ISBN978-4-469-04157-6.C3582
税込 9460 円
大修館書店

英語教育史重要文献集成 第Ⅱ期

＜監修＞江利川春雄
日本の英語教育史において不可欠な重要文献の内、今
日的な示唆に富むものを精選収録。今日読んでも驚嘆
すべき希少文献を厳選。（第Ⅱ期＝英語学習法 1・2 ／
英語教員講習 1・2 ／英学史研究）

分類４｜言語教育・応用言語学

4.3.5
文章論

A5.324 ～ 444 頁.2018 年.ISBN978-4-8433-5458-2.C3382
税込 79200 円
ゆまに書房

英文ライティングと引用の作法

英語教育史重要文献集成 第Ⅲ期

＜著＞吉村富美子
英語圏の研究社会における、引用と盗用の考え方を紹
介するとともに、表現の盗用やパッチワーク文の指摘
を受けないために、どう英文指導を行ったらよいのか
具体的なカリキュラム案とともに示す。

＜監修＞江利川春雄
日本の英語教育史において不可欠な重要文献の内、特
に今日的な示唆に富む希少文献をテーマ別に精選収
録。（第Ⅲ期＝英語教育論 1・2 ／英語通信教育／戦時
下の英語／敗戦・占領下の英語）

A5.178 頁.2013 年.ISBN978-4-327-41084-1.C3082
税込 2420 円

A5.424 ～ 648 頁.2019 年.ISBN978-4-8433-5636-4.C3382
税込 99000 円
ゆまに書房

研究社

新刊

内省的フィードバックを取り入れた
効果的な英語ライティング指導

4.3.1
語彙（論）

＜著＞仲川浩世
学習者のライティング活動に教員が気づきを促すコメ
ントである「内省的フィードバック」を提供し、指導
前後のライティングの能力の伸びと意識にどのような
影響を与えるのかについて分析する。

フォーミュラと外国語学習・教育

―定型表現研究入門―
＜編＞金澤佑
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
研究する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。

A5.108 頁.2021 年.ISBN978-4-86327-550-8.C3082
税込 2640 円

溪水社

A5.202 頁.2020 年.ISBN978-4-87424-834-8.C3082
税込 2640 円
くろしお出版
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日本人のための英語音声学レッスン
CD 付

4.3.6
音声学
An Affect-Oriented English
Pronunciation Instructional Design
for Japanese University Students

A5.178 頁.2005 年.ISBN978-4-469-24503-5.C3082
税込 2530 円
大修館書店

＜著＞中條純子
日本人大学生の英語音声の向上を目的とした教育設計
を提唱。特に学習者の情意領域に注目し、英語音声面
への心理的障壁を取り除くことを重視した教材の開発
についてを論じる。

4.4.0
その他の言語教育

菊.198 頁.2020 年.ISBN978-4-89476-922-9.C3080
税込 12100 円
ひつじ書房

アジア・欧州の移民をめぐる言語政
策

新装版 英語音声学入門 音声 CD 付

＜著＞竹林滋 / 斎藤弘子
英語の子音・母音の発音・聞き取りのポイントやリズ
ム、アクセントについて説明し、英語と米語の相違に
もふれる。学習者のために音声 CD を付す。

―ことばができればすべては解決するか？―
＜編＞松岡洋子 / 足立祐子
日本語教育者であり、長年、海外の移民に対する言語
教育政策の調査研究を行ってきた編者による論考集。
これまでの外国人政策と日本語教育を批判的に振り返
りつつ、日本社会のあるべき姿を模索する。

A5.242 頁.2008 年.ISBN978-4-469-24530-1.C3082
税込 2640 円
大修館書店

四六.370 頁.2018 年.ISBN978-4-86676-002-5.C1081
税込 2640 円
ココ出版

新装版 英語の音声を科学する 音声
CD 付

＜著＞川越いつえ
日本語の発音との違いを折り込みながら、英語の発音
をわかりやすく解説する。音韻現象についても、日英
の比較を通して具体的に記述する。

新刊

韓国語を教えるための韓国語の発音
システム

A5.226 頁.2007 年.ISBN978-4-469-24531-8.C3082
税込 2640 円
大修館書店

［新装版］脱・日本語なまり

―英語（＋α）実践音声学―
＜著＞神山孝夫
日頃使っている日本語と、英語の音声学的特徴を平易
に解説し、極めて実用的な見地から音声学の基礎を講
じた書。英語の発音を上達、学びはじめたその他の外
国語の発音を習得するための一助となることを目指す。
A5.222 頁.2019 年.ISBN978-4-87259-694-6.C3080
税込 2420 円
大阪大学出版会

＜著＞金鍾徳
＜訳＞中村麻結
韓国語教育のための発音規則を網羅し、最適な用例や
例外を提示しつつ、現実発音を追求して解説。韓国語
教育者必携の書であり、韓国語の発音規則を学ぶため
の最良の参考書。

A5.216 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1073-4.C3087
税込 7480 円
ひつじ書房

リテラシーズ叢書 6

市民性形成とことばの教育

―母語・第二言語・外国語を超えて―
＜編＞細川英雄 / 尾辻恵美 / マリオッティ，マルチェ
ッラ
ことばの教育には、社会的行為主体として自覚的に他
者とかかわる「市民」としての意識が不可欠である。
人がことばを使って社会の中で生きていくことの意味
を追求し、具体的な活動実践とどのように結びつける
べきかを考える。

A5.256 頁.2016 年.ISBN978-4-87424-705-1.C3080
税込 3080 円
くろしお出版
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シリーズ 多文化・多言語主義の現在 7

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞牧野武彦
日本人学習者が理解しやすいよう身近な日本語の例を
豊富に盛り込み、それとの対比で英語の発音や聞き取
りの勘所を説明した、画期的コンセプトによる入門テ
キスト。

Hituzi.Linguistics.in.English.No.29

多言語主義社会に向けて

4.5.0
応用言語学

２０２２年言語学図書総目録

＜編＞平高史也 / 木村護郎クリストフ
国内における多言語使用の状況、多言語教育の実態、
ヨーロッパの事例等を通して、多言語主義が日本社会
を変える可能性を探る。言語の多様性への気付きを促
す動きは、異言語、異文化に対して開かれた社会の形
成へと繋がる。

英語のスタイル

―教えるための文体論入門―
＜編・著＞豊田昌倫 / 堀正広 / 今林修
言語学と文学研究の境界領域に位置し、両者の架け橋
である文体論の観点から、英語の理解や読解や作文教
育への知見を紹介する。様々なジャンルのスタイルを
取り上げ、知っておくべき基礎知識を解説する。

