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2019年 新規配信タイトル 

シリーズ各巻の詳細はお問合せください。 

ひつじ研究叢書 文学編 

書名 著編者 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

中世王朝物語の引用と話型 （第2巻） 中島 泰貴 2010 9784894764590 ¥19,140  ¥28,710  1018934291 

高度経済成長期の文学 （第4巻） 石川 巧 2012 9784894765979 ¥22,440  ¥33,660  1018934292 

「崇高」と「帝国」の明治 ―夏目漱石論の射程―（第6巻） 森本 隆子 2013 9784894766464 ¥19,140  ¥28,710  1018934293 

明治の翻訳ディスクール ―坪内逍遙・森田思軒・若松賤子―（第7巻） 高橋 修 2015 9784894767294 ¥15,180  ¥22,770  1018934294 

日本統治期台湾と帝国の「文壇」 
 ―「文学懸賞」がつくる「日本語文学」―（第5巻） 

和泉 司 2012 9784894765900 ¥21,780  ¥32,670  1019057856 

村上春樹のフィクション （第9巻） 西田谷 洋 2017 9784894768888 ¥17,160  ¥25,740  1030973574 

ひつじ研究叢書 言語編 

書名 著編者 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ソシュール言語学の意味論的再検討 （第135巻） 松中 完二 2018 9784894767775 ¥29,040  ¥43,560  1030973568 

語構成の文法的側面についての研究 （第139巻） 斎藤 倫明 2016 9784894768093 ¥20,790  ¥31,185  1030973569 

明治期における日本語文法研究史 （第146巻） 服部 隆 2017 9784894768376 ¥22,440  ¥33,660  1030973570 

「主題-解説」構造から見た韓国語‐n kes‐itaと日本語ノダ （第154巻） 李 英蘭 2018 9784894769106 ¥22,440  ¥33,660  1030973571 

接続表現の多義性に関する日韓対照研究 （第155巻） 池 玟京 2018 9784894769342 ¥17,160  ¥25,740  1030973572 

日本語指示表現の文脈指示用法の研究 （第157巻） 庵 功雄 2019 9784894769571 ¥17,160  ¥25,740  1030973573 

66冊揃価格 
同時１アクセス(同時) 同時３アクセス(本体) 

¥1,508,430 ¥2,262,645 

シリーズ言語学と言語教育 

書名 著編者 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

海外短期英語研修と第2言語習得 （21） 吉村 紀子 2010 9784894764934 ¥12,870  ¥19,305  1018934295 

児童の英語音声知覚メカニズム ―L2学習過程において―（22） 西尾 由里 2011 9784894765245 ¥28,710  ¥43,065  1018934296 

インターアクション能力を育てる日本語の会話教育 （25） 中井 陽子 2012 9784894765856 ¥27,720  ¥41,580  1018934297 

接触場面における三者会話の研究 （27） 大場 美和子 2012 9784894765870 ¥24,750  ¥37,125  1018934298 

現代日本語のとりたて助詞と習得 （28） 中西 久実子 2012 9784894766068 ¥15,840  ¥23,760  1018934299 

学習者の自律をめざす協働学習 ―中学校英語授業における実践と分析―（29） 津田 ひろみ 2013 9784894766174 ¥22,440  ¥33,660  1018934300 

比喩の理解 （32） 東 真須美 2014 9784894766532 ¥12,540  ¥18,810  1018934301 

日本語並列表現の体系 （33） 中俣 尚己 2015 9784894767362 ¥23,760  ¥35,640  1018934302 

日本語学習者の「から」にみる伝達能力の発達 （18） 木山 三佳 2009 9784894764187 ¥22,440  ¥33,660  1022252324 

第二言語の音韻習得と音声言語理解に関与する言語的・社会的要因 （17） 山本 富美子 2009 9784894764194 ¥21,450  ¥32,175  1022252325 

日本語教育のためのプログラム評価 （24） 札野 寛子 2011 9784894765580 ¥21,780  ¥32,670  1022252334 

初級韓国語学習者の学習態度の変容に関する研究 （37） 齊藤 良子 2018 9784894768796 ¥22,440  ¥33,660  1030973567 

6冊揃価格 
同時１アクセス(同時) 同時３アクセス(本体) 

¥114,840 ¥172,260 

12冊揃価格 
同時１アクセス(同時) 同時３アクセス(本体) 

¥256,740 ¥385,110 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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2019年 新規配信タイトル 
アムド・チベット語文法 

