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精選 言語学カタログ 

言語学の歴史と現在を総括し、言語研究の新しい基礎を築く、
言語および言語学の百科全書。 

亀井 孝、河野 六郎、千野 栄一、三根谷 徹、北村 甫、南 不二男、風間 喜代三、
西田 龍雄、上村 幸雄、松本 克己、土田 滋、上野 善道 編 

各巻の詳細は次頁をご覧ください。 

全7巻（6巻＋別巻） 揃価格 （分売不可） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥990,000 ¥1,320,000 1031282251 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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巻 内容 冊子版ISBN 

第1巻 世界言語編（上）あ-こ 9784385152134 

第2巻 世界言語編（中）さ-に 9784385152165 

第3巻 世界言語編（下-1）ぬ-ほ 9784385152172 

第4巻 世界言語編（下-2）ま-ん 9784385152127 

第5巻 補遺・言語名索引編 9784385152141 

第6巻 術語編 9784385152189 

別巻 世界文字辞典（亀井孝、河野六郎、西田龍雄 編） 9784385151779 

1巻～5巻 内容紹介 

 言語学の歴史と現在を総括し、21世紀の言語研究への新しい基礎を築く、言語および言語学の百科全書。 
 19世紀後半に始まり20世紀中葉の飛躍を経て，近年いよいよ深さと幅を増しつつある科学的言語研究の成果

を集大成した本格的言語学辞典の刊行は，ひとり言語学関係者のみならず，広く人間諸科学の全般にかかわ
る事業として，多くの方面から待望されてきた。 

 それもでき得れば欧米の出版物の翻訳ではない，わが国で編修され，わが国の言語学者によって執筆された，
真の意味で日本の言語学辞典と呼び得るような辞典がほしい，そのような声は近年高まる一方である。 

 本書は，そのような強い要望に応えて初めて成った，世界にも類のない，質量ともに空前の規模の言語および
言語学の百科全書である。 

 わが国言語学界のトップを編修委員に，第一線の研究者約300名が精魂を傾けて成った本書は，科学的言語
研究の現在における到達点をしめし，同時に21世紀の新たな言語研究への展望を可能にするであろう。 

6巻（術語編） 内容紹介 

 見出し語約1,500項目を精選し、五十音順に配列。 
 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を収録。 
 『世界言語編』の成果に基づき、多彩な具体例を用いて解説。 
 中項目主義を原則とし、必要に応じて大項目を立て、関連する術語数千についてはその中で言及。 
 いまだよく知られていない有用性の高い概念ないし術語も掲載。 
 新しい言語理論（生成文法理論ほか）についても大項目として立項したほか、必要に応じて各項目で言及。 
 学派や各地域の言語研究の動向、隣接諸科学に関する項目も多数採録。 
 充実した付録・索引。 

別巻（世界文字辞典） 内容紹介 

 古今東西の文字をほぼ網羅する約300項目の見出し。 
 別称・異称を含む200項目以上の空見出しも含めて、全項目を五十音順に配列。 
 個別の文字はもとより、系統・地域の観点から概観した総説項目も適宜配置。 
 文字の字形と、翻字（転写）・音価・文字の名称などの対応が一目で分かる文字表を多数収録。 
 文字見本・対訳テキストなどを、豊富な図版を駆使して分かりやすく提示。 
 文字名、碑文・資料名、人名、地名をはじめ、文字にまつわる事象を収載した索引付き。 
 その他、付録として国別使用文字一覧、地図等を収録。 
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No. 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 

1 世界の中の日本語 新装版 2018 9784254516418 ¥11,220 ¥22,440 1029502792 

2 文字・書記 新装版 2018 9784254516425 ¥11,220 ¥22,440 1029502793 

3 音声・音韻 新装版 2018 9784254516432 ¥11,220 ¥22,440 1029502794 

4 語彙・意味 新装版 2018 9784254516449 ¥11,220 ¥22,440 1029502795 

5 文法Ⅰ 新装版 2018 9784254516456 ¥11,220 ¥22,440 1029502796 

6 文法Ⅱ 新装版 2018 9784254516463 ¥11,220 ¥22,440 1029502797 

7 文章・談話 新装版 2018 9784254516470 ¥11,220 ¥22,440 1029502798 

8 敬語 新装版 2018 9784254516487 ¥11,220 ¥22,440 1029502799 

9 言語行動 新装版 2018 9784254516494 ¥11,220 ¥22,440 1029502800 

10 方言 新装版 2018 9784254516500 ¥11,220 ¥22,440 1029502801 

全10巻揃価格 同時１アクセス（本体） ¥112,200  同時３アクセス（本体） ¥224,400  

日本語大事典 (上・下巻セット） 
佐藤 武義 ・前田 富祺 他 編  2014年発行 

同時1アクセス（本体） : ¥165,000 同時3アクセス(本体) : ¥330,000 

冊子版 ISBN :  9784254510348  商品コード：1018939695 

現在の日本語をとりまく環境の変化を敏感にとらえ，孤立した日本語，あるいは等質的
な日本語というとらえ方ではなく，可能な限りグローバルで複合的な視点に基づいた新
しい日本語学の事典。言語学の関連用語や人物，資料，研究文献なども広く取り入れ
た約3500項目をわかりやすく丁寧に解説。 

【新装版】  朝倉日本語講座 
早田 輝洋 編  北原 保雄 監修  
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No. 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 

1 国語教育入門 2005 9784254515411 ¥3,960 ¥7,920 1011798672 

2 読むことの教育 2005 9784254515428 ¥3,960 ¥7,920 1011798673 

3 話し言葉の教育 2004 9784254515435 ¥3,630 ¥7,260 1011798674 

4 書くことの教育 2006 9784254515442 ¥3,960 ¥7,920 1011798675 

5 授業と学力評価 2004 9784254515459 ¥3,630 ¥7,260 1011798676 

6 国語教育研究 2006 9784254515466 ¥4,840 ¥9,680 1011798677 

No. 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 

1 漢字と日本語 2005 9784254515312 ¥5,500 ¥11,000 1011798666 

2 漢字のはたらき 2006 9784254515329 ¥4,290 ¥8,580 1011798667 

3 現代の漢字 2003 9784254515336 ¥5,500 ¥11,000 1011798668 

4 漢字と社会 2005 9784254515343 ¥5,940 ¥11,880 1011798669 

5 漢字の未来 2004 9784254515350 ¥5,500 ¥11,000 1011798670 

全5巻 
揃価格 

同時１アクセス 
（本体） ¥26,730  

同時３アクセス 
（本体） ¥53,460  商品コード 1011798665 

● 朝 倉 漢 字 講 座 
前田 富祺 他 編 

漢字と日本語の関わりについて、仮名、
あて字、国字、送り仮名など基本的な
流れを総合的に解説。 
（－漢字と日本語 ⑴） 

●朝倉国語教育講座  
倉沢 栄吉 他 著編 

国語科教育の基礎基本を、Ｑ＆Ａ形式で
国語教師に役立つよう５章の国語教室に
分けて実践例を解説。話したがりや・聞き
たがりやの国語教室、書く喜びを分かち
合う国語教室、文学に遊ぶ国語教室など
で構成する。（－国語教育入門 ⑴） 

全6巻 
揃価格 

同時１アクセス 
（本体） ¥23,980 

同時３アクセス 
（本体） ¥47,960  商品コード 1011798671 
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No. 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 

1 現代日本語探究法 小池 清治 2001 9784254515015 ¥3,190 ¥6,380 1011798655 

2 文法探究法 小池 清治 2002 9784254515022 ¥3,190 ¥6,380 1011798656 

3 音声・音韻探究法 ―日本語音声へのいざない― 湯沢 質幸 2004 9784254515039 ¥3,300 ¥6,600 1011798657 

4 語彙探究法 小池 清治 2005 9784254515046 ¥3,190 ¥6,380 1011798658 

5 文字・表記探究法 犬飼 隆 2002 9784254515053 ¥3,190 ¥6,380 1011798659 

6 文体探究法 小池 清治 2005 9784254515060 ¥3,960 ¥7,920 1011798660 

7 レトリック探究法 柳澤 浩哉 2004 9784254515077 ¥3,190 ¥6,380 1011798661 

8 日本語史探究法 小林 賢次 2005 9784254515084 ¥3,190 ¥6,380 1011798662 

9 方言探究法 森下 喜一 2001 9784254515091 ¥3,190 ¥6,380 1011798663 

10 日本語教育探究法 小池 清治 2007 9784254515107 ¥3,190 ¥6,380 1011798664 

全10巻 
揃価格 

同時１アクセス 
（本体） ¥32,780  

同時３アクセス 
（本体） ¥65,560  商品コード 1011798654 

●シリーズ「日本語探究法」   

言語の事典（新装版）  
中島 平三 編  2014年発行 

同時1アクセス(本体) : ¥41,800 同時3アクセス(本体) : ¥83,600 

 冊子版ISBN :  9784254510454  商品コード：1018939696 

音声学、文字論、第二言語習得、地域方言など、言語研究を領域ごとにまとめた事典。
各章の冒頭でその領域の概要を解説し、研究小史や図表、割注、要約なども掲載する。
英日用語対照表付き。 
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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 

韓国語と日本語 （日本語ライブラリー） 沖森 卓也 2014 9784254516128 ¥8,580 ¥17,160 1017973329 

文章と文体 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 2015 9784254516142 ¥7,920 ¥15,840 1020599005 

ことばの借用 （日本語ライブラリー） 沖森 卓也 2015 9784254516135 ¥8,580 ¥17,160 1022295581 

日本語の音 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 2017 9784254516159 ¥8,580 ¥17,160 1026634707 

漢語 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 2017 9784254516166 ¥8,910 ¥17,820 1028301507 

漢字 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 2017 9784254516173 ¥9,570 ¥19,140 1028301508 