A5.240 頁.2017 年.ISBN978-4-87424-740-2.C1087
税込 2420 円
くろしお出版

多言語世界ヨーロッパ

A5.302 頁.2017 年.ISBN978-4-327-41096-4.C3082
税込 3080 円

分類４｜言語教育・応用言語学

―歴史・ＥＵ・多国籍企業・英語―
＜著＞トリュショ，C
＜訳＞西山教行 / 國枝孝弘 / 平松尚子
前半ではヨーロッパの各言語の成立事情を歴史的経緯
に沿って概観し、地域語や移民の出身言語といった現
代の課題を明らかにする。後半では多国籍企業やＥＵ
を題材に、主に英語の地位や機能をめぐる議論を紹介
する。

研究社

外国語教育学のための質問紙調査入
門
―作成・実施・データ処理―
＜監訳＞八島智子 / 竹内理
＜著＞ Z. ドルニェイ
＜訳＞安部純子 / 薮越知子
第 2 言語研究において最もよく使われているデータ収
集法である《質問紙法》の具体的手順を、第一人者の
ドルニェイが徹底的に解説した、かつてない一冊。

A5.232 頁.2019 年.ISBN978-4-469-24626-1..C3080
税込 2860 円
大修館書店

バイリンガリズム入門

四六.196 頁.2006 年.ISBN978-4-7754-0120-0.C3087
税込 2530 円
松柏社

＜著＞井狩幸男 / 田浦秀幸 / 難波和彦
＜編・著＞山本雅代
多言語化・多文化化が進む現代社会で「バイリンガ
ル」と呼ばれる人は多く存在するが、その実態とはど
のようなものか。 多岐にわたるバイリンガル研究を
俯瞰し、その基礎的な知識をコンパクトにまとめた入
門書。

はじめての英語文体論

―英語の流儀を学ぶ―
＜著＞堀正広
英語のスタイル（文体）を学ぶための入門書。英語系専
攻の初年度生を意識して説明はわかりやすさを第一と
し、加えて英語学との関わりを配慮。英文の実例は文
学、新聞、演説、学術関連の文章など多岐にわたる。

A5.256 頁.2014 年.ISBN978-4-469-24586-8.C3080
税込 2200 円
大修館書店

幻の日本語ローマ字化計画

A5.272 頁.2019 年.ISBN978-4-469-24624-7.C3082
税込 2420 円
大修館書店

―ロバート・K・ホールと占領下の国字改革―
＜編＞茅島篤
第二次大戦後の占領下、一人の米軍士官による日本語
表記のローマ字化計画は、どのように生まれ、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。

A5.280 頁.2017 年.ISBN978-4-87424-737-2.C3081
税込 4070 円
くろしお出版
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数理的言語学・言語情報処理

分類

新刊

5.0.0
数理的言語学・言語情報処理

テキストアナリティクス

テキストアナリティクスの基礎と実
践

計量言語学入門
２０２２年言語学図書総目録

―第 1 巻―
＜著＞金明哲
ロングセラー『テキストデータの統計科学入門』を全
面的に大改訂。基本的な考え方をふまえ、具体的なツ
ールを使用しながら丁寧に解説する。R コード多数収
録！

＜編・著＞伊藤雅光
統計的な方法に基づく計量言語学の基礎を学べる実戦
的な書。前半で計量語彙論の基本概念を解説し、後半
はパソコンを用いた演習。レポートや卒業論文にも幅
広く応用できる。

A5.288 頁.2002 年.ISBN978-4-469-21271-6.C3080
税込 2420 円
大修館書店

A5.340 頁.2021 年.ISBN978-4-00-029896-4.C3341
税込 4180 円
岩波書店

テキストアナリティクス

分類５｜数理的言語学・言語情報処理

テキストマイニングの基礎技術と応
用

5.2.0
言語情報処理

―第 2 巻―
＜編訳者＞那須川哲哉 / 吉田一星 / 宅間大介 / 鈴木祥
子 / 村岡雅康 / 小比田涼介
研究と実応用の両面に従事する研究者が、テキストデ
ータを活用するための実践的なガイドを提供する。基
盤技術の解説や活用事例にとどまらず、成果を出すた
めに必要な視点を示し、新しい研究トピックも取り上
げる。

外国語運用能力はいかに熟達化する
か

＜編・著＞横川博一 / 定藤規弘 / 吉田晴世
言語情報処理の「自動化」をキーワードに、外国語学
習者の言語情報処理プロセスを、心理言語学・学習科
学・脳神経科学の最新データにもとづき解説する。
A5.303 頁.2014 年.ISBN978-4-7754-0202-3.C3087
税込 3300 円

A5.286 頁.2020 年.ISBN978-4-00-029897-1.C3341
税込 3850 円
岩波書店

松柏社

日本語動詞の結合価

新刊

テキストアナリティクス

＜監修＞日本システムアプリケーション
＜編・著＞荻野孝野 / 小林正博 / 井佐原均
15 万文規模の日本語文集合をもとに、「動詞がとりう
る格と、その格を担う体言」について整備した、大規
模な言語データ集。本文編 1 冊、データ編 3 冊の他、
CD − ROM 1 枚付き。

金融・経済分析のためのテキストマ
イニング

―第 6 巻―
＜著＞和泉潔 / 坂地泰紀 / 松島裕康
市場レポートや経済ニュースなどのテキストデータを
分析し、資産運用や市場分析に活かす動きが加速して
いる。自然言語処理や機械学習、多変量解析などを組
み合わせる金融テキストマイニングについて、実践的
に解説。

B5.本文編 64.データ編 3 冊・696・704・688 頁.2003 年.
ISBN978-4-385-36080-5.C3081
税込 52800 円
三省堂

A5.172 頁.2021 年.ISBN978-4-00-029901-5.C3341
税込 2640 円
岩波書店

新刊

新刊

―第 7 巻―
＜著＞上阪彩香 / 土山玄 / 孫昊 / 劉雪琴 / 李広微 / 入
江さやか
＜編・著＞金明哲 / 中村靖子
人文学研究において、近年、テキストアナリティクス
が注目を集めている。古典の著者問題、作家の文体の
変遷、日本の方言分類分析など、文献研究に統計的手
法を融合させた「計量文献学」の入門書。

テキストアナリティクス

文学と言語コーパスのマイニング

知を再構築する 異分野融合研究の
ためのテキストマイニング

＜編＞内田諭 / 大賀哲 / 中藤哲也
テキストマイニングには、分野ごとの専門的知見の統
合を促す可能性がある。基礎編ではその理論や手法
を、実践編では言語学や社会学をはじめ様々な分野に
おける研究例を提示。

