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開拓社
開拓社言語・文化選書 シリーズ
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てつくられたシリーズです。

83冊揃価格
書名

同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

¥331,540

¥497,310

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

選択の言語学 ―ことばのオートフォーカス―（79）

篠原 俊吾

2019

9784758925792

¥4,400

¥6,600 1032351128

英語の語の仕組みと音韻との関係 （80）

米倉 綽

2019

9784758925808

¥4,400

¥6,600 1032351129

英語のフレーズ研究への誘い （81）

井上 亜依

2019

9784758925815

¥4,400

¥6,600 1032351130

動詞の意味を分解する 続 （82）

出水 孝典

2019

9784758925822

¥4,400

¥6,600 1032351131

事態の捉え方と述語のかたち ―英語から見た日本語―（83）

黒滝 真理子

2019

9784758925839

¥4,400

¥6,600 1032351132

各冊の詳細はお問合せください。

EPUBリフロー版コンテンツ も好評配信中!
64冊揃価格

同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

¥249,480

¥374,220

各冊の詳細はお問合せください。
● 表示価格は税抜きです。

● 【EPUBリフロー】版、【スマホ・読上】版、タイトル末尾の（※）はダウンロード・印刷できません。
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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

開 拓 社 叢 書 シリーズ
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されたシリーズです。

9冊揃価格

書名

現代の形態論と音声学・音韻論の視点と論点 （25）
生成統語論入門 ―普遍文法の解明に向けて―（26）
形式意味論入門 （27）
三層モデルでみえてくる言語の機能としくみ （28）
現代言語理論の最前線 （29）
ことばのインテリジェンス ―トリックとレトリック―（30）
生成意味論入門 （31）
英語の時制の一致 ―時制の一致と「仮定法の伝播」―（32）
言語学から文学作品を見る
―ヘミングウェイの文体に迫る―（33）

同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

¥59,620

¥89,430

著編者

同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

発行年

冊子版ISBN

西原 哲雄
阿部 潤
田中 拓郎
広瀬 幸生
西原 哲雄
沖田 知子
阿部 潤
千葉 修司

2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018

9784758918206
9784758918213
9784758918220
9784758918237
9784758918244
9784758918251
9784758918268
9784758918275

¥7,920
¥6,160
¥6,380
¥7,040
¥7,480
¥6,380
¥5,720
¥6,160

倉林 秀男

2018

9784758918282

¥6,380

● 表示価格は税抜きです。

¥11,880
¥9,240
¥9,570
¥10,560
¥11,220
¥9,570
¥8,580
¥9,240

商品コード

1025637476
1028112477
1028112478
1030893488
1030893489
1032351133
1032351134
1032351135

¥9,570 1032351136

2020年10月

2

2020年 新規配信タイトル
脳のしくみが解れば英語がみえる
（一歩進める英語学習・研究ブックス）
著編者名

濱田 英人

同時1アクセス（本体）

¥3,520

同時3アクセス（本体）

¥5,280

冊子版ISBN

9784758912082

発行年

2019

商品コード

1032351127

英語には冠詞や可算・不可算名詞の区別、間接話法など日本語にはない文法があり、また、語の並べ方
も日本語とは異なっています。本書では、こうした文法の違いを、日本語話者と英語話者の脳の使い方の
違いからくる出来事の捉え方の違いとして見ることで、英語の本質に迫ります。また、英語習得を脳科学の
視点から科学的に考察し、「英語の感覚」を身につけるメカニズムを明らかにします。

「英語耳」を鍛え「英語舌」を養う
（一歩進める英語学習・研究ブックス）
著編者名

今井 邦彦

同時1アクセス（本体）

¥4,840

同時3アクセス（本体）

¥7,260

冊子版ISBN

9784758912051

発行年

2019

商品コード

1032351125

※学習用の音声データは版元サイトから無料でダウンロード可能です。詳細は「音声ダウンロード」のページをご参照く
ださい。 “英語耳を鍛えたい”、“英語舌を磨きたい”と念じておられる方のために書かれたのがこの本です。英語は音
の脱落の多い言語なので、I should have thought so. が「アシュトゥフソーツォウ」のように発音されることが少なくありませ
ん。本書で「脱落の規則」を学べば、上例の文の聞き取りが容易になり、脱落を含む英語らしい英語の発音が可能にな
ります。同じ文をイントネーションの変化で全く別の意味に変える術もこの本で学んでください。