コーパスと日本語教育 （講座日本語コーパス 5） 砂川 有里子 2016 9784254516050 ¥12,210 ¥24,420 1024390615 

コーパスと自然言語処理 （講座日本語コーパス 8） 松本 裕治 2017 9784254516081 ¥11,220 ¥22,440 1028063246 

データで学ぶ日本語学入門 （※） 計量国語学会 2017 9784254510508 ¥8,580 ¥17,160 1025881793 

ウェブ検索による日本語研究 荻野 綱男 2014 9784254510447 ¥9,570 ¥19,140 1017819931 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

●日本語関連タイトル  
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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 

第1号(2012年12月) 2012 9784864291910 ¥2,750  ¥5,500  1022311832 

第2号(2013年11月) 2013 9784864292481 ¥2,750  ¥5,500  1023902565 

第3号(2014年11月) 2014 9784864292948 ¥2,750  ¥5,500  1022311834 

第4号(2015年12月) 2015 9784864293846 ¥2,750  ¥5,500  1023902566 

第5号(2016年11月) 2016 9784864294294 ¥2,750  ¥5,500  1030189308 

第6号(2017年12月) 2017 9784864294874 ¥2,750  ¥5,500  1030189309 

歴史言語学 日本歴史言語学会 編 

6冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥16,500 ¥33,000 

共生を目的とする歩み寄り方の学習には、実際
のコミュニケーションが欠かせない。では会話の
経験からは何が表れてくるのか。本書では話題の
選び方、展開方法、転換表現に注目し、経験に
よる差異を考察する。その結果から日本語母語
者・非母語者それぞれの課題を示し、異なる文化
を持つ人々が対等な関係を構築するための日本
語教育を提言する。 

接触場面への参加による 
日本語母語話者と非母語話者の変化 

著編者名 嶋原 耕一 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784901988360  商品コード 1030134642 

発行所 立教大学出版会 
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日本語学会 編  2018年発行 

日本語学会が総力を挙げ、『国語学大辞典』（1980年刊）を全面改訂。中項目主
義をさらに徹底し、一項目に必要かつ十分な記述を盛り込み、最先端の日本語学
と関連諸領域の研究成果を世に広める最新、最高水準の大辞典。400名余りの執
筆陣を擁し、厳選された約800項目を収録。豊富な参考文献を項目末尾に示し、
本書活用の利便性を高める「分類項目一覧」「日本語年表」「平仮名字体表」「日
英用語対照表」「索引」を収録。 

同時1アクセス(本体) ： ¥93,500  同時3アクセス(本体) ： ¥187,000  

冊子版ISBN ： 9784490109009 商品コード ： 1031096575 

日本語学大辞典  THE INCYCLOPEDIA OF 
JAPANESE LINGUISTICS 

平成の新語・流行語辞典 
同時1アクセス（本体） ¥12,760 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784490109108  

著編者名 米川 明彦 発行年 2019 商品コード 1031031534 

平成時代に生まれた新語・流行語について、その背景や用例などを徹底的に調査・収集した「当時の声」が聞こえることばの辞典。 

現代感動詞用法辞典 
同時1アクセス（本体） ¥15,510 

同時3アクセス（本体） ¥23,265 

冊子版ISBN 9784490108880  

著編者名 浅田 秀子 発行年 2017 商品コード 1031031529 

感動詞・呼びかけ・掛け声など、私たちが発する言葉、マンガの背景などに使われる文字表記までまとめた初めての辞典。 

数の漢字の起源辞典 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784490108767  

著編者名 加納 喜光 発行年 2016 商品コード 1031031533 

数と関連のある全ての漢字を「数漢字」として6つに分類。字源・語源からなぜ「数」に用いられるかを明らかにした新しい辞典。 

漢字語源語義辞典 

同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784490108521  

著編者名 加納 喜光 発行年 2014 商品コード 1031031532 

日常使用する漢字を対象に、語源（由来）と語義（意味）を徹底的に解説！『至高の漢字レファレンス」完成。 

「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・
四字熟語辞典 

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 9784490108231  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2012 商品コード 1031031530 

文章作成、スピーチ、手紙に役立つ、最も相応しい慣用句・四字熟語を意味・内容から逆引きできる辞典。 

「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 
同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784490108934  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2017 商品コード 1031031531 

日本古来の優しく情緒豊かなことばを知り、使いこなすために。言いたい内容・使う場面から探せるように分類配列。 

東京堂出版 

2020年3月リリース予定! 
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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 
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くろしお出版  

日本語文法学会 著 

日 本 語 文 法 
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）。 

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 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 

1巻1号 2001 9784874242421 ¥6,600  ¥9,900  1011606697   11巻1号 2011 9784874245170 ¥6,600  ¥9,900  1011606716 

2巻1号 2002 9784874242513 ¥6,600  ¥9,900  1011606698   11巻2号 2011 9784874245323 ¥6,600  ¥9,900  1011606717 

2巻2号 2002 9784874242612 ¥6,600  ¥9,900  1011606699   12巻1号 2012 9784874245477 ¥6,600  ¥9,900  1011606718 

3巻1号 2003 9784874242698 ¥6,600  ¥9,900  1011606700   12巻2号 2012 9784874245675 ¥7,700  ¥11,550  1016024923 

3巻2号 2003 9784874242889 ¥6,600  ¥9,900  1011606701   13巻1号 2013 9784874245828 ¥7,700  ¥11,550  1016024924 

4巻1号 2004 9784874242988 ¥6,600  ¥9,900  1011606702   13巻2号 2013 9784874245996 ¥7,700  ¥11,550  1016024925 

4巻2号 2004 9784874243121 ¥6,600  ¥9,900  1011606703   14巻1号 2014 9784874246191 ¥7,700  ¥11,550  1016899713 

5巻1号 2005 9784874243213 ¥6,600  ¥9,900  1011606704   14巻2号 2014 9784874246344 ¥7,700  ¥11,550  1018757890 

5巻2号 2005 9784874243282 ¥6,600  ¥9,900  1011606705   15巻1号 2015 9784874246542 ¥7,700  ¥11,550  1018757891 

6巻1号 2006 9784874243473 ¥6,600  ¥9,900  1011606706   15巻2号 2015 9784874246726 ¥7,700  ¥11,550  1022054821 

6巻2号 2006 9784874243602 ¥6,600  ¥9,900  1011606707   16巻1号 2016 9784874246931 ¥7,700  ¥11,550  1022054822 

7巻1号 2007 9784874243763 ¥6,600  ¥9,900  1011606708   16巻2号 2016 9784874247105 ¥7,700  ¥11,550  1023982693 

7巻2号 2007 9784874243985 ¥6,600  ¥9,900  1011606709   17巻1号 2017 9784874247297 ¥7,700  ¥11,550  1025423540 

8巻1号 2008 9784874244166 ¥6,600  ¥9,900  1011606710   17巻2号 2017 9784874247419 ¥7,700  ¥11,550  1026725168 

8巻2号 2008 9784874244722 ¥6,600  ¥9,900  1011606711   18巻1号 2018 9784874247617 ¥7,700  ¥11,550  1028397394 

9巻1号 2009 9784874244432 ¥6,600  ¥9,900  1011606712   18巻2号 2018 9784874247792 ¥7,700  ¥11,550  1030536542 

9巻2号 2009 9784874244616 ¥6,600  ¥9,900  1011606713 19巻1号 2019 9784874247945 ¥7,700  ¥11,550  1030536543 

10巻1号 2010 9784874244739 ¥6,600  ¥9,900  1011606714   19巻2号 2019 9784874248102 ¥7,700  ¥11,550  1031439197 

10巻2号 2010 9784874244975 ¥6,600  ¥9,900  1011606715 

37巻（1巻1号～19巻2号）セット特価 

同時１アクセス（本体）  同時３アクセス（本体）  

¥235,400 ¥352,000 

＜商品コード：1031496569＞ 

19巻2号まで追加! 
今後も続刊予定です! 
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言語学研究において世界的評価をのこした 三上章 の著作集 

日本語教育研究の礎を築いた 寺村秀夫 の著作集・論文集 

日本語のシンタクスと意味 I-IIIセット（全3巻） 

日本語の文法研究とその教育実践に大きな功績を残した寺村秀夫の代表的
著作。日本語教育の現場にいた著者が、伝統的な国語学説ではなく、日本語
自体がもっている理屈を客観的に説明することを試みた成果がまとめられてい
る。全3 巻（Ⅲは関係者により補訂）。 

同時1アクセス(本体) ： ¥23,100 同時3アクセス(本体) ： ¥34,100 商品コード ： 1016024920 

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 

日本語のシンタクスと意味 第1巻 1982 9784874240021 ¥8,360 ¥12,540 1016024917 

日本語のシンタクスと意味 第2巻 1984 9784874240038 ¥8,360 ¥12,540 1016024918 

日本語のシンタクスと意味 第3巻 1991 9784874240502 ¥8,360 ¥12,540 1016024919 

その他の寺村秀夫の論文集 

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 

寺村秀夫論文集 1:日本語文法編 1992 9784874240625 ¥10,340 ¥15,510 1016024921 

寺村秀夫論文集 2:言語学・日本語教育編 1993 9784874240779 ¥10,340 ¥15,510 1016024922 

同時1アクセス(本体) ： ¥41,800  同時3アクセス(本体) ： ¥62,700 商品コード ： 1016391583 

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 

シンタクスの試み （現代語法序説 [正]） 1972 9784874241141 ¥7,700 ¥11,550 1016391575 

現代語法新説 1972 9784874242643 ¥7,480 ¥11,220 1016391576 

主語廃止論 （現代語法序説 続） 1972 9784874240977 ¥6,600 ¥9,900 1016391577 

文法小論集 1970 9784874241868 ¥4,400 ¥6,600 1016391579 

文法教育の革新 1963 9784874242650 ¥4,400 ¥6,600 1016391580 

日本語の論理 ―ハとガ― 1963 9784874241134 ¥5,500 ¥8,250 1016391581 

日本語の構文 1963 9784874242674 ¥4,840 ¥7,260 1016391582 

象は鼻が長い 1960 9784874241172 ¥4,840 ¥7,260 1016391578 

その他の三上章の著書 

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 

構文の研究 2002 9784874242605 ¥6,160  ¥9,240  1016391584 

技芸は難く ―諷刺― 複刻版 1976 9784874241660 ¥4,400  ¥6,600  1016391585 

三上章論文集 1975 9784874245262 ¥20,900  ¥31,350  1016391574 

三上文法から寺村文法へ ―日本語記述文法の世界―   

著編者名 益岡 隆志 発行年 2003 

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 9784874242902  商品コード 1013966964 