A5.248 頁.2021 年.ISBN978-4-00-029902-2.C3341
税込 3410 円
岩波書店

A5.268 頁.2021 年.ISBN978-4-8234-1000-0.C3080
税込 3960 円
ひつじ書房
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実践「コンピュータ英語学」

5.2.0.1 入門
―言語学・行動学からメディア研究まで―
＜編＞細馬宏通 / 菊地浩平
映像や音声に注釈をつけ自在に分析する事ができるフ
リーのソフトウェア ELAN。いまや様々な分野で使
われている ELAN の最初の一歩から応用までを丁寧
に解説した入門書。

A5 296 頁 1995 年 ISBN4-7553-0206-4 C3082
税込 2750 円
音羽書房鶴見書店

A5 288 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-765-2 C3004
税込 2640 円
ひつじ書房

パソコンがあればできる！ ことば
の実験研究の方法

ウェブ検索による日本語研究

A5 296 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-964-9 C3080
税込 2860 円
ひつじ書房

B5 208 頁 2014 年 ISBN978-4-254-51044-7 C3081
税込 3190 円
朝倉書店

新刊

ベーシックコーパス言語学 第 2 版

言語研究のためのプログラミング入
門

＜著＞石川慎一郎
初版刊行より約 10 年を経て、最新情報を取り入れ内
容を大幅更新。英語コーパスと日本語コーパスの両者
に目配りしつつ、コーパスを生かした言語研究の方法
論を解説する。

―Python を活用したテキスト処理―
＜著＞淺尾仁彦 / 李在鎬
言語研究者の関心に即したプログラミングの入門書。
「Python」による英語や日本語の言語分析のための具
体的な処理例を多数収録しています。コンピュータに
よるテキスト処理の威力をぜひ実感してください。

A5 288 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1093-2 C1080
税込 1870 円
ひつじ書房

A5 288 頁 2013 年 ISBN978-4-7589-2188-6 C3080
税込 3520 円

5.2.0.2 コーパス

開拓社

ことばのデータサイエンス

The BNC Handbook

―コーパス言語学への誘い―
＜編・著＞ G. アシュトン /L. バーナード
＜訳＞北村裕
オックスフォード・コンピュータセンターのルー・
バーナード所長、ボローニャ大学のガイ・ アシュト
ン教授が書き下ろした英語コーパス BNC の完全攻略
法！

＜著＞小林雄一郎
言語学・文学が対象とするテキストから計量的に知見
を引き出すための統計・データ分析を学ぶ。

A5 180 頁 2019 年 ISBN978-4-254-51063-8 C3081
税込 2970 円
朝倉書店

J ポップの日本語研究

A5 392 頁 2004 年 ISBN978-4-7754-0065-4 C3080
税込 4180 円

―創作型人工知能のために―
＜著＞伊藤雅光
J ポップの歌詞「ことば」を計量分析し，その変遷や
様々な特徴を明らかにし，研究の仕方を示す。その成
果をもとに人工知能にラブソングを作らせることを試
みる。AI は一人で恋の歌を歌えるのか？

松柏社

A5 216 頁 2017 年 ISBN978-4-254-51054-6 C3081
税込 3520 円
朝倉書店
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―容認性調査、読文・産出実験からコーパスまで―
＜編＞中谷健太郎
パソコンでできる言語学の実験研究の実践方法（容認
性調査、自己ペース読文課題、語彙性判断課題、言語
産出課題、コーパス調査、CHILDES 検索法）を紹介
する。

＜著＞荻野綱男
検索エンジンを駆使し、WWW の持つ膨大な情報を
データベースとして日本語学を計量的に捉える初学者
向け教科書。WWW の情報の性格、複合語の認識、
ヒット数の意味などを解説し、レポートや研究での事
例も紹介。

２０２２年言語学図書総目録

―テキストデータベースの構築と分析―
＜著＞岡田毅
英語学における研究目的に合致したコンピュータ処理
はどのようなものか。文字認識からデータベースの構
築・分析にいたる各種の手法を個人研究者のために英
語学的見地から精緻に具体的に解説した先駆的研究書。

ELAN 入門

英語学習者コーパス活用ハンドブッ
ク

講座日本語コーパス
＜監修＞前川喜久雄

２０２２年言語学図書総目録

＜編・著＞投野由紀夫 / 金子朝子
国内の主要日本人英語学習者コーパスの概要と研究例
を紹介し、その活用法を探る。学習者のエラー分析や
理解度発達など、研究と指導の両面に有益な 1 冊。

分類５｜数理的言語学・言語情報処理

1 コーパス入門 前川喜久雄 編
ISBN978-4-254-51601-2
2 書き言葉コーパス 山崎誠 編
ISBN978-4-254-51602-9
3 話し言葉コーパス 小磯花絵 編
ISBN978-4-254-51603-6
4 コーパスと国語教育 田中牧郎 編
ISBN978-4-254-51604-3
5 コーパスと日本語教育 砂川有里子 編
ISBN978-4-254-51605-0
6 コーパスと日本語学 田野村忠温 編
ISBN978-4-254-51606-7
7 コーパスと辞書 伝康晴・荻野綱男 編
ISBN978-4-254-51607-4
8 コーパスと自然言語処理 松本裕治・奥村学 編
ISBN978-4-254-51608-1
164 ～ 224 頁 2013 年  C3381
税込 3300 ～ 4180 円

A5 258 頁 2013 年 ISBN978-4-469-24580-6 C3082
税込 2420 円
大修館書店

英語コーパス言語学 改訂新版

―基礎と実践―
＜編＞齊藤俊雄 / 中村純作 / 赤野一郎
コンピュータを駆使して言語資料を編纂・分析する言
語研究法「コーパス言語学」。その定義から応用まで
を解説する本邦初の総合概説書として 1998 年に刊行
された初版を、その後の発展を取り込んで全面的に改
稿・増補。
A5 336 頁 2005 年 ISBN978-4-327-40139-9 C3082
税込 4180 円

研究社

朝倉書店

英語コーパスと言語教育

―データとしてのテクスト―
＜著＞石川慎一郎
英語コーパスの系譜、コーパスの構築・分析技術、デ
ータの計量技法など、コーパスの基礎を徹底解説する
第 1 部と、言語教育における言語・教材・学習を対象
としたコーパス研究事例を紹介する第 2 部で構成。

A5 280 頁 2008 年 ISBN978-4-469-21321-8 C3080
税込 2860 円
大修館書店

探索的コーパス言語学

―データ主導の日本語研究・試論―
＜著＞石井正彦
「データによってデータそのものを説明する探索的な
アプローチ」つまりデータから構造やパターンを探り
出し有意味な洞察や仮説を得るアプローチを提案。多
様なコーパスによるデータ主導型の研究の可能性を示
す。
A5 388 頁 2019 年 ISBN978-4-87259-692-2 C3080
税込 6270 円
大阪大学出版会