映画のセリフでアクティブに覚える
英語句動詞300
（一歩進める英語学習・研究ブックス）
著編者名

三田 弘美

同時1アクセス（本体）

¥3,520

同時3アクセス（本体）

¥5,280

冊子版ISBN

9784758912075

発行年

2019

商品コード

1032351126

英語の句動詞を学ぶことこそ、英語上達の一つのかなめです。本書厳選の300の句動詞を身に付けて、句
動詞を駆使できれば、英語を聞き・話し・読む際、きっと役に立つはず！ 句動詞を英会話の中でまさに
ぴったりの状況で使いこなすには、映画のセリフを通して学ぶのが最適です。本書で学べば、句動詞の理
解が深まり、各例文を覚えて使えば、あなたの英会話力は大幅にアップします。どうぞ本書を常にあなたの
おそばに。

英語教師のための英語史
著編者名

片見 彰夫

同時1アクセス（本体）

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

冊子版ISBN

9784758922586

発行年

2018

商品コード

1032351137

本書は、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。新たな試みとして、文法編と作品編が対となっており、各時代の文法を理解した上で、実
際の作品を読むことによって英語の歴史的変化について親近感が深まる構成となっている。第一線で活
躍中の研究者による懇切丁寧な手引書である。

ミニマリスト日英語比較統語論
著編者名

外池 滋生

同時1アクセス（本体）

¥11,440

同時3アクセス（本体）

¥17,160

冊子版ISBN

9784758922661

発行年

2019

商品コード

1032351149

著者の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。文法理論の面では、操作を
併合と一致だけに限定して、英語の束縛、演算子-変項構造、作用域、関係節、省略等がエレガントに処
理できることを、他方、比較統語論の面では、日英語鏡像関係の仮定に立つと、日本語においてもこれら
の現象が英語と極めて平行的に処理できることを示す。

● 表示価格は税抜きです。

2020年10月
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2020年 新規配信タイトル
英語tough構文の研究
著編者名

千葉 修司

同時1アクセス（本体）

¥7,920

同時3アクセス（本体）

¥11,880

冊子版ISBN

9784758922708

発行年

2019

商品コード

1032351151

不定詞の用法の中でもとくに興味深いのはtough構文である。その用法の特徴から遡及不定詞と呼ばれる
ことのある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
つとして注目を集めてきている。本書は、多岐にわたるtough構文研究をわかりやすく紹介するとともに、
tough構文に関する言語データを幅広く取り上げ、tough構文の核心に迫ろうとする意欲作である。学習英
文法にも役立つ情報が得られるtough構文事典の趣もある。

発話型英文法の教え方・学び方
著編者名

中村 捷

同時1アクセス（本体）

¥5,940

同時3アクセス（本体）

¥8,910

冊子版ISBN

9784758922623

発行年

2018

商品コード

1032351138

本書は英文法の主要項目について、教授上および学習上の要点を提示したものである。書名を『発話型英文法の教え
方・学び方』としたが、その意図するところは、英文法を「教える」ときには英文法の要点を簡潔に分かりやすく学生に伝
える必要があり、「学ぶ」ときには英文法の要点を習得し、それを活用できるようになることが大切であり、教授と学習は
「表裏一体」だからである。したがって、教授上の要点は同時に学習上の要点でもあるので、本書が扱っている内容は
「教え方」についてであると同時に「学び方」についてでもある。「発話型」としたのは従来の解釈型の5文型を廃して、発
話型の基本文型を提案し、文法事項の説明も規則の運用を可能にする「発話型」の説明になっているからである。