全3巻 セット特価 

三上章著作集 全8巻 セット特価 

くろしお出版 
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現代日本語文法 全7巻 
日本語記述文法研究会 著 

日本語文法研究の気鋭の執筆陣が、日本語文法の細目を詳解する。日本語の文法現象について
調べたいこと、知りたいことがわかる、網羅的で体系的な参照文法シリーズ。全7 巻（完結）。 

現代日本語文法 全7巻 特価 

同時１アクセス(本体) ： ¥39,600  

同時３アクセス(本体) ： ¥58,300  

＜商品コード ： 1018757892＞ 

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 

総論 ; 形態論 ; 総索引 （1） 2010 9784874244753 ¥6,160  ¥9,240  1018757893 

格と構文 ; ヴォイス （2） 2009 9784874244609 ¥6,160  ¥9,240  1018757894 

アスペクト ; テンス ; 肯否 （3） 2007 9784874243855 ¥6,160  ¥9,240  1018757895 

モダリティ （4） 2003 9784874242858 ¥6,160  ¥9,240  1018757896 

とりたて ; 主題 （5） 2009 9784874244449 ¥6,160  ¥9,240  1018757897 

複文 （6） 2008 9784874244159 ¥6,160  ¥9,240  1018757898 

談話 ; 待遇表現 （7） 2009 9784874244456 ¥6,160  ¥9,240  1018757899 

くろしお出版 
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Frontier series日本語研究叢書 全10冊 

Frontier series日本語研究叢書 
全10冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) ： ¥ 83,600 

同時３アクセス(本体) ： ¥125,400 

現代日本語についての開拓的研究を、同学の士の共同財産とするために、発表後できるだけ
すみやかに廉価な形で刊行することを目的としたシリーズ。主に国内外で出された博士論文
またはそれに準じる論文を刊行。 

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 

「の(だ)」の機能 （9） 野田 春美 1997 9784874241509 ¥8,360  ¥12,540  1016024908 

日本語疑問文における判断の諸相 （11） 安達 太郎 1999 9784874241752 ¥8,360  ¥12,540  1016024909 

日本語の述語と文機能 （13） 山岡 政紀 2000 9784874242070 ¥8,360  ¥12,540  1016024910 

日本語の時間表現 （14） 中村 ちどり 2001 9784874242445 ¥8,360  ¥12,540  1016024911 

日本語の談話におけるフィラー （15） 山根 智恵 2002 9784874242636 ¥8,360  ¥12,540  1016024912 

水海道方言における格と文法関係 （16） 佐々木 冠 2004 9784874242810 ¥8,360  ¥12,540  1016024913 

日本語条件文と時制節性 （20） 有田 節子 2007 9784874243824 ¥8,360  ¥12,540  1016024914 

日本語におけるテキストの結束性の研究 （21） 庵 功雄 2007 9784874243992 ¥8,360  ¥12,540  1016024915 

現代日本語におけるヴォイスの諸相 
 ―事象のあり方との関わりから―（22） 

林 青樺 2009 9784874244388 ¥8,360  ¥12,540  1016024916 

現代日本語の反復構文 ―構文文法と類像性の観点から―（28） 野呂 健一 2016 9784874247211 ¥8,360  ¥12,540  1023982688 

くろしお出版 
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21世紀の「日本事情」 全5巻 

21世紀の「日本事情」 全5巻 特価 

同時１アクセス(本体) ： ¥20,900  

同時３アクセス(本体) ： ¥29,700  

＜商品コード ： 1011606685＞ 

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 

創刊号 ―日本語教育から文化リテラシーへ― 1999 9784874241786 ¥4,400  ¥6,600  1011606686 

第2号 ―日本語教育から文化リテラシーへ― 2000 9784874242087 ¥4,400  ¥6,600  1011606687 

第3号 ―日本語教育から文化リテラシーへ― 2001 9784874242407 ¥4,400  ¥6,600  1011606688 

第4号 ―日本語教育から文化リテラシーへ― 2002 9784874242629 ¥4,400  ¥6,600  1011606689 

第5号 ―日本語教育から文化リテラシーへ― 2004 9784874242926 ¥4,400  ¥6,600  1011606690 

日本語教育を文化的知識の面で補強する分
野として、「日本事情」教育の可能性を展望し、
新たな立脚点と具体的展開を模索しようと呼び
かける編集委員会によって編纂された論文季
刊誌。全5 号（完結）。 

日本語学習者のための日本研究シリーズ  
= Japan studies for Japanese learners 全3巻 

日本語学習者のための日本研究シリーズ 全3巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) ： ¥8,800  

同時３アクセス(本体) ： ¥12,100  

＜商品コード ： 1022529752＞ 

(特価) 

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 

日本思想におけるユートピア （ 1） 高橋 武智 2014 9784874246313 ¥2,640  ¥3,960  1022529754 

日本の映画史 ―10のテーマ―（ 2） 平野 共余子 2014 9784874246320 ¥3,080  ¥4,620  1022529755 

日本古典の花園を歩く （ 3） 林 四郎 2016 9784874246948 ¥3,080  ¥4,620  1022529756 

くろしお出版 
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古田東朔 近現代 日本語生成史コレクション 
全6巻 

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 

江戸から東京へ （第1巻 国語史 ; 1 ） 2012 9784874245736 ¥18,700  ¥28,050  1018757907 

国語意識の発生 （第2巻 国語史 ; 2 ） 2011 9784874245248 ¥18,700  ¥28,050  1018757908 

日本語へのまなざし内と外から （第3巻 国語学史 ; 1 ） 2010 9784874244821 ¥18,700  ¥28,050  1018757909 

日本語近代への歩み （第4巻 国語学史 ; 2 ） 2010 9784874245040 ¥16,500  ¥24,750  1018757910 

国語科教育 ―誕生と発展―（第5巻） 2013 9784874245941 ¥19,360  ¥29,040  1018757911 

東朔夜話 ―伝記と随筆―（第6巻） 2014 9784874246429 ¥20,240  ¥30,360  1018757912 

日本語・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。
幕末・明治の激動期に刻々と変化を遂げていった日本語のダイナミズムを精緻に描く。
入手困難な論文を多数取り込み、各巻に専門家による解説、校正付記を設けた。 

古田東朔 近現代 日本語生成史コレクション 
全6巻 特価 

同時１アクセス(本体) ： ¥101,200  

同時３アクセス(本体) ： ¥151,800  

＜商品コード ： 1018757905＞ 

古田 東朔 著 

くろしお出版 
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開拓社 

開拓社言語・文化選書シリーズ 

78冊 
揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥309,540 ¥464,310 

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 

言外の意味 上 新版（1） 安井 稔 2007 9784758925013 ¥3,080  ¥4,620  1018868025 

言外の意味 下 新版（2） 安井 稔 2007 9784758925020 ¥3,080  ¥4,620  1018868026 

世界に通用しない英語 ―あなたの教室英語、大丈夫?―（3） 八木 克正 2007 9784758925037 ¥3,520  ¥5,280  1018868027 

ことばは壊れない ―失語症の言語学―（4） 久保田 正人 2007 9784758925044 ¥3,740  ¥5,610  1018868028 

英語の文型 ―文型がわかれば、英語がわかる―（5） 安藤 貞雄 2008 9784758925051 ¥3,740  ¥5,610  1018868029 

構造から見る日本語文法 （6） 三原 健一 2008 9784758925068 ¥3,520  ¥5,280  1018868030 

ことばと論理 ―このままでいいのか言語分析―（7） 児玉 徳美 2008 9784758925075 ¥3,520  ¥5,280  1018868031 

ネーミングの言語学 ―ハリー・ポッターからドラゴンボールまで―（8） 窪薗 晴夫 2008 9784758925082 ¥3,520  ¥5,280  1018868032 

レキシカル・グラマーへの招待 ―新しい教育英文法の可能性―（9） 佐藤 芳明 2009 9784758925099 ¥3,960  ¥5,940  1018868033 

日常言語に潜む音法則の世界 （10） 田中 伸一 2009 9784758925105 ¥3,960  ¥5,940  1018868034 

英語ジョーク快読のススメ ―ジョークがわかれば、言葉も文化もわかる―（11） 中野 清治 2009 9784758925112 ¥3,520  ¥5,280  1018868035 

英語の冠詞 ―その使い方の原理を探る―（12） 樋口 昌幸 2009 9784758925129 ¥3,960  ¥5,940  1018868036 

コミュニケーションの英語学 ―話し手と聞き手の談話の世界―（13） 安武 知子 2009 9784758925136 ¥3,740  ¥5,610  1018868037 

単語の構造の秘密 ―日英語の造語法を探る―（14） 竝木 崇康 2009 9784758925143 ¥3,740  ¥5,610  1018868038 

意味論から見る英語の構造 ―移動と状態変化の表現を巡って―（15） 米山 三明 2009 9784758925150 ¥3,520  ¥5,280  1018868039 