英語コーパスを活用した言語研究

＜著＞リンドクヴィスト，H
＜訳＞渡辺秀樹 / 大森文子 / 加野まきみ / 小塚良孝
コーパスは、言語研究や辞書編纂になくてはならない
ツールである。では、実際にどう活用できるのか？
どんな研究テーマが展開できるのか？ これらの疑問
に答えてくれるのが本書である。

新刊

「中納言」を活用したコーパス日本
語研究入門

＜著＞中俣尚己
国立国語研究所の様々な日本語コーパスを検索するた
めのアプリケーション「中納言」の初の解説書。検索
の仕方や様々な機能、数値の比較の仕方。どう研究を
行うべきかを解説。

A5 250 頁 2016 年 ISBN978-4-469-24600-1 C3082
税込 3080 円
大修館書店

A5 208 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1059-8 C3080
税込 1980 円
ひつじ書房

コーパスで学ぶ日本語学

日本語教育への応用

＜編＞森篤嗣
日本語教育は「何を」教えるべきなのか。主観をサポ
ートするコーパスの使い方とともに解説する。

A5 164 頁 2018 年 ISBN978-4-254-51655-5 C3381
税込 2640 円
朝倉書店

148

数理的言語学・言語情報処理

日本語コーパス活用入門

ひつじ研究叢書（言語編）159

江戸語資料としての後期咄本の研究
＜著＞三原裕子
これまで注目されていなかった江戸時代の大衆文学と
も言える「咄本」の資料的価値を見いだし、江戸時代
後期ことばの変化の様子を論じる。

A5 516 頁 2019 年 ISBN978-4-89476-959-5 C3080
税込 9680 円
ひつじ書房

A5 208 頁 2016 年 ISBN978-4-469-22255-5 C3081
税込 2640 円
大修館書店

近世仮名遣い論の研究

コーパスで学ぶ日本語学

＜編＞小椋秀樹
語の集まりである語彙と、漢語・外来語などの表記
を、コーパスで計量的に探究する方法を学ぶ。
A5 160 頁 2020 年 ISBN978-4-254-51652-4 C3381
税込 2640 円
朝倉書店

A5 296 頁 2007 年 ISBN978-4-8158-0570-8 C3081
税込 6270 円
名古屋大学出版会

コーパスで学ぶ日本語学

日本語の歴史

言語史の計量的研究

＜編＞田中牧郎
奈良時代から明治大正時代まで、日本語の歴史をコー
パスで読み解くために。例題・演習多数。

＜著＞宮島達夫
語彙の計量という観点から、言語の諸カテゴリーやそ
の単位、その資料、言語史は、どのようにあつかえる
か。
語彙の特徴を全体として考察対象とする、「総体とし
ての語彙」研究。

A5 192 頁 2020 年 ISBN978-4-254-51654-8 C3381
税込 2970 円
朝倉書店

A5 950 頁 2019 年 ISBN978-4-305-70877-9 C0092
税込 19800 円
笠間書院

5.2.0.3 データベース
新刊

テキスト計量の最前線

―データ時代の社会知を拓く―
＜編＞左古輝人
計量テキスト分析は人文・社会科学の領域で進みつつ
ある。具体的な課題の研究成果。思想史・概念史、学
説研究、ジャーナリズム言説の分析、研究者ネットワ
ークの分析など。

A5 176 頁 2021 年 ISBN978-4-8234-1072-7 C3030
税込 3080 円
ひつじ書房

ことばの雑記控

―六十の手習い、八十の飯事―
＜著＞倉持保男
「新明解国語辞典」を半世紀にわたり支え続けた著者
が、「意味のとらえ方」について、さまざまな角度か
ら提示する待望の一冊。常に言葉の意味を考え、その
分析する手を緩めることはない。

四六 256 頁 2018 年 ISBN978-4-385-36442-1 C0081
税込 3960 円
三省堂

連想語頻度表

日本語「起源」論の歴史と展望

―3 モーラの漢字・ひらがな・カタカナ表記語―
＜著＞柳谷啓子 / 清河幸子 / 川上正浩
＜編＞水野りか
延べ 934 名の大規模調査から作成。実験心理学・臨床
心理学・知識工学・情報工学・心理言語学・社会学な
どの領域で活用できる 300 の刺激語とその連想語の最
新データベース。連想語収載の CD-ROM 付。

＜編＞長田俊樹
日本語の起源がどのように議論されてきたのかを、日
本言語学史にそって検証し、また、国語学史や人類進
化学などの領域からも考察する。国際日本文化研究セ
ンター共同研究報告論文集。
A5 360 頁 2020 年 ISBN978-4-385-36508-4 C3080
税込 3410 円

B5 350 頁 2011 年 ISBN978-4-7795-0562-1 C3011
税込 5280 円
ナカニシヤ出版

三省堂
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分類５｜数理的言語学・言語情報処理

―五十音図と古代日本語音声の発見―
＜著＞釘貫亨
抽象的な音声中心主義批判とは一線を画す、実証的な
学説史の視点から、契沖・宣長などの巨人や知られざ
る音韻家・国学者の拓いた学理の地形を周到かつスリ
リングに辿る。『喉音仮名三異弁』『同弁正』の影印収
録。

日本語の語彙・表記

２０２２年言語学図書総目録

―NINJAL-LWP 実践ガイド―
＜著＞赤瀬川史朗 / パルデシ，P/ 今井新悟
急速に普及しつつある日本語コーパスの活用法を紹
介する初のガイドブック。『現代日本語書き言葉均衡
コーパス』『筑波ウェブコーパス』の検索用ツール
NINJAL-LWP の開発・公開に関わった３名が執筆。

『日本国語大辞典』をよむ

２０２２年言語学図書総目録

＜著＞今野真二
日本最大の国語辞典「日本国語大辞典 第二版」全
13 巻（約 2 万ページ）。この巨大辞典を巻頭から巻末
まで通読し、辞書や日本語の様々な話題を提供する、
前人未踏の試み。
四六 416 頁 2018 年 ISBN978-4-385-36506-0 C0081
税込 3080 円
三省堂

日本語スタンダードの歴史

分類５｜数理的言語学・言語情報処理

―ミヤコ言葉から言文一致まで―
＜著＞野村剛史
東京語が「標準語」になったのではない。「標準語」
が東京語を作ったのだ。本書では、室町期の言語から
考察を始め、通説を覆す結論を得る。さらに、「言文
一致」の創始についても、神話化された部分の解体を
試みる。