A Dynamic Study of Some Derivative
Processes in English Grammar
―Towards a Theory of Explanation―
著編者名

中澤 和夫

同時1アクセス（本体）

¥11,000

同時3アクセス（本体）

¥16,500

冊子版ISBN

9784758922609

発行年

2018

商品コード

1032351142

本書は語の強勢型や特殊構文の分析から英詩の解釈に至るまで、動的文法理論の射程の広さを実証的
に確認し、説明理論への展望を捉える。扱う事実は、卑近な事例や微塵も存在が知られていなかった現象
など。際立った理論面の貢献は、2種類の言語事実（偶然の空白と出現）を指摘し、それが既存の文法理
論では処理不能なことを明示的に論じたのち動的文法理論を修正して、以て言語学における「なぜ」の説
明の端緒をつけたことにある。

A Study on Cross‐Linguistic Variations in
Realization Patterns ―New Proposals
Based on Competition Theory―
著編者名

西牧 和也

同時1アクセス（本体）

¥11,000

同時3アクセス（本体）

¥16,500

冊子版ISBN

9784758922616

発行年

2018

商品コード

1032351143

本書は競合理論（Ackema and Neeleman (2004)）に基づく日英語対照研究である。競合理論によれば、構
造具現を巡って形態部門と統語部門は競合し、言語は前者での具現を優先する形態優先言語と後者で
の具現を優先する統語優先言語に大別されるという。本書は、言語間相違に対する競合理論的アプロー
チの可能性を追究し、これまで個別に論じられてきた日英語間の相違が形態優先言語と統語優先言語の
相違として統一的に説明できることを証明するものである。

英文法の心理
著編者名

中右 実

同時1アクセス（本体）

¥7,040

同時3アクセス（本体）

¥10,560

冊子版ISBN

9784758922654

発行年

2018

商品コード

1032351148

長年にわたる英語研究の中で著者は、日本語と英語では〈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。日英語は〈状況把握の仕方〉が違うのではないか。日英語は外的現実をどのよう
に切り分けるのか。そもそも何が同じで何が違うのか。接点と分岐点は何か。従来の教科書英文法とは全く
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。

● 表示価格は税抜きです。

2020年10月
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2020年 新規配信タイトル
新英文法概説
著編者名

山岡 洋

同時1アクセス（本体）

¥7,700

同時3アクセス（本体）

¥11,550

冊子版ISBN

9784758921848

発行年

2014

商品コード

1032351152

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。

A Chronological and Comparative Study of
Body Language in English and American
Literature
（Studies in the History of the English Language 8）
著編者名

堀 正広

同時1アクセス（本体）

¥8,360

同時3アクセス（本体）

¥12,540

冊子版ISBN

9784758922685

発行年

2018

商品コード

1032351141

英米文学作品の歴史的文体研究である英語表現史に関する7編の英文論文集。英語表現史の問題を身
体表現（body language）の機能に焦点を当て、顔・目・手・視線・動作などの身体に関する描写の慣習と創
造性を共時的・通時的視点から追求。古英語から現代英語までの聖書を含む、チョーサー、シェイクスピア、
18世紀の小説家、オースティン、ギャスケル、ディケンズ、ヘミングウェイなどの作品が扱われている。

英語学を英語授業に活かす
―市河賞の精神を受け継いで―
著編者名

池内 正幸

同時1アクセス（本体）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

冊子版ISBN

9784758922593

発行年

2018

商品コード

1032351139

第50回目の授賞をもって2016年に終了した市河賞の精神(こころ)を受け継ぐべく、英語学・言語学から中・
高等学校の英語教育・英語授業に具体的にどのような貢献ができるかについて、これまでとは異なる新し
い試みとして “一歩”踏み込んだ形での論考を収録した論集である。また、中・高等学校の現場の教員から
の意見・評価も交えている。現代英語学・言語学と現場の英語教育の新しい視点からの“出会い”となれば
幸いである。