日本語から見た日本人 ―主体性の言語学―（16） 広瀬 幸生 2010 9784758925167 ¥3,960  ¥5,940  1018868040 

認知言語学への誘い ―意味と文法の世界―（17） 李 在鎬 2010 9784758925174 ¥3,520  ¥5,280  1018868041 

ことばから文化へ ―文化がことばの中で息を潜めている―（18） 安井 泉 2010 9784758925181 ¥3,960  ¥5,940  1018868042 

ひとのことばの起源と進化 （19） 池内 正幸 2010 9784758925198 ¥3,520  ¥5,280  1018868043 

イメージで捉える感覚英文法 ―認知文法を参照した英語学習法―（20） 今井 隆夫 2010 9784758925204 ¥3,960  ¥5,940  1018868044 

Google検索による英語語法学習・研究法 （21） 衣笠 忠司 2010 9784758925211 ¥3,520  ¥5,280  1018868045 

言葉をさかのぼる ―歴史に閉ざされた英語と日本語の世界―（22） 藤原 保明 2010 9784758925228 ¥3,960  ¥5,940  1018868046 

英語構文を探求する （23） 大庭 幸男 2011 9784758925235 ¥3,960  ¥5,940  1018868047 

英語語法ライブラリ ―ペーパーバックが教えてくれた―（24） 柏野 健次 2011 9784758925242 ¥3,520  ¥5,280  1018868048 

受身と使役 ―その意味規則を探る―（25） 高見 健一 2011 9784758925259 ¥3,960  ¥5,940  1018868049 

ことばワークショップ ―言語を再発見する―（26） 大津 由紀雄 2011 9784758925266 ¥3,740  ¥5,610  1018868050 

英語教育に役立つ英語の基礎知識Q&A （27） 八木 克正 2011 9784758925273 ¥3,520  ¥5,280  1018868051 

レキシコンに潜む文法とダイナミズム （28） 由本 陽子 2011 9784758925280 ¥3,740  ¥5,610  1018868052 

20世紀新言語学は何をもたらしたか （29） 安井 稔 2011 9784758925297 ¥3,960  ¥5,940  1018868053 

学校英文法プラス ―英語のより正確な理解に迫る―（30） 中野 清治 2012 9784758925303 ¥3,960  ¥5,940  1018868054 

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。 
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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 

英語の前置詞 （31） 安藤 貞雄 2012 9784758925310 ¥3,960  ¥5,940  1018868055 

日本文法の系譜学 ―国語学史と言語学史の接点―（32） 斉木 美知世 2012 9784758925327 ¥4,400  ¥6,600  1018868056 

英語を通して学ぶ日本語のツボ （33） 菅井 三実 2012 9784758925334 ¥3,960  ¥5,940  1018868057 

英語の仕組みと文法のからくり ―語彙・構文アプローチ―（34） 岩田 彩志 2012 9784758925341 ¥3,520  ¥5,280  1018868058 

英語辞典活用ガイド ―辞書の情報を読み取るための必須知識―（35） 樋口 昌幸 2012 9784758925358 ¥3,300  ¥4,950  1018868059 

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 （36） 山中 和樹 2013 9784758925365 ¥3,740  ¥5,610  1018868060 

外国語はどこに記憶されるのか ―学びのための言語学応用論―（37） 中森 誉之 2013 9784758925372 ¥3,960  ¥5,940  1018868061 

対人関係の言語学 ―ポライトネスからの眺め―（38） 福田 一雄 2013 9784758925389 ¥4,180  ¥6,270  1018868062 

英語接辞の魅力 ―語彙力を高める単語のメカニズム―（39） 西川 盛雄 2013 9784758925396 ¥4,180  ¥6,270  1018868063 

文法とは何か ―音韻・形態・意味・統語のインターフェイス―（40） 西原 哲雄 2013 9784758925402 ¥3,740  ¥5,610  1018868064 

知覚と行為の認知言語学 ―「私」は自分の外にある―（41） 本多 啓 2013 9784758925419 ¥4,180  ¥6,270  1018868065 

ことばを読む、心を読む ―認知語用論入門―（42） 内田 聖二 2013 9784758925426 ¥4,180  ¥6,270  1018868066 

英語とはどんな言語か ―より深く英語を知るために―（43） 安井 稔 2014 9784758925433 ¥4,180  ¥6,270  1018868067 

英語の構造からみる英詩のすがた ―文法・リズム・押韻―（44） 岡崎 正男 2014 9784758925440 ¥4,180  ¥6,270  1018868068 

ソシュールとサピアの言語思想 ―現代言語学を理解するために―（45） 三輪 伸春 2014 9784758925457 ¥4,180  ¥6,270  1018868069 

ことばの仕組みから学ぶ和文英訳のコツ （46） 畠山 雄二 2014 9784758925464 ¥3,960  ¥5,940  1018868070 

文法化する英語 （47） 保坂 道雄 2014 9784758925471 ¥3,960  ¥5,940  1018868071 

英語学習者のためのGoogle・英辞郎検索術 （48） 衣笠 忠司 2014 9784758925488 ¥3,960  ¥5,940  1018868072 

英語の法助動詞 （49） 中野 清治 2014 9784758925495 ¥4,180  ¥6,270  1018868073 

言語理論としての語用論 ―入門から総論まで―（50） 今井 邦彦 2015 9784758925501 ¥4,180  ¥6,270  1018868074 

言語学から見た日本語と英語の慣用句 （51） 石田 プリシラ 2015 9784758925518 ¥4,180  ¥6,270  1018868075 

日英語と文化の記号論 （52） 有馬 道子 2015 9784758925525 ¥3,960  ¥5,940  1022205505 

文法現象から捉える日本語 （53） 岸本 秀樹 2015 9784758925532 ¥4,180  ¥6,270  1022205506 

歴史的にみた英語の語形成 （54） 米倉 綽 2015 9784758925549 ¥4,180  ¥6,270  1022366219 

英語の素朴な疑問から本質へ ―文法を作る文法―（55） 小野 隆啓 2015 9784758925556 ¥4,180  ¥6,270  1022366220 

修辞的表現論 ―認知と言葉の技巧―（56） 山梨 正明 2015 9784758925563 ¥4,180  ¥6,270  1022366221 

第2言語ユーザのことばと心 ―マルチコンピテンスからの提言―（57） 村端 五郎 2016 9784758925570 ¥4,180  ¥6,270  1022366222 

「人間らしさ」の言語学 （58） 織田 哲司 2016 9784758925587 ¥4,180  ¥6,270  1022366223 

外国語音声の認知メカニズム ―聴覚・視覚・触覚からの信号―（59） 中森 誉之 2016 9784758925594 ¥4,180  ¥6,270  1025637493 

教育英語意味論への誘い （60） 武田 修一 2016 9784758925600 ¥4,180  ¥6,270  1025637494 

時間と言語を考える ―「時制」とはなにか―（61） 溝越 彰 2016 9784758925617 ¥4,180  ¥6,270  1025637495 

認知と言語 ―日本語の世界・英語の世界―（62） 濱田 英人 2016 9784758925624 ¥4,180  ¥6,270  1025637496 

機能・視点から考える英語のからくり （63） 上山 恭男 2016 9784758925631 ¥4,180  ¥6,270  1025637497 

英語仮定法を洗い直す （64） 中野 清治 2016 9784758925648 ¥4,180  ¥6,270  1025637498 

Sherlock Holmesの英語 （65） 秋元 実治 2017 9784758925655 ¥4,180  ¥6,270  1025637499 

人生の意味論 ―価値評価をめぐって―（66） 河西 良治 2017 9784758925662 ¥4,180  ¥6,270  1025637500 

概念意味論の基礎 （67） 大室 剛志 2017 9784758925679 ¥4,180  ¥6,270  1028112470 

漢字は日本でどう生きてきたか （68） 湯沢 質幸 2017 9784758925686 ¥4,180  ¥6,270  1028112471 

英語学を学ぼう ―英語学の知見を英語学習に活かす―（69） 高橋 勝忠 2017 9784758925693 ¥4,180  ¥6,270  1028112472 

斜めからの学校英文法 （70） 中島 平三 2017 9784758925709 ¥4,180  ¥6,270  1028112473 

動詞の意味を分解する ―様態・結果・状態の語彙意味論―（71） 出水 孝典 2018 9784758925716 ¥4,400  ¥6,600  1028112474 

意味解釈の中のモダリティ 上 （72） 澤田 治美 2018 9784758925723 ¥4,400  ¥6,600  1028112475 

意味解釈の中のモダリティ 下 （73） 澤田 治美 2018 9784758925730 ¥4,400  ¥6,600  1028112476 

ことわざから探る英米人の知恵と考え方 （74） 安藤 邦男 2018 9784758925747 ¥4,400  ¥6,600  1030893469 

「視点」の違いから見る日英語の表現と文化の比較 （75） 尾野 治彦 2018 9784758925754 ¥4,400  ¥6,600  1030893470 

新たな英語史研究をめざして ―詩学と記号論を視点に―（76） 三輪 伸春 2018 9784758925761 ¥4,400  ¥6,600  1030893471 

外国語学習に潜む意識と無意識 （77） 福田 純也 2018 9784758925778 ¥4,400  ¥6,600  1030893472 

記号論から見た俳句 （78） 有馬 道子 2018 9784758925785 ¥4,400  ¥6,600  1030893473 

開拓社言語・文化選書シリーズ 

開拓社 
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Studies in Language Sciencesシリーズ 

6冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥59,400 ¥89,100 

英語語法文法研究シリーズ 

語用論研究シリーズ 

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 

Studies in language sciences 11 白井 恭弘 2012 9784758917018 ¥9,900  ¥14,850  1022205507 

Studies in language sciences 12 白井 恭弘 2013 9784758917025 ¥9,900  ¥14,850  1022205508 

Studies in language sciences 13 堀江 薫 2014 9784758917032 ¥9,900  ¥14,850  1022366224 

Studies in language sciences 14 白井 恭弘 2015 9784758917049 ¥9,900  ¥14,850  1025637470 