四六 366 頁 2013 年 ISBN978-4-00-024294-3 C0081
税込 3410 円
岩波書店

小谷博泰著作集第四巻

日本語文法の原理と教育

―超言語学ことはじめ―
＜著＞小谷博泰
主語についての問題を三上章などの諸研究をふまえて
追究、その先駆けとも言える谷崎潤一郎の日本語につ
いての考察を取り上げた。さらに、小説、映画、演劇
他から国語教育、日本語教育の具体的、実践的な考察
も行う。

A5 436 頁 2020 年 ISBN978-4-7576-0958-7 C3381
税込 7700 円
和泉書院

小谷博泰著作集第三巻

木簡・金石文と記紀の研究

＜著＞小谷博泰
木簡・金石文などの文字資料の研究を中心に記紀歌
謡、初期万葉、風土記などの上代文学作品の表記など
に関しても考察をすすめる。また、古事記と日本書紀
の徹底的な対比・分析を行うことで、成立の状況に迫
る。

A5 368 頁 2018 年 ISBN978-4-7576-0891-7 C3381
税込 13200 円
和泉書院
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言語史・言語学史

分類

新刊

6.0.0
言語史・言語学史

英語の歴史から考える英文法の「な
ぜ」２
＜著＞朝尾幸次郎
学校英文法の視点からは「なぜ？」と感じられる表現
を取り上げ、英語史の視点から解説。第２弾では小説
や映画の中の生きた英語の文法の「なぜ」にフォーカ
ス。一読すれば小説・映画が一層深く味わえる。

6.0.0.3.英米語
２０２２年言語学図書総目録

英語の改良を夢みたイギリス人
たち

四六.208 頁.2021 年.ISBN978-4-469-24646-9.C3082
税込 1980 円
大修館書店

―綴り字改革運動史 1834‒1975―
＜著＞山口美知代
国民国家の初等教育効率化のため、科学的言語研究の
ため、国際語としての英語の地位確立のために、綴り
字をより規則的・表音的に変えようとしたイギリス人
たちの試行錯誤の歴史とその意義を明らかにする言語
文化史研究。

6.0.0.5.中国語

中国語における東西言語文化交流

分類６｜言語史・言語学史

―近代翻訳語の創造と伝播―
＜著＞千葉謙悟
東アジアの近代は翻訳語と共に幕を開けた──意訳
語・音訳語を統合する新研究により、近代中国翻訳語
の創造・伝播の諸相があざやかに浮かび上がる。新進
気鋭の研究者による、清新・充実の著。

A5.416 頁.2009 年.ISBN978-4-7589-2141-1.C3082
税込 4840 円

開拓社

英語の辞書史と語彙史

―方法論的考察―
＜著＞三輪伸春
英語という言語の歴史的特徴を、辞書と語彙という視
点から考察。第 1 部では英語の辞書の経緯を古期英語
の辞書から OED まで辿り、第 2 部の語彙史・意味変
化の研究では英語史全体を視野に入れ、方法論を意識
しつつ記述した。

A5.264 頁.2010 年.ISBN978-4-385-36457-5.C3087
税込 5762 円

三省堂

仏典はどう漢訳されたのか

―スートラが経典になるとき―
＜著＞船山徹
古代インドの大文明に誕生した仏典は、どう原語から
訳され、漢字文化圏に入ったのか。玄奘や鳩摩羅什
ら、訳経にあたった高僧たちの翻訳理論はいかなるも
のだったのか。現代の翻訳学にも示唆を与える、初の
一般向け概説書。

A5.251 頁.2011 年.ISBN978-4-7754-0172-9.C3082
税込 3080 円

松柏社

英語の「なぜ？」に答える はじめ
ての英語史

四六.314 頁.2013 年.ISBN978-4-00-024691-0.C0015
税込 3410 円
岩波書店

＜著＞堀田隆一
素朴な疑問に答える形で、英語の歴史をひもといてい
く、これまでになかった英語史の入門書。英語史の基
礎知識を学んでいくことができる。英語という言語に
ついて深く学んでいくために最適な 1 冊。
A5.206 頁.2016 年.ISBN978-4-327-40168-9.C3082
税込 2420 円

研究社

英語の歴史から考える英文法の「な
ぜ」

＜著＞朝尾幸次郎
night の gh はなぜ読まない？ ３単元になぜ s をつ
ける？ 不定詞になぜ to をつける？…英語が現在の
姿までに辿った過程を紐解くと、現在の「不規則」に
元々あった「規則」が理解できる。

6.0.0.6.その他

イェルムスレウ

―ソシュールの最大の後継者―
＜著＞バディル，C
＜訳＞町田健
「言理学」を打ち立てたイェルムスレウこそ、ソシュ
ールが描いた現代言語学の設計図を具体化し、言語学
を独立した科学として確立させた注目すべき言語学者
である。彼の全貌がここに明かされる。
四六.262 頁.2007 年.ISBN978-4-469-21311-9.C3080
税込 2530 円
大修館書店

四六.268 頁.2019 年.ISBN978-4-469-24623-0..C3082
税込 1980 円
大修館書店
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言語史・言語学史

ことばの思想家 50 人

A5.312 頁.2016 年.ISBN978-4-254-51048-5.C3080
税込 7040 円
朝倉書店

6.1.0
言語史
言語類型の起源と系譜

＜著＞近藤健二
能格言語と活格言語と主格言語の起源、インド・ヨー
ロッパ語における文法的な生と性の成り立ち、日本語
を含むアジア太平洋諸語の同系性、そしてシュメール
語とエラム語の驚くべき系譜が斬新な方法で論じられ
る。
A5.512 頁.2005 年.ISBN978-4-7754-0094-4.C3080
税込 5280 円

新刊

松柏社

ことばをめぐる 17 の視点

ガイドブック日本語史調査法

＜編＞大木一夫
古い文献のことばから日本語の歴史を解明するための
調査法マニュアル。文献の内容の読み取り方や、証拠
の集め方などを具体的に説明する。日本語史の演習や
卒業論文に最適。

A5.328 頁.2019 年.ISBN978-4-89476-854-3.C1081
税込 2860 円
ひつじ書房

四六.144 頁.2021 年.ISBN978-4-469-21383-6.C3080
税込 1870 円
大修館書店

現代日本語史における放送用語の形
成の研究

6.0.0.7.記念論文集

＜著＞塩田雄大
放送のことばは、どのようにして形作られてきたの
か。昭和初期の放送用語をめぐる具体的な議論や審議
資料の分析をもとに、語彙・発音・アクセントにわた
る「音声標準語」成立事情を解明する、類いまれな論
考。