The Minimal English Test研究
著編者名

牧 秀樹

同時1アクセス（本体）

¥8,360

同時3アクセス（本体）

¥12,540

冊子版ISBN

9784758922630

発行年

2018

商品コード

1032351145

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 中学生、高校生、大学生の英語学習者の英語能力を
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。

認知言語学研究 Vol.3
著編者名

日本認知言語学会

同時1アクセス（本体）

¥8,800

同時3アクセス（本体）

¥13,200

冊子版ISBN

9784758916530

発行年

2018

商品コード

1032351123

2000年9月設立の日本認知言語学会（JCLA）の学会誌の創刊号。今後さらなる進展が期待される認知言
語学研究の分野に、大いに貢献することが期待される。年1回、3月刊行。

● 表示価格は税抜きです。

2020年10月
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2020年 新規配信タイトル
談話分析キーターム事典

同時1アクセス（本体）

¥8,360

同時3アクセス（本体）

¥12,540
9784758922678

冊子版ISBN
著編者名

Paul Baker

発行年

2018

商品コード

1032351144

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。
特筆すべきは、キータームの数と範囲が広いこと、そして、紹介されている思想家・学者の中に、アルチュ
セール、ブルデュー、デリダ、フーコー、ゴッフマンなど哲学者、社会学者などが多数含まれていることである。

認知言語学研究の広がり
―福岡認知言語学会20周年記念論文集―
著編者名

大橋 浩

同時1アクセス（本体）

¥10,120

同時3アクセス（本体）

¥15,180

冊子版ISBN

9784758922647

発行年

2018

商品コード

1032351147

本書は、福岡認知言語学会の設立20周年を記念した論文集であり、認知言語学の観点からの18編の論文
を収録している。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、さらに、認知言語学を英語教育に応用した研究まで、幅広い分野をカバーしており、認
知言語学研究の広がりを示す一冊となっている。

誰でも言語学
著編者名

牧 秀樹

同時1アクセス（本体）

¥4,400

同時3アクセス（本体）

¥6,600

冊子版ISBN

9784758922715

発行年

2019

商品コード

1032351150

小学生から大学生、家を守る方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
白い事実や不思議な性質をお伝えします。小学校の国語の教科書の不思議、紫式部の癖、日本語の助詞
の不思議、そして、モンゴル語、ウルドゥ語、ベンガル語、アイルランド語、英語の癖など、気楽に楽しんでい
ただき、ご友人やご家族に、物知り顔で話していただければ、さいわいです。「ねえねえ、こんなの知って
る？」

クレオール<母語>と
モーリシャス語<母国語>
―モーリシャスとデヴ・ヴィラソーミの文学―
著編者名

小池 理恵

同時1アクセス（本体）

¥5,280

同時3アクセス（本体）

¥7,920

冊子版ISBN

9784758922692

発行年

2019

商品コード

1032351146

インド洋の島国モーリシャスの歴史を概観し、クレオール語を母国語（モーリシャス語）として確立しようと奮
闘したモーリシャス人作家デヴ・ヴィラソーミと、彼の戯曲『やつ』と『あらし』を日本で初めて紹介する。

言語研究のためのプログラミング入門
―Pythonを活用したテキスト処理―
著編者名

淺尾 仁彦

同時1アクセス（本体）

¥7,040

同時3アクセス（本体）

¥10,560

冊子版ISBN

9784758921886

発行年

2013

商品コード

1031325269

本書は、言語研究者の関心に即したプログラミングの入門書です。近年、注目を集めているPythonを取り上
げ、英語や日本語の言語分析のための具体的な処理例が多数収録されています。フィールドワークでも実
験研究でもコーパス研究でも、電子テキストを使ったあらゆるタイプの研究者にすぐに実践できるテクニック
を紹介しています。本書を通じてプログラミング処理が持つ威力を実感し、自分の研究に活用してください。
● 表示価格は税抜きです。
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