Studies in language sciences 15 堀江 薫 2016 9784758917056 ¥9,900  ¥14,850  1028112469 

Studies in Language ciences Volumes16&17(2018March) 言語科学会 2018 9784758917063 ¥9,900  ¥14,850  1030893474 

 ―Journal of the Japanese Society for Language Sciences― 

16冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥133,760 ¥200,640 

9冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥75,240 ¥112,860 

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 

第9号(2002) 2002 9784758920599 ¥8,360  ¥12,540  1025637479 

第10号(2003) 2003 9784758920605 ¥8,360  ¥12,540  1025637480 

第11号(2004) 2004 9784758920612 ¥8,360  ¥12,540  1025637481 

第12号(2005) 2005 9784758920629 ¥8,360  ¥12,540  1025637482 

第13号(2006) 2006 9784758920636 ¥8,360  ¥12,540  1025637483 

第14号(2007) 2007 9784758920643 ¥8,360  ¥12,540  1025637484 

第15号(2008) 2008 9784758920650 ¥8,360  ¥12,540  1025637485 

第16号(2009) 2009 9784758920667 ¥8,360  ¥12,540  1025637486 

第17号(2010) 2010 9784758920674 ¥8,360  ¥12,540  1025637487 

第18号(2011) 2011 9784758920681 ¥8,360  ¥12,540  1025637488 

第19号(2012) 2012 9784758920698 ¥8,360  ¥12,540  1025637489 

第20号(2013) 2013 9784758920704 ¥8,360  ¥12,540  1025637490 

第21号(2014) 2014 9784758920711 ¥8,360  ¥12,540  1025637491 

第22号(2015) 2015 9784758920728 ¥8,360  ¥12,540  1025637492 

第23号(2016) 2016 9784758920735 ¥8,360  ¥12,540  1028112461 

第24号(2017) 2017 9784758920742 ¥8,360  ¥12,540  1030893468 

英語語法文法学会 編 

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 

第10号 (2008) 2008 9784758917605 ¥8,360  ¥12,540  1022366231 

第11号 (2009) 2010 9784758917612 ¥8,360  ¥12,540  1022366232 

第12号 (2010) 2011 9784758917629 ¥8,360  ¥12,540  1022366233 

第13号 (2011) 2012 9784758917636 ¥8,360  ¥12,540  1022366234 

第14号 (2012) 2013 9784758917643 ¥8,360  ¥12,540  1022366235 

第15号 (2013) 2014 9784758917650 ¥8,360  ¥12,540  1022366236 

第16号 (2014) 2015 9784758917667 ¥8,360  ¥12,540  1022366237 

第17号 (2015) 2016 9784758917674 ¥8,360  ¥12,540  1028112467 

第18号 (2016) 2017 9784758917681 ¥8,360  ¥12,540  1030893467 

日本語用論学会 編 

開拓社 
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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 

<不思議>に満ちたことばの世界 上 高見 健一 2017 9784758922388 ¥6,380  ¥9,570  1030893475 

<不思議>に満ちたことばの世界 下 高見 健一 2017 9784758922395 ¥6,380  ¥9,570  1030893476 

音韻研究の新展開 ―窪薗晴夫教授還暦記念論文集― 田中 真一 2017 9784758922371 ¥14,080  ¥21,120  1030893477 

生成文法理論の哲学的意義 
 ―言語の内在的・自然主義的アプローチ― 

阿部 潤 2017 9784758922432 ¥6,600  ¥9,900  1030893478 

英語教育徹底リフレッシュ 
 ―グローバル化と21世紀型の教育― 

今尾 康裕 2017 9784758922449 ¥7,040  ¥10,560  1030893479 

ことばの科学 ―東京言語研究所開設50周年記念セミナー― 西山 佑司 2017 9784758922487 ¥4,400  ¥6,600  1030893480 

語用論の基礎を理解する Gunter Senft 2017 9784758922463 ¥7,480  ¥11,220  1030893481 

理論言語学史 畠山 雄二 2017 9784758922470 ¥7,920  ¥11,880  1030893482 

連濁の研究 ―国立国語研究所プロジェクト論文選集― ティモシー・J.バンス 2017 9784758922524 ¥7,040  ¥10,560  1030893483 

ことばを編む 西岡 宣明 2018 9784758922555 ¥15,400  ¥23,100  1030893484 

ことばのパースペクティヴ 
中村芳久教授退職記
念論文集刊行会 2018 9784758922548 ¥17,600  ¥26,400  1030893485 

翻訳と語用論 （龍谷叢書 42） 東森 勲 2018 9784758922562 ¥5,280  ¥7,920  1030893486 

教員のための「国際語としての英語」学習法のすすめ 大坪 喜子 2017 9784758922418 ¥4,840  ¥7,260  1030893487 

三層モデルでみえてくる言語の機能としくみ （開拓社叢書 28） 廣瀬 幸生 2017 9784758918237 ¥7,040  ¥10,560  1030893488 

現代言語理論の最前線 （開拓社叢書 29） 西原 哲雄 2017 9784758918244 ¥7,480  ¥11,220  1030893489 

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―（一歩進める英語学習・研究ブックス） 

中村 良夫 2018 9784758912037 ¥5,060  ¥7,590  1030893490 

イメージ感覚で捉える英語の前置詞 ―39の前置詞を集中 
マスター―（一歩進める英語学習・研究ブックス） 

上田 明子 2018 9784758912044 ¥3,960  ¥5,940  1030893491 

現代音韻論の動向 ―日本音韻論学会20周年記念論文集― 日本音韻論学会 2016 9784758922296 ¥8,360  ¥12,540  1030893493 

Antilogophoricity and Binding Theory 八島 純 2016 9784758922333 ¥10,560  ¥15,840  1030893494 

Efficacy of Visual‐Auditory Shadowing Method in SLA Based on Language 
Processing Models in Cognitive Psychology 

中山 誠一 2017 9784758922364 ¥5,720  ¥8,580  1030893495 

Studies in Middle and Modern English ―Historical Variation― 
（Studies in the History of the English Language 6） 

谷 明信 2017 9784758922494 ¥8,360  ¥12,540  1030893496 

Language Contact and Variation in the History of English 
 （Studies in the History of the English Language 7） 

内田 充美 2017 9784758922531 ¥8,360  ¥12,540  1030893497 

認知言語学研究 Vol.2(2017March) 日本認知言語学会 2017 9784758916523 ¥8,800  ¥13,200  1030893492 

開拓社 
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開拓社言語・文化選書シリーズ・リフロー版が好評配信中！ 
 64タイトル 揃価格（各巻分売可） 

同時1アクセス(本体)：¥249,480 
同時3アクセス(本体)：¥374,220 

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。 

こちらのシリーズはPDF版もご購入頂けます。タイトル詳細はお問い合わせください。 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

開拓社 
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■言語学関連レファレンス■ 

中華オタク用語辞典 

出版社 文学通信 

同時1アクセス 
(本体) 

¥4,950 

同時3アクセス 
(本体) 

¥14,850 

冊子版ISBN 9784909658081  

著編者名 はちこ 発行年 2019 商品コード 1030866909 

中華圏で使われているオタク用語をまとめた初の辞典。マンガ、アニメ、ゲーム、アイドル、二次創
作、エロなどに関する言葉を集成。怒濤の163項目に加え、コラムも充実。例えばこんな言葉を収
録…ピンク髪のキャラクターは全員腹黒★沼★チート主人公★来週のアニメを見るまでは生きろ
★自主規制★公式が最大手★アッー！★等々。ピンイン索引付。 

日英・慣用句の文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥12,540 

同時3アクセス 
(本体) 

¥18,810 

冊子版ISBN 9784621304174  

著編者名 山田 雅重 発行年 2019 商品コード 1031274456 

日常よく使われる日本語慣用句を600取り上げ、その由来や語義とその英語表現をエピソードも盛
り込みながらやさしく解説。実際の英会話でも活用できるよう英語例文も豊富に掲載。日本語と英
語の発想や表現の違いもよくわかるユニークな事典。日英の発想の違いを知ることで異文化理解
にも役立ち、慣用句の英語表現を知ることで英語コミュニケーション能力もアップします。 

英語スタイルブック 
 ―ライティングの表記ルール辞典― 

出版社 クロスメディアランゲージ 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,474 

同時3アクセス 
(本体) 

¥12,949 

冊子版ISBN 9784295403197  

著編者名 石井 隆之 発行年 2019 商品コード 1031338944 

英文を書くとき、日本語と同じように英語にも、スペリング・記号・句読点などの表記ルールがありま
す。これをまとめた「スタイルブック」は、アカデミックな文書を書くときやビジネス場面などでネイ
ティブにも重宝されています。本書では、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基本的な表記ルールを、簡単な例を挙げて解説。英文を書くときに、中
身だけでなく見た目も良いものに仕上げていくためのノウハウが満載の辞典です。 
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■言語学関連レファレンス■ 

現代感動詞用法辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥15,510 

同時3アクセス(本体) ¥23,265 

冊子版ISBN 9784490108880  

著編者名 浅田 秀子 発行年 2017 商品コード 1031031529 

感動詞・呼びかけ・掛け声など、私たちが発する言葉、マンガの背景などに使われる文字表記までまとめた初めての辞典。 

「言いたいこと」から引ける慣用句・ 
ことわざ・四字熟語辞典 

出版社 東京堂出版 

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 9784490108231  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2012 商品コード 1031031530 

文章作成、スピーチ、手紙に役立つ、最も相応しい慣用句・四字熟語を意味・内容から逆引きできる辞典。 

「言いたいこと」から引ける大和ことば 
辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784490108934  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2017 商品コード 1031031531 