英語フィロロジーとコーパス研究

＜編＞渡部眞一郎 / 細谷行輝
北欧、スコットランド、ウェールズ、韓国の世界的に
著名な学者 9 名と、日本の学界において第一線で活躍
する学者 25 名による英語フィロロジーとコーパス研
究の分野における最新の研究成果を収めた一級の論文
集。

A5.312 頁.2014 年.ISBN978-4-385-36458-2.C3081
税込 2970 円

三省堂

A5.568 頁.2009 年.ISBN978-4-7754-0157-6.C3082
税込 7480 円

日本語活字印刷史

松柏社

＜著＞鈴木広光
漢字と仮名による多様な書字活動は、いかにして活字
化されたのか。技術のみならず文字の性質や書記様
式・言語生活等に着目し、古活字版から明朝体活字鋳
造を経て近代活字組版まで、グローバルな視野で描き
出す。

新刊

中世英文学の日々

―池上忠弘先生追悼論文集―
＜編＞チョーサー研究会 / 狩野晃一
チョーサーに限らず、古英語・中英語・近代英語・現
代英語の言語と文学、歴史、美術に関する研究発表や
講演を行ってきたチョーサー研究会の中から 15 名が
寄稿し作成された追悼論文集。

A5.358 頁.2015 年.ISBN978-4-8158-0795-5.C3021
税込 6380 円
名古屋大学出版会

A5.248 頁.2021 年.ISBN978-4-269-72156-2.C3098
税込 3080 円

英宝社
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分類６｜言語史・言語学史

―人間言語は「雪の結晶」である―
＜著＞モロ，Ａ
＜訳＞今井邦彦
生物学者の立場からアンドレア・モロが、プラトン、
チョムスキーなど古今さまざまな時代の言語について
の哲学者や言語学者たちの言葉を取り上げ、言語研究
の歴史を描く。

２０２２年言語学図書総目録

―重要人物からみる言語学史―
＜監訳＞瀬田幸人 / 田子内健介
＜著＞ M. トマス
＜総監訳＞中島平三
言語の研究・言語学の進展に貢献のあった人物をプラ
トンやアリストテレスらの古代から、ヤーコブソン、
チョムスキー、カメロンに至る現代まで 50 人を選び
出し解説。言語学の重要な歴史が鮮明に浮かび上がる。

花咲く大和言葉の森へ

6.1.0.3 英米語

２０２２年言語学図書総目録

―日本語の新起源論から新釈万葉集へ―
＜著＞近藤健二
日本語の礎を築いた渡来系弥生人の出自の問題を論じ
る。古代中国語の深奥に分け入り、日本語の源流を突
き止め、不詳の枕詞の謎を解き、訓読困難な万葉仮名
を訓む。従来の研究に新風を吹き込もうとした画期的
な書。

新刊

Enregisterment of thou in
Eighteenth-Century Plays

＜著＞野々宮鮎美
18 世紀英国戯曲における thou の用法を喜劇・悲劇
の 2 ジ ャ ン ル に 分 け て 調 査 し、悲 劇 に thou が 頻 繁
に表れるのは「戯曲の言語」としてのレジスター化
(enregisterment) が進んだからだと論じた。

46 224 頁 2020 年 ISBN978-4-7754-0266-5 C3081
税込 2200 円

松柏社

菊 276 頁 2021 年 ISBN978-4-7589-2295-1 C3082
税込 6820 円

バリエーションの中の日本語史

分類６｜言語史・言語学史

＜編＞岡﨑友子 / 衣畑智秀 / 藤本真理子 / 森勇太
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。

開拓社

Studies in the History of the English
Language
⑥ Studies in Middle and Modern English 谷 明信・
Jennifer Smith（編） ISBN978-4-7589-2249-4  
⑦ Language Contact and Variation in the History of English
内田充美・家入葉子・Lawrence Schourup（編）
ISBN978-4-7589-2253-1  
⑧ A Chronological and Comparative Study of Body Language in English and American Literature 堀 正広・池田
裕子・高口圭轉（編） ISBN 978-4-7589-2268-5  
A5 152 ～ 180 頁 2017 ～ 2018 年  
税込 4180 円
開拓社

A5 304 頁 2018 年 ISBN978-4-87424-766-2 C3081
税込 4070 円
くろしお出版

文法変化の研究

＜著＞小柳智一
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。

英語教師のための英語史

A5 304 頁 2018 年 ISBN978-4-87424-768-6 C3081
税込 3740 円
くろしお出版

＜編＞片見彰夫 / 川端朋広 / 山本史歩子
英語教育における英語史の実践的活用に着目をし、
中・高等学校で扱う文法項目と関連付けながら、古英
語から現代英語まで英語はどのような過程を経て現代
の姿になったか、そのプロセスをコンパクトにまとめ
ている。

弥生言語革命

＜著＞近藤健二
日本語の起源は古代中国語である。弥生時代の日本
で、渡来人の母語である古代中国語から新しい言葉が
芽吹いた。そして千年の時をかけ、百花繚乱の大和言
葉に発展した。この想定を裏付けるため、起源が同じ
だと見なされる古代日本語と古代中国語をくまなく探
し、探し出した語を本書にすべて示した。

A5 288 頁 2018 年 ISBN978-4-7589-2258-6 C3082
税込 3080 円

開拓社

英語準動詞・節の実証通時研究

A5 464 頁 2020 年 ISBN978-4-7754-0267-2 C3081
税込 4950 円

―英語聖書四福音書を言語資料として―
＜著＞佐藤勝
2006 年に刊行した不定詞に続き、各時代における英
語聖書四福音書の英語準動詞・節の調査・研究、その
成果に基づくさまざまな通時的考察。著者の研究の集
大成である。

松柏社

歴史言語学の射程

＜編＞沖森卓也
長く日本語学の研究全般にわたり多くの業績を積み重
ねてきた編者のもと、気鋭の研究者全 36 人の寄稿に
なる論集。すべての人間活動の基底にある言葉を、日
本語の歴史総体の中で様々な視点からとらえる重要な
論考。

A5 200 頁 2016 年 ISBN978-4-269-77055-3 C1082
税込 3080 円

英宝社

A5 624 頁 2018 年 ISBN978-4-385-36243-4 C3081
税込 11000 円

三省堂

154

言語史・言語学史

英語の語源探訪

6.1.0.6.その他

―ことばと民族の歴史を訪ねて―
＜著＞織田哲司
street や route に は 元 来「道」の 意 味 は な く、shirt
と skirt は同じものだった。dirt のもともとの綴りは
drit であり、island は勘違いから生まれた言葉だっ
た。語源を辿れば、言葉と民族の歴史が見えてくる。

