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No.2019-497 

2019年11月 

くろしお出版 

謎解きの英文法 全10巻 

2019年 新規配信タイトル 

書名 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 

形容詞  2018 9784874247761 ¥3,520  ¥5,280  1030536545 

動詞  2017 9784874247242 ¥3,520  ¥5,280  1025423537 

副詞と数量詞  2015 9784874246672 ¥3,520  ¥5,280  1019054401 

使役  2014 9784874246382 ¥3,300  ¥4,950  1018757904 

省略と倒置  2013 9784874245897 ¥3,520  ¥5,280  1018757902 

時の表現  2013 9784874245934 ¥3,300  ¥4,950  1018757903 

単数か複数か  2009 9784874244524 ¥3,300  ¥4,950  1011606695 

否定  2007 9784874243916 ¥3,300  ¥4,950  1011606694 

文の意味  2005 9784874243237 ¥3,300  ¥4,950  1011606693 

冠詞と名詞  2004 9784874243015 ¥3,080  ¥4,620  1011606692 

全10巻セット特価 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥30,800  ¥46,200  

商品コード：1030536544 

久野 暲 著 

英文法で不思議に思われること、これまで教わってきたことが実は間違っているというような現象を取り上げ、
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。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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リテラシーズ叢書  

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 

複言語・複文化主義とは何か 
 ―ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化へ―（1） 

細川 英雄 2010 9784874245057 ¥5,280  ¥7,920  1011606720 

異文化間教育とは何か ―グローバル人材育成のために―（4） 西山 教行 2015 9784874246733 ¥5,280  ¥7,920  1022529745 

日本語教育学としてのライフストーリー 
 ―語りを聞き、書くということ―（5） 

三代 純平 2015 9784874246740 ¥6,600  ¥9,900  1022529746 

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―（6） 

細川 英雄 2016 9784874247051 ¥6,160  ¥9,240  1023982696 

コミュニケーションとは何か 
～ポスト・コミュニカティブ・アプローチ～(7)    

佐藤 慎司 2019 9784874248010 ¥5,280  ¥7,920  1030866921 

リテラシーズ研究会・編集委員が企画・立案し、シンポジウム等を通じて議論を重ねた上で刊行
する論文集。ことば・文化・社会の言語教育へむけ、日本語教育の新たな方向を指し示す。 

5巻揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥28,600 ¥42,900 
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授業づくりの考え方 
 ―小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ― 

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 9784874247822  

著編者名 渡辺 貴裕 発行年 2019 商品コード 1030536550 

小学校の先生をめざす5人の大学生の模擬授業と、アドバイザーの“わたあめ先生”の物語を読むことで、よりよい授業づくり
のための「学び方」、柔軟に授業を組み立てる「考え方」を学ぶ。教師をめざす学生、新米教師、教師教育者に。 

中国語母語話者のための漢字語彙研究  
―母語知識を活かした教育をめざして― 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784874247969  

著編者名 小室リー 郁子 発行年 2019 商品コード 1030541307 

漢字圏の学習者は、漢字語彙に関して何を知っていて、何を知らないのか。日中の漢字語彙の類似点および相違点を明ら
かにし、母語知識を活かした漢字語彙教育の重要性を提案。日本語教育に活かせる「日中対照語彙リスト」も公開。 

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 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784874248041  

著編者名 平沢 慎也 発行年 2019 商品コード 1030866914 

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しbyの使用を可能にする知
識を示す。 

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 

一歩進んだ日本語文法の教え方 2 庵 功雄 2018 9784874247846 ¥3,300 ¥4,950 1030536546 

大学と社会をつなぐライティング教育 村岡 貴子 2018 9784874247839 ¥5,940 ¥8,910 1030536547 

中国語の非動作主卓越構文 于 一楽 2018 9784874247785 ¥5,940 ¥8,910 1030536548 

テーマで学ぶ中級日本語 西口 光一 2018 9784874247754 ¥4,840 ¥7,260 1030536549 

授業づくりの考え方 ―小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ― 渡辺 貴裕 2019 9784874247822 ¥4,400 ¥6,600 1030536550 

中国語母語話者のための漢字語彙研究  
―母語知識を活かした教育をめざして― 

小室リー 郁子 2019 9784874247969 ¥7,480 ¥11,220 1030541307 

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  
―多義論から多使用論へ― 

平沢 慎也 2019 9784874248041 ¥9,240 ¥13,860 1030866914 

THE GREAT JAPANESE30の物語 初中級 ―人物で学ぶ日本語― 石川 智 2019 9784874247983 ¥4,400 ¥6,600 1030866915 

日本語教師のためのアクティブ・ラーニング 横溝 紳一郎 2019 9784874248027 ¥5,280 ¥7,920 1030866916 

日本語教育はどこへ向かうのか 
 ―移民時代の政策を動かすために― 

牲川 波都季 2019 9784874248058 ¥3,300 ¥4,950 1030866917 

スペイン語のムードとモダリティ 
 ―日本語との対照研究の視点から― 

福嶌 教隆 2019 9784874247990 ¥7,040 ¥10,560 1030866918 

映画で学ぶ英語の世界 
 ―スーパーヒーロー・マザーグース・ギリシャ神話― 

酒井 志延 2019 9784874247914 ¥3,960 ¥5,940 1030866919 

引用形式を含む文の諸相 ―叙述類型論に基づきながら― 岩男 考哲 2019 9784874247976 ¥7,480 ¥11,220 1030866920 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

日本語文法研究の進展と研究者の育成を図ることを目的として2000年に
発足した日本語文法学会の学会誌。3月末と9月末の年2回刊行（継続中）。 

■1巻1号～19巻1号セット（全36巻）特価 

同時１アクセス（本体） ¥227,700 

同時３アクセス（本体） ¥342,100 

＜商品コード 1030536541＞ 

■1巻1号～12巻1号 各巻価格  同時１アクセス(本体) ￥6,600 同時３アクセス(本体) ¥9,900 

■12巻2号～19巻1号 各巻価格  同時１アクセス(本体) ￥7,700 同時３アクセス(本体) ¥11,550 

2018年 
19巻1号まで追加! 
今後も続刊予定です! 

日 本 語 文 法 
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