日本古来の優しく情緒豊かなことばを知り、使いこなすために。言いたい内容・使う場面から探せるように分類配列。 

漢字語源語義辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784490108521  

著編者名 加納 喜光 発行年 2014 商品コード 1031031532 

日常使用する漢字を対象に、語源（由来）と語義（意味）を徹底的に解説！『至高の漢字レファレンス」完成。 

数の漢字の起源辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784490108767  

著編者名 加納 喜光 発行年 2016 商品コード 1031031533 

数と関連のある全ての漢字を「数漢字」として6つに分類。字源・語源からなぜ「数」に用いられるかを明らかにした新し
い辞典。 

平成の新語・流行語辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784490109108  

著編者名 米川 明彦 発行年 2019 商品コード 1031031534 

平成時代に生まれた新語・流行語について、その背景や用例などを徹底的に調査・収集した「当時の声」が聞こえるこ
とばの辞典。 
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■言語学関連レファレンス■ 

文法コロケーションハンドブック 
 ―日本語教育のための― 

出版社 くろしお出版 
同時1アクセス(本体) ¥3,960 
同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784874246306  
著編者名 中俣 尚己 発行年 2014 商品コード 1018757919 

初級日本語教育の93の文法項目について、どんな動詞/形容詞/名詞と組み合わさって使われることが多いかという指標を示し、意味や用
法を解説したハンドブック。例文づくりに役立つ。 

名言・格言・ことわざ辞典 

出版社 ミネルヴァ書房 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 
同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784623071432  
著編者名 増井 金典 発行年 2015 商品コード 1025423513 

先人の残した言葉や庶民の知恵がつまったことわざ5500余語を簡便に紹介する。先人の残した心の軌跡・思想・言葉・庶民の知恵が結晶
したことわざには、人生の指針や、心を柔らかく耕してくれる言葉があり、人生を豊かにする言葉を捧げたい、という願いをこめた。 

日本語源広辞典 増補版 

出版社 ミネルヴァ書房 
同時1アクセス(本体) ¥24,750 
同時3アクセス(本体) ¥37,125 

冊子版ISBN 9784623063246  
著編者名 増井 金典 発行年 2012 商品コード 1025423512 

豆知識から国語や古典の学習まで、読んで楽しい語源辞典。好評を博した旧版にさらに約一万二〇〇〇語を追加した増補版。【主な収載項目】常用漢字の
語源，日本語の訓の語源はすべて収載。外来語や衣食住にまつわる用語では，ニュース等で日常多く使われる語を重視。地名や姓氏から外国名まで，一族
やその土地の由来がわかる。 

第二言語習得キーターム事典 

出版社 開拓社 

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 9784758922456  

著編者名 Bill VanPatten 発行年 2017 商品コード 1028112486 

Bloomsbury Publishingのキーターム・シリーズ全10巻中の1冊、Key Terms in Second Language Acquisition （second edition）の全訳である。第二言語習得研究
に関わる専門用語や仮説について解説した事典で、「キー・クエスチョン」「キー・セオリーと基本的な枠組み」「キー・ターム」「キー・リーディング」の4部構成を
取る。専門用語は平易なことばで明確に解説されており、専門家のみならず、初学者のための入門書としても格好の書物となっている。 

日本語文法ハンドブック 
 ―言語理論と言語獲得の観点から― 

出版社 開拓社 
同時1アクセス(本体) ¥9,900 
同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784758922302  
著編者名 村杉 恵子 発行年 2016 商品コード 1028112491 

本書は、言語学研究の第一線で活躍する10名が、文構造、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章から成る。言語比較に基づく理論研究のための参考書、授業のテキストとして使いやすいように、それぞれの章が独立しており、いずれの章も、
学部3・4年生を対象とした解説を主とする第1部と、仮説検証の方法を含めた発展的な第2部の2部構成になっている。 

日本伝統文化の英語表現事典 = The quick guide 
to traditional Japanese arts and handicrafts 

出版社 丸善出版 
同時1アクセス(本体) ¥12,540 
同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621302972  
著編者名 亀田 尚己 発行年 2018 商品コード 1028301503 

海外から日本にやってくる人たちの興味関心が、和食からさらに伝統文化へと益々拡大してきている。では伝統文化について英語でうまく相手に伝えるにはど
う表現すればいいのか？――興味深く、楽しく伝統文化の歴史とその英語での表現法が理解できるユニークな事典。●具体的でわかりやすい歴史的解説。
●経験豊富な英国人翻訳家による明快な英語表現。●英語説明は日本語説明の後に配置し読みやすさを重視。 

日英ことわざ文化事典 

出版社 丸善出版 
同時1アクセス(本体) ¥12,540 
同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301661  
著編者名 山田 雅重 発行年 2017 商品コード 1025376246 

本書では、日本語と英語でよく知られていることわざ、故事成語・成句、慣用句などを、計600項目取り上げ、日本語のことわざに対応する英語表現と英語のこと
わざに対応する日本語の表現を紹介しています。表現に含まれる単語や語句の歴史、その成立過程などにも触れ、英語圏の歴史や文化、考え方などについ
ても広く学ぶことができます。 

日英ことばの文化事典 

出版社 丸善出版 
同時1アクセス(本体) ¥12,540 
同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621089804  
著編者名 亀田 尚己 発行年 2015 商品コード 1020083617 

日本語と英語のことばや表現の成り立ちと発想をまとめる。単語やことわざ・格言のイメージの比較、直訳すると意味不明のイディオム等を
解説。異文化コミュニケーションの難しさや楽しさについても述べる。 
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■言語学関連レファレンス■ 

世界の文字事典 

出版社 丸善出版 
同時1アクセス(本体) ¥33,000 
同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621088944  
著編者名 庄司 博史 発行年 2015 商品コード 1019023648 

この事典の目的は、世界の様々な言語を、その言語にほとんど予備知識のない人でも、文字を声に出して読み、カタカナで転写することができることにある。旅
行、ビジネスに、また人名や地名をカタカナ表示したい時、外国人の名前を正しく発音したい時などに大いに役立ち活用できる、今までなかったユニークな事
典。 

言語科学の百科事典 

出版社 丸善出版 
同時1アクセス(本体) ¥50,600 
同時3アクセス(本体) ¥75,900 

冊子版ISBN 9784621077337  
著編者名 鈴木 良次 発行年 2006 商品コード 1008954404 

トランスディシプリナリな取り組みが言語科学にとってますます重要になってきた現在、言語科学で使われている基本的な概念、用語、研
究の最前線の状況などを的確に把握するニーズに応える事典。 

岩波日本古典文学辞典 

出版社 岩波書店 
同時1アクセス(本体) ¥16,500 
同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784000803106  
著編者名 久保田 淳 発行年 2007 商品コード 1030884445 

古典文学の精髄を凝縮したコンパクトな一冊をとの要望に応える．1540項目．作品にはあらすじ・所収文献，歌人・俳人には代表歌句を掲げるなど，使いやす
く親しみやすい工夫を施した．付録に，三十六歌仙・百人一首などが一望できる「名数一覧」，1300年の歴史を的確にまとめる「日本古典文学史年表」．詳細な
索引を付す． 

バカ日本語辞典 
 ―全国のバカが考えた脳内国語ディクショナリー― 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥825 

同時3アクセス(本体) ¥1,650 

冊子版ISBN 9784774129822  

著編者名 谷口 一刀 発行年 2007 商品コード 1022140491 

「薬剤師」を「ヤクザ医師」だと思っていた、「禁固刑」は「金庫刑」だと思っていた、「加齢臭」を「カレー臭」だと思っていた…。日本中のバカ
の脳内知識を集めて作った国語辞書。バカことわざ辞典、バカコンテンツ集も収録。 

研究社日本語コロケーション辞典 = Kenkyusha's 
dictionary of Japanese collocations 

出版社 研究社 
同時1アクセス(本体) ¥12,320 
同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784767491103  
著編者名 柏崎 雅世 発行年 2012 商品コード 1014000652 

日本語の正しいコロケーション(語と語の慣用的な結びつき)が分かる辞典。4万5000を超える生きた例文、慣用句、合成語(複合語)を掲載。
口語的な表現や新聞・報道の時事的な例文も豊富に収録する。 

漢字ときあかし辞典 

出版社 研究社 
同時1アクセス(本体) ¥7,590 
同時3アクセス(本体) ¥11,385 

冊子版ISBN 9784767434711  
著編者名 円満字 二郎 発行年 2012 商品コード 1017162466 

それぞれの漢字が持っている"個性"豊かな世界を、次から次へと解き明かし、説き明かした、だれでも気軽に読める漢字の辞典。常用漢字を含め、日常生活でよく使う漢字2320字を収
録。 漢字の意味や読み方、成り立ちなどを、ひとつながりの"読みもの"として読めるように解説。漢字全体の知識がまとめて頭に入ります。漢字の実用的な知識が身につくだけでなく、
ふだんごくふつうに使っている漢字の中から、意外な発見をしたり、ものごとを考えるヒントが見つかったりするなど、語感が高まり、日本語の世界が深まります。  

類義語使い分け辞典 
 ―日本語類似表現のニュアンスの違いを例証する― 

出版社 研究社 
同時1アクセス(本体) ¥9,900 
同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784327461355  
著編者名 田 忠魁 発行年 1998 商品コード 1010089949 

例えば、「愛」「愛情」「情愛」「恋」など、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、語のつながり、置き換え表現の可
否などに力点を置いて、例文を駆使しながら明解に解説。 

研究社日本語教育事典 

出版社 研究社 
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 9784767491097  
著編者名 近藤 安月子 発行年 2012 商品コード 1014000651 

日本語教育に関する専門的な用語や概念の意味を大まかにつかむための用語解説書。日本語教育や日本語教育研究にかかわる17の
分野から重要な用語を選び出し、簡潔な定義を示したのち、詳しく説明する。 
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■言語学関連レファレンス■ 