イタリア語の起源

四六.216 頁.2011 年.ISBN978-4-469-24569-1.C3082
税込 1320 円
大修館書店

英語の成長と構造

A5.232 頁.2007 年.ISBN978-4-87698-705-4.C1087
税込 3080 円
京都大学学術出版会

6.2.0
言語学史

A5.440 頁.2015 年.ISBN978-4-269-82043-2.C1098
税込 6380 円

英宝社

英語文化史を知るための 15 章

6.2.0.1.日本語

＜著＞武内信一
英語史の重要テーマを 15 ほどピックアップし、社会
文化史的な観点から解説した英語文化史の入門書。教
科書的な無味乾燥を断然排して、「読んで楽しい」入
門書として構成した。大学の英語史の教科書として最
適。

日本語が英語と出会うとき

＜著＞今野真二
明治期からの日本語百五十年の歴史を考察。英語辞書
がどんな工夫で作られ、どんな日本語を使って記述さ
れているか。日本語が今ある形になるまでの紆余曲折
を英語辞書の成立と発展を概観しながら立体的に描き
出す。

A5.252 頁.2009 年.ISBN978-4-327-40154-2.C3082
税込 3080 円

四六.290 頁.2019 年.ISBN978-4-327-38481-4.C0087
税込 2420 円
研究社

研究社

聖書でたどる英語の歴史

＜著＞寺澤盾
英米人の生活・文化と深く関わってきた英訳聖書。各
時代の聖書の記述を比較しながら、過去 1500 年の間
に英語に起こったさまざまな変化をたどる。
A5.262 頁.2013 年.ISBN978-4-469-24582-0.C3082
税込 2420 円
大修館書店

新刊

ブックレット英語史概説

＜著＞西原哲雄
英語の歴史に関わる基本的な概念や専門用語をわかり
やすく説明すると同時に、英語史における様々な出来
事や時代の変遷をたどって語学的側面や文化的側面か
らの分析も行い、英語史を的確に俯瞰している。
四六.88 頁.2021 年.ISBN978-4-7589-1341-6.C1382
税込 1320 円

開拓社
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分類６｜言語史・言語学史

＜著＞ O. イェスペルセン
＜訳＞溝端清一 / 向井毅 / 相田周一 / 奥村譲
＜監訳＞米倉綽
イェスペルセンの言語への情熱を何世代もの読者にご
く自然に伝えている名著。市川三喜博士も著書で「ま
ず英語史で最初に読んでよい」「平易で興味があり、
学問的価値を持った本」と評価。

２０２２年言語学図書総目録

―歴史文法入門―
＜監修＞岩倉具忠
＜著＞ジュゼッペ・パトータ
＜訳＞橋本勝雄
ラテン語からの変遷を文法面から詳しく追い、標準の
イタリア語と姉妹関係にある、ナポリ語などイタリア
で話されている諸言語への見取り図を提供。イタリア
語をいっそう深く理解するための、格好の文法史・入
門。
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諸言語

分類

ゲルマン語入門

7.0.0
諸言語

＜著＞清水誠
バルト海からライン川へ。北海からアルプス山脈へ。
近代市民社会の礎を築いた北欧・中欧のゲルマン語系
諸言語。その錯綜した言語世界の成り立ちを解きほぐ
し、明快な展望を与える最新のゲルマン語入門。

7.0.0.2.日本諸語
２０２２年言語学図書総目録

九州大学人文学叢書 12

A5.224 頁.2012 年.ISBN978-4-385-36468-1.C0087
税込 3740 円

A Grammar of Irabu

三省堂

―A Southern Ryukyuan Language―
＜著＞下地理則
消滅の危機にある南琉球宮古伊良部島方言（沖縄県宮
古島市）を体系的・包括的に記述した文法書。2 編の
自然談話資料つき。

詳解ラテン文法 新装版

＜著＞樋口勝彦 / 藤井昇
本書はラテン語を現代人の常識として、しかも言語学
的な裏づけをもって知っておきたいという人のため
に、教科書向きに書かれた。

菊.462 頁.2017 年.ISBN978-4-7985-0195-6.C3381
税込 11000 円
九州大学出版会

分類７｜諸言語

B6.190+別冊 28 頁.2008 年.ISBN978-4-327-39414-1.
C3087
税込 2750 円
研究社

7.0.0.4.アジア諸語

スペイン語のムードとモダリティ

シリーズ記述文法 2

パラウク・ワ語

―日本語との対照研究の視点から―
＜著＞福嶌教隆
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。

＜著＞山田敦士
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
述する。

A5.360 頁.2020 年.ISBN978-4-87424-829-4.C3380
税込 5940 円
くろしお出版

A5.168 頁.2019 年.ISBN978-4-87424-799-0.C3087
税込 3520 円
くろしお出版

新刊

ラテン語・その形と心

東アジア文字の情報理論

＜著＞風間喜代三
EU 統合を象徴する言語として、ラテン語があらため
て見直されている。言語的な視点と文化史的な視点を
自在に織りまぜる。最新・最高の初級ラテン語入門書。

＜著＞鹿島英一
東アジア固有の文字は漢字及び漢字の影響下の文字と
雲貴高原の絵文字群に大別される。本書は定量的デー
タからもい j 大系の特徴に迫る。

A5.288 頁.2005 年.ISBN978-4-385-36252-6.C0087
税込 3080 円

A5.1006 頁.2021 年.ISBN978-4-7599-2389-6.C3087
税込 16500 円
風間書房

三省堂

ラテン語とギリシア語

7.0.0.5.ヨーロッパ諸語

オウィディウスでラテン語を読む

＜著＞風間喜代三
ラテン語力が飛躍する。楽しく読みこなすための工夫
をこらしたラテン語撰文集。案内人は、古代ローマの
人気詩人オウィディウス。恋の手管を教導するエロテ
ィックな詩、流刑地から妻や友に送った書簡詩を読む。
A5.256 頁.2013 年.ISBN978-4-385-36253-3.C0087
税込 3300 円

三省堂
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＜著＞風間喜代三
ラテン語とギリシア語は、なぜあらゆる文法の範（モ
デル）になったのか。二つの言葉の骨格をくっきりと
浮かび上がらせて、言葉のしくみのおもしろさを縦横
に説いた、斬新な入門書。

四六.216 頁.1998 年.ISBN978-4-385-35833-8.C0080
税込 2640 円
三省堂

諸言語

ロマンス語入門

7.8.0
文字論

＜著＞町田健
ラテン語を祖として、西欧世界の学問・芸術を根底か
ら支え育んできたロマンス系の諸言語。ポルトガル
語、スペイン語、フランス語、イタリア語などから成
るその言語世界を簡明に解説した絶好の入門書。