同時1アクセス（本体） ¥29,040 

同時3アクセス（本体） ¥43,560 

冊子版ISBN 9784894769519  

著編者名 海老原 志穂 発行年 2019 商品コード 1030973579 

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。同言語が話されている地域や話者、
類型的特徴、周辺諸言語との言語接触に関する概況をはじめ、音韻・音声、形態的・統語的特徴、文法範疇、敬語や民俗語彙
などの語彙的特徴を豊富な例文とともに網羅的にまとめ、チベット語に特徴的な文法現象である、証拠性（エヴィデンシャリティ）
とウチ・ソトについても詳細に記述された言語学的研究。 

ろう理容師たちのライフストーリー 
同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784894769557  

著編者名 吉岡 佳子 発行年 2019 商品コード 1030973580 

「耳が聞こえないこと」と「接客を伴う理容業」とは、一見ミスマッチとも捉えられる。本書では、ろう教育界の先人による理容業へ
の優れた着眼を紹介し、高度な技術と強固な結束をもって闊達に生きてきたろう理容師たちの足跡を、当事者による語りを基軸
に活写する。また、聴者の客たちとの間で展開される多様な工夫や自然な歩み寄りによるコミュニケーション実践を、日常的な
「多言語・多文化共生」の一例として提示する。 

隣国の言語を学び、教えるということ 
 ―日韓の高校で教える言語教師のライフストーリー― 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784894769670  

著編者名 澤邉 裕子 発行年 2019 商品コード 1030973581 

英語教育が最も重要視される日本と韓国の学校教育において、韓国語や日本語を学び、教えることにはどのような意味や価値
があるのだろうか。本書は隣国の言語の教育に携わってきた在日コリアン、韓国人、日本人高校教師たちの語りと授業事例の分
析から、日韓の社会的文脈の中で教師たちが形成していった教育観、その表出としての教育実践、複言語・複文化の素養を生
かすロールモデルとしての教師の存在意義と可能性を論じている。 

この明るい場所 
 ―ポストモダンにおける公共性の問題― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784894768918  

著編者名 五十嵐 沙千子 発行年 2018 商品コード 1030973577 

「公共性」とは、誰もが知っているが、はっきりとは説明できない言葉である。公共性とは何か？ なぜ必要なのか？ 本書は「公
共性」を、ハンナ・アーレント、ジャン=フランソワ・リオタール、ユルゲン・ハーバーマスといった現代思想の文脈の上に位置づけ、
ポストモダンの現代においてなぜ公共性が必要とされるのか、その可能性によって現代にどのような道が開かれるのかを論じた
ものである。 

日本の外国語教育政策史 
同時1アクセス（本体） ¥27,060 

同時3アクセス（本体） ¥40,590 

冊子版ISBN 9784894769335  

著編者名 江利川 春雄 発行年 2018 商品コード 1030973578 

古代から現在までの日本の外国語教育政策を、実践と関連づけながら通史的に考察し、今日的な示唆を抽出した。例えば小
学校英語もコミュニケーション重視も、明治期から試行錯誤を重ね、貴重な知見と教訓を残している。歴史から学ぶことで、同じ
誤りを繰り返すことなく、より的確な政策決定と実践を行うことができる。政策の策定過程と結果を検証し、改善すべき問題点を
提言する。外国語教育政策史年表、主要な政策文書も収録。 

メタファーと身体性 
同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784894766211  

著編者名 鍋島 弘治朗 発行年 2016 商品コード 1030973575 

日本における認知メタファー理論研究の第一人者による最新作。認知科学の重要なキーワードになりつつある “身体性” を、ア
フォーダンス、ミラーニューロンなどを含めて脳科学の研究成果を紹介しながら概説。さらにアリストテレスからレイコフに至る理
論を鳥瞰し、身体性メタファー理論の原理を提示する。メタファーとシミリ、メタファーの実験的パラダイムの紹介、進化との関連
など、幅広い研究動向にも切り込んだ好書。 

自然論理と日常言語 
 ―ことばと論理の統合的研究― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784894768574  

著編者名 山梨 正明 発行年 2016 商品コード 1030973576 

日常言語には、創造的で柔軟な思考・判断を可能とする〈自然論理〉(Natural Logic) のメカニズムが密接に関わっている。本書
では、日常言語の文法現象や意味現象の具体的な考察を通して、自然論理のメカニズムと日常言語のメカニズムの諸相を明ら
かにしていく。また、従来の論理学と言語学の研究の統合を目指す認知科学的な視点から、言葉と論理に関わる人間の創造的
な知のメカニズムの諸相を明らかにしていく。 
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