漢字の使い分けときあかし辞典 

出版社 研究社 
同時1アクセス(本体) ¥7,590 
同時3アクセス(本体) ¥11,385 

冊子版ISBN 9784767434780  
著編者名 円満字 二郎 発行年 2016 商品コード 1023478244 

「測る」「量る」「計る」…。悩ましい漢字の使い分けをすっきり解決!409項目、のべ1163字の漢字の同訓異字について、一つ一つの漢字の
意味からていねいに解説する。豊富な用例、図表も収録。 

部首ときあかし辞典 

出版社 研究社 
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 9784767434759  
著編者名 円満字 二郎 発行年 2013 商品コード 1017162467 

小学校でだれもが習う、漢字の“部首”ですが、「部首はなんであるの？」「部首はいくつあるの？」「＜宀＞（うかんむり）って何を表すの？」「龍の部首は何？」などなど考え始めると、疑
問はつきません。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、円満字二郎氏が前著『漢字ときあかし辞典』と同様に、次から次へと解き明かし、説き明か
します。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ます。収録した部首は286項目。 

日本語類義表現使い分け辞典 

出版社 研究社 
同時1アクセス(本体) ¥12,100 
同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784767490540  
著編者名 泉原 省二 発行年 2007 商品コード 1010089948 

日本語の＜類義表現＞に焦点を当てた。主格助詞の「～は」と「～が」の使い分けを始めとして、例えば、「～さえ」と「～でも」、「～ながら」と「～つつ」、「～とた
ん」と「～やいなや」、「あまりの～に」と「～のあまり」、「～だけでなく」と「～はもちろん」など、日本人がふだん何気なく使い分けている類義表現のそれぞれの
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。 

暗号事典 

出版社 研究社 

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 9784767491004  

著編者名 吉田 一彦 発行年 2006 商品コード 1010112202 

インターネット社会のセキュリティに不可欠となった暗号の百科事典。カエサル暗号から公開鍵・量子暗号までの実用暗号、ポーから『ダ・
ヴィンチ・コード』に至るフィクションの中の暗号など、その仕組み・歴史・物語を１３００項目で解説。 

研究社日本語口語表現辞典 

出版社 研究社 
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 9784767491127  
著編者名 佐藤 友子 発行年 2013 商品コード 1015073220 

国語辞典ではわからない、日常の話し言葉や慣用句を理解して使いこなすための日本語辞典。口語で頻度の高い、あるいは特徴的な語
彙や表現約3000項目を取り上げ、意味、使い方、解説のほか、表記や会話例も収録する。 

和英 ―日本の文化・観光・歴史辞典―改訂版 

出版社 三修社 
同時1アクセス(本体) ¥4,950 
同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784384051834  
著編者名 山口 百々男 発行年 2014 商品コード 1018713648 

歴史的な事柄から現代の日常生活に関するものまで、日本文化を紹介するキーフレーズを5460語収録。言い換えの用例や関連語、反意
語・対義語などを豊富に掲載。巻末付録「日本の祭り」「日本の歴史年表」付き。 

三省堂国語辞典のひみつ 

出版社 三省堂 
同時1アクセス(本体) ¥2,860 
同時3アクセス(本体) ¥4,290 

冊子版ISBN 9784385364155  
著編者名 飯間 浩明 発行年 2014 商品コード 1018720296 

三省堂国語辞典の編集に携わる著者が、改訂を重ねてきた三省堂国語辞典の内容を紹介しながら、「国語辞典のどういう所に注目してほ
しいか」「どういうふうに使ってほしいか」などを書きつづる。 

新明解語源辞典 

出版社 三省堂 
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 9784385139906  
著編者名 小松 寿雄 発行年 2011 商品コード 1016424019 

日常の言葉を中心に、約4500語を収録した語源辞典。語源(説)・由来・語史を簡潔に記述し、先行研究をふまえ、用例をあげ分かりやすく
解説。「化学」「会社」などの翻訳語・和製漢語も掲載する。 
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■言語学関連レファレンス■ 

ヨーロッパの言語 （言語学大辞典セレクション） 

出版社 三省堂 
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 9784385152059  
著編者名 亀井 孝 発行年 1998 商品コード 1010914468 

『言語学大辞典』より、ロマンス諸語、ゲルマン語派、スラブ語派を中心に１９項目を収載した分冊版。現代ヨーロッパの諸言語のほか、ラテ
ン語、古典ギリシア語なども含む。 

日本列島の言語 （言語学大辞典セレクション） 

出版社 三省堂 
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 9784385152073  
著編者名 亀井 孝 発行年 1997 商品コード 1010914469 

『言語学大辞典』所収の「アイヌ語」「日本語」「琉球列島の言語」の３項目をまとめた分冊版。古来、日本で話されてきたことばを言語学の
立場から詳説した。 

カタカナ外来語略語辞典 
 ―現代用語の基礎知識―第5版 

出版社 自由国民社 
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 9784426115951  
著編者名 堀内 克明 発行年 2013 商品コード 1016467395 

「現代用語の基礎知識」のカタカナ・外来語・略語の総集編。現代カタカナ語の基礎語から最新語までを総解説。英語のスペルを併記し、
アルファベット略語集も収録。新しい外来語を補充した第5版。 

日英擬音語・擬態語辞典 

出版社 書香堂 

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 9784434181726  

著編者名 清水 仁 発行年 2014 商品コード 1030717906 

本書は、英会話の能力が中級以上の学習者を対象にしています。英会話の能力が中級レベルになると、基本的な日常会話が出来て、更に豊かな表現力を習得したい意欲に駆られま
す。その時に他国の言語を圧倒する数を誇る日本語の擬音語・擬態語を英語で表現出来れば、英語学習者の表現能力を一層高めることが出来ます。本書はそのような中級レベル以上
の学習者を対象にして編集されたもので、本書には必要にして十分な520語の擬音語・擬態語が覚えやすいイラスト入りで収録されています。 

敬語表現ハンドブック 

出版社 大修館書店 
同時1アクセス(本体) ¥4,950 
同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784469221992  
著編者名 蒲谷 宏 発行年 2009 商品コード 1018710900 

敬語の基本的な性質や待遇表現における「丁寧さ」の原理を明らかにし、豊富な具体例をあげて解説した、よりよい日本語コミュニケーショ
ンを目指す人のためのハンドブック。 

和英表現辞典 

出版社 大修館書店 
同時1アクセス(本体) ¥25,300 
同時3アクセス(本体) ¥75,900 

冊子版ISBN 9784469041644  
著編者名 松井 恵美 発行年 2003 商品コード 1022296159 

英作文で困るのはどんなときですか？ 日本人の英作文における誤りを長年研究してきた著者が、日常的に役立つ約1300の日本語表現
を精選し、米国人著者との共同作業により、それぞれの英訳例を示した。 

言語の事典 新装版 

出版社 朝倉書店 
同時1アクセス(本体) ¥41,800 
同時3アクセス(本体) ¥83,600 

冊子版ISBN 9784254510454  
著編者名 中島 平三 発行年 2014 商品コード 1018939696 

音声学、文字論、第二言語習得、地域方言など、言語研究を領域ごとにまとめた事典。各章の冒頭でその領域の概要を解説し、研究小史
や図表、割注、要約なども掲載する。英日用語対照表付き。 

日本語学キーワード事典 

出版社 朝倉書店 
同時1アクセス(本体) ¥55,000 
同時3アクセス(本体) ¥110,000 

冊子版ISBN 9784254510225  
著編者名 小池 清治 発行年 1997 商品コード 1011798903 

本書は日本語学のキーワード４００項目を精選し、これらに対応する英語を付した。各項目について定義・概念、基礎的知識の提示・解説を主として、便利・正
確・明解をモットーにページ単位で平易にまとめて、五十音順に配列。内容的には、総記、音声・音韻、文字、語彙、文法、文体、言語生活等の従来の観点に
加えて、新しく表現・日本語教育についてもふれるようにした。 
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日本語検定公式過去問題集 
日本語検定委員会 著 

文部科学省の後援事業として、ますます注目を浴びる日本語検定の公式過去問題集。 
受検者必携の１冊。 

54冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥107,520 ¥215,040 

日本語検定とは？ 
日本語を使うすべての人のための検定です。 
普段私たちが何気なく使っている日本語ですが、思わぬ勘違いや思い違いも多く見られます。 
日本語検定は、日本語を正しく使えるようになるための手立てとなります。 

各冊詳細は次頁をご覧ください。 
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書名 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 

日本語検定公式過去問題集1級 2019年度版 9784487812387 ¥2,156  ¥4,312  1031034504 

日本語検定公式過去問題集2級 2019年度版 9784487812394 ¥2,156  ¥4,312  1031034505 

日本語検定公式過去問題集3級 2019年度版 9784487812400 ¥1,936  ¥3,872  1031034506 

日本語検定公式過去問題集4級 2019年度版 9784487812417 ¥1,936  ¥3,872  1031034507 

日本語検定公式過去問題集5級 2019年度版 9784487812424 ¥1,936  ¥3,872  1031034508 

日本語検定公式過去問題集6級7級 2019年度版 9784487812431 ¥1,936  ¥3,872  1031034509 

日本語検定公式過去問題集1級 平成30年度版 9784487811397 ¥2,156  ¥4,312  1031034498 

日本語検定公式過去問題集2級 平成30年度版 9784487811403 ¥2,156  ¥4,312  1031034499 

日本語検定公式過去問題集3級 平成30年度版 9784487811410 ¥1,936  ¥3,872  1031034500 

日本語検定公式過去問題集4級 平成30年度版 9784487811427 ¥1,936  ¥3,872  1031034501 

日本語検定公式過去問題集5級 平成30年度版 9784487811434 ¥1,936  ¥3,872  1031034502 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成30年度版 9784487811441 ¥1,936  ¥3,872  1031034503 