文字の歴史

三省堂

7.0.0.8.その他

アラビア語の世界

A5.616 頁.2015 年.ISBN978-4-385-36316-5.C3087
税込 11000 円

四六.470 頁.2005 年.ISBN987-4-327-40141-2.C3080
税込 4180 円
研究社

分類７｜諸言語

―歴史と現在―
＜著＞ケース・フェルステーヘ
＜訳＞長渡陽一
世界の大言語にして最重要言語のひとつであるアラビ
ア語。その歴史と現在を、はじめて総合的に解明した
画期的名著の完訳。言語学のみならず、歴史、宗教、
文学、社会、政治など、多分野のイスラム理解に必携。

7.9.0
書記（・表記）
図説 サインとシンボル

三省堂

＜監訳＞小泉均
＜著＞ Frutiger, Adrian
＜訳＞越朋彦
モダン・タイポグラフィの名匠が長年の実践と思索を
経て完成させた「記号の形態学」。視覚的表現として
のサインとシンボルが、人間の思考の記録と伝達にと
って本質的かつ不可欠な手段であることを実例で詳説
する。

境界の「言語」

―地球化 / 地域化のダイナミクス―
＜編・著＞荒このみ / 谷川道子
中央集権国家や植民地下のように支配的な言語により
ローカルな言語は消滅に向かうのか、文学や表象言語
の世界に生まれてきた対応の戦略は何か、境界を越え
る相互理解の行為としての「翻訳」の問題性をどう捉
えるか。

A5.480 頁.2015 年.ISBN978-4-327-37739-7.C0670
税込 6050 円

四六.272 頁.2000 年.ISBN4-7885-0734-X.C1080
税込 2860 円

研究社

新曜社

世界の文字と記号の大図鑑

サンスクリット語・その形と心

―Unicode 6.0 の全グリフ―
＜著＞ベルガーハウゼン，ヨハネス / ポアランガン，
シリ
＜日本版監修＞小泉均
ユニコード 6.0 に登録された 10 万 9242 文字のすべて
を一望。“decodeunicode” をコード番号順に再編集。
U+xx00 から U+xxFF の 256 キャラクターを見開き
でレイアウト。サイズを A5 判にして、卓上でも使い
やすくした。

＜著＞上村勝彦 / 風間喜代三
日本を含むアジア世界に大きな影響を与えているサン
スクリット語。その広大無辺の境域をふたりの碩学が
平明に説きあかした最新・最高のサンスクリット語入
門。学習効率を一気に高める「動詞語根一覧表」付。
A5.384 頁.2010 年.ISBN978-4-385-36465-0.C0087
税込 3850 円

三省堂

A5.1024 頁.2014 年.ISBN978-4-327-37736-6.C0670
税込 17600 円
研究社
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２０２２年言語学図書総目録

―ヒエログリフから未来の「世界文字」まで―
＜著＞フィッシャー，スティーヴン・ロジャー
＜訳＞鈴木晶
文字はひとを魅了する。とくに興味をそそるのは古代
の文字である。世界の文字の歴史を 176 の図版を用い
ながら分かりやすく解説する。数々の発見や蘊蓄もあ
り、「ことば」「文字」に関心のある方にはお薦めの一
冊。

A5.204 頁.2011 年.ISBN978-4-385-36464-3.C0087
税込 3080 円

分類コード

9.0.0
頁

9.0.0....................................................雑誌 162

※ページ数の入っていない分類コードは、現在、該当する内容のものがありません。

雑誌

分類

雑誌

日本語文法

9.0.0
雑誌

＜編＞日本語文法学会
｢日本語文法学会｣ 編集・発行による日本語文法及び
その周辺分野の研究専門誌。年 2 回刊行。国内外の研
究者による質の高い優れた研究論文を掲載。1 巻 1 号
から 21 巻 2 号まで 41 点を刊行中。

英語教育
２０２２年言語学図書総目録

創刊：1952 年
発売日：毎月 14 日 月刊
主たる読者構成：中・高・大学の英語科教員および教
員志望の学生
英語教育とその関連分野の最新の情報を提供する専
門誌。英語の語法診断 Question Box 等の連載をはじ
め、指導技術、教材研究、文学、言語理論、文化・背
景に関する記事を満載。

A5.100 ～ 264 頁.
税込 3300 ～ 3850 円

くろしお出版

ことばと文字

＜編＞日本のローマ字社
国際化時代に「日本語の未来と文字を考える」雑誌。
広くことばと文字をテーマとして議論を交わす。1 ～
12 号は年 2 回、13 号以降は年 1 回刊行（品切あり）。

B5.80 頁.01913
税込 913 円

分類９｜雑誌

5 号.ISBN978-4-87424-695-5.
7 号.ISBN978-4-87424-681-8.
8 号.ISBN978-4-87424-685-6.
9 号.ISBN978-4-87424-764-8.
10 号.ISBN978-4-87424-780-8.
12 号.ISBN978-4-87424-427-2.
13 号.ISBN978-4-87424-015-1.
14 号.ISBN978-4-87424-049-6.
A5.186 ～ 268 頁.
税込 1100 ～ 1760 円

大修館書店

言語教育実践 イマ×ココ

創刊：2012 年
発売日：10 月 年 1 回
主たる読者構成：日本語教師、日本語ボランティア、
国語教師、外国語教師など、ことばの教育に携わる方
全般
言語教育における実践の共有をめざす年刊誌。企画特
集の〈Agora〉と投稿（実践のアイディア・リソース
／実践紹介／実践報告／実践研究）の 4 カテゴリー）で
構成されている。

くろしお出版

B5.76 ～ 144 頁.
税込 1320 円

ココ出版

日本語／日本語教育研究

創刊：2010 年
発売日：5 月 年 1 回
主たる読者構成：日本語学、日本語教育学に関わる国
内外の研究者
2009 年に設立された日本語／日本語教育研究会の研
究会誌。日本語学と日本語教育の相互交流と発展のた
めに創刊された。査読付き。
A5.246 ～ 312 頁.
税込 2640 ～ 3520 円

ココ出版

日本語学

創刊：1982
発売日：3・6・9・12 月
主たる読者構成：日本語学・国語教育の分野に携わる
研究者・学生・国語科教員など
世界言語の中の日本語、史的変遷、言語芸術における
特徴など、多彩な視点から日本語研究の最先端を広く
一般に紹介。国語教育現場へも実際的・具体的な情報
を提供し、研究と教育の橋渡しをする。
A5.168 ～ 192 頁.06969
税込 3410 円

明治書院

162