日本語検定公式過去問題集1級 平成29年度版 9784487810611 ¥2,156  ¥4,312  1031034492 

日本語検定公式過去問題集2級 平成29年度版 9784487810628 ¥2,156  ¥4,312  1031034493 

日本語検定公式過去問題集3級 平成29年度版 9784487810635 ¥1,936  ¥3,872  1031034494 

日本語検定公式過去問題集4級 平成29年度版 9784487810642 ¥1,936  ¥3,872  1031034495 

日本語検定公式過去問題集5級 平成29年度版 9784487810659 ¥1,936  ¥3,872  1031034496 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成29年度版 9784487810666 ¥1,936  ¥3,872  1031034497 

日本語検定公式過去問題集1級 平成28年度版 9784487809813 ¥2,156  ¥4,312  1031034486 

日本語検定公式過去問題集2級 平成28年度版 9784487809820 ¥2,156  ¥4,312  1031034487 

日本語検定公式過去問題集3級 平成28年度版 9784487809837 ¥1,936  ¥3,872  1031034488 

日本語検定公式過去問題集4級 平成28年度版 9784487809844 ¥1,936  ¥3,872  1031034489 

日本語検定公式過去問題集5級 平成28年度版 9784487809851 ¥1,936  ¥3,872  1031034490 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成28年度版 9784487809868 ¥1,936  ¥3,872  1031034491 

日本語検定公式過去問題集1級 平成27年度版 9784487809417 ¥2,156  ¥4,312  1031034480 

日本語検定公式過去問題集2級 平成27年度版 9784487809424 ¥2,156  ¥4,312  1031034481 

日本語検定公式過去問題集3級 平成27年度版 9784487809431 ¥1,936  ¥3,872  1031034482 

日本語検定公式過去問題集4級 平成27年度版 9784487809448 ¥1,936  ¥3,872  1031034483 

日本語検定公式過去問題集5級 平成27年度版 9784487809455 ¥1,936  ¥3,872  1031034484 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成27年度版 9784487809462 ¥1,936  ¥3,872  1031034485 

日本語検定公式過去問題集1級 平成26年度版 9784487808618 ¥2,156  ¥4,312  1031034474 

日本語検定公式過去問題集2級 平成26年度版 9784487808625 ¥2,156  ¥4,312  1031034475 

日本語検定公式過去問題集3級 平成26年度版 9784487808632 ¥1,936  ¥3,872  1031034476 

日本語検定公式過去問題集4級 平成26年度版 9784487808649 ¥1,936  ¥3,872  1031034477 

日本語検定公式過去問題集5級 平成26年度版 9784487808656 ¥1,936  ¥3,872  1031034478 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成26年度版 9784487808663 ¥1,936  ¥3,872  1031034479 

日本語検定公式過去問題集1級 平成25年度版 9784487808014 ¥2,094  ¥4,188  1031034468 

日本語検定公式過去問題集2級 平成25年度版 9784487808021 ¥2,094  ¥4,188  1031034469 

日本語検定公式過去問題集3級 平成25年度版 9784487808038 ¥1,885  ¥3,770  1031034470 

日本語検定公式過去問題集4級 平成25年度版 9784487808045 ¥1,885  ¥3,770  1031034471 

日本語検定公式過去問題集5級 平成25年度版 9784487808052 ¥1,885  ¥3,770  1031034472 

日本語検定公式過去問題集6級・7級 平成25年度版 9784487808069 ¥1,885  ¥3,770  1031034473 

日本語検定公式1級過去問題集 平成24年度版 9784487806713 ¥2,094  ¥4,188  1031034462 

日本語検定公式2級過去問題集 平成24年度版 9784487806720 ¥2,094  ¥4,188  1031034463 

日本語検定公式3級過去問題集 平成24年度版 9784487806737 ¥1,885  ¥3,770  1031034464 

日本語検定公式4級過去問題集 平成24年度版 9784487806744 ¥1,885  ¥3,770  1031034465 

日本語検定公式5級過去問題集 平成24年度版 9784487806751 ¥1,885  ¥3,770  1031034466 

日本語検定公式6・7級過去問題集 平成24年度版 9784487806768 ¥1,885  ¥3,770  1031034467 

日本語検定公式1級過去問題集 平成23年度版 9784487805464 ¥2,094  ¥4,188  1031034456 

日本語検定公式2級過去問題集 平成23年度版 9784487805471 ¥2,094  ¥4,188  1031034457 

日本語検定公式3級過去問題集 平成23年度版 9784487805488 ¥1,885  ¥3,770  1031034458 

日本語検定公式4級過去問題集 平成23年度版 9784487805495 ¥1,885  ¥3,770  1031034459 

日本語検定公式5級過去問題集 平成23年度版 9784487805501 ¥1,885  ¥3,770  1031034460 

日本語検定公式6・7級過去問題集 平成23年度版 9784487805518 ¥1,885  ¥3,770  1031034461 
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同時１アクセス(本体) ¥3,960  同時３アクセス(本体) ¥7,920  

冊子版ISBN 9784789013499 商品コード 1029960257 

イラストと英文のストーリーを使って、 

漢字に不慣れな学習者でも字形と意味が

簡単に覚えられる漢字学習教材。 
 

N5～N3レベルの基本漢字512字と漢字語彙 

約3,500語を収録。 

各漢字の基本情報（意味・読み・画数・書き順）、

およびその漢字を使った語彙約3,500語と 

その意味が、一目で参照できる。 

KANJI LOOK AND LEARN 
イメージで覚える［げんき］な漢字512 

著編者 ： 坂野 永理 池田 庸子 品川 恭子 渡嘉敷 恭子 田嶋 香織  発行年： 2009 
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日本語教育よくわかる教授法 
 ―「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで― 

小林 ミナ 2019  9784757433175  ¥6,600  ¥9,900  1030526708  

話す・書くにつながる!日本語読解 初中級 小野 恵久子 2018  9784757430853  ¥6,600  ¥9,900  1029787405  

しごとの日本語FOR BEGINNERS 会話編 清 ルミ 2018  9784757430730  ¥7,920  ¥11,880  1028164265  

どんどん読める!日本語ショートストーリーズ vol.3 アルク出版編集部 2018  9784757430860  ¥5,940  ¥8,910  1028973200  

日本語ロジカルトレーニング 初級 ―考える・理解する・伝える力が 
身につく : logical thinking in Japanese― 

西隈 俊哉 2018  9784757430884  ¥5,940  ¥8,910  1028973220  

日本語ロジカルトレーニング 中級 ―考える・理解する・伝える力が 
身につく : logical thinking in Japanese― 

西隈 俊哉 2018  9784757430891  ¥7,920  ¥11,880  1028973221  

日本語教育よくわかる音声 松崎 寛 2018  9784757430938  ¥6,600  ¥9,900  1028973224  

日本語教育よくわかる文法 藤原 雅憲 2018  9784757430945  ¥6,600  ¥9,900  1028973225  

日本語授業の進め方生中継 ―そう、これが知りたかった!― 金子 史朗 2018  9784757430976  ¥7,590  ¥11,385  1029787402  

どんどんつながる漢字練習帳 中級 ―英語・ベトナム語・中国語・ 
インドネシア語訳付―（日本語文字学習シリーズ） 

鈴木 英子 2017  9784757430143  ¥6,600  ¥9,900  1028973203  

どんどん読める！日本語ショートストーリーズ vol.2 アルク出版編集部 2017  9784757430426  ¥5,940  ¥8,910  1028973199  

どんどん読める！日本語ショートストーリーズ vol.1 アルク出版編集部 2017  9784757430419  ¥5,940  ¥8,910  1028973198  

キクタン日本語「日本語能力試験N3」 
 ―聞いて覚える日本語単語帳― 

前坊 香菜子 2016  9784757428577  ¥6,600  ¥9,900  1024066384  

キクタン日本語「日本語能力試験N2」 
 ―聞いて覚える日本語単語帳― 

前坊 香菜子 2016  9784757428560  ¥6,600  ¥9,900  1024066383  

どんどんつながる漢字練習帳 初級: [本冊] ―英語・ベトナム語・ 
中国語・インドネシア語訳付―（日本語文字学習シリーズ） 

鈴木 英子 2015  9784757426184  ¥6,600  ¥9,900  1028973202  

どんなときどう使う日本語語彙学習辞典 ―日本語能力試験N1〜N3
の主要な語彙を網羅 : 英・中・韓・ベトナム4カ国語訳付き― 

安藤 栄里子 2014  9784757424562  ¥9,240  ¥13,860  1029489950  

2020年2月 
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外国語として日本語を学ぶ学習者におすすめのセットです。 
日本語教師を目指す方、現役の日本語教師の方など、日本語教育を志す方向けの本もあります。 

アルクにほんごセット2019（40冊） 

同時1アクセス(本体) ￥263,890 同時3アクセス(本体) ￥395,835 
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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 

できる日本語 中級本冊 
できる日本語教材開発
プロジェクト 

2013  9784757422780  ¥11,220  ¥16,830  1029787408  

どんなときどう使う日本語表現文型200 初・中級 
 ―日本語能力試験N4～N5の重要表現を網羅―改訂版 

友松 悦子 2013  9784757422605  ¥7,920  ¥11,880  1029489951  

できる日本語 初中級本冊 
できる日本語教材開発
プロジェクト 

2012  9784757420847  ¥11,220  ¥16,830  1029787407  

日本語多義語学習辞典 動詞編 : イメージでわかる言葉の意味と使い方 森山 新 2012  9784757420496  ¥7,480  ¥11,220  1011604136  

できる日本語 初級本冊 
できる日本語教材開発
プロジェクト 

2011  9784757419773  ¥11,220  ¥16,830  1029787406  

どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習帳 
 ―中・上級― 改訂版 

友松 悦子 2011  9784757420526  ¥3,080  ¥4,620  1012369430  

マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100 増田 アヤ子 2011  9784757420465  ¥6,600  ¥9,900  1024801186  

日本語多義語学習辞典 形容詞・副詞編 : イメージでわかる言葉の 
意味と使い方 

今井 新悟 2011  9784757420489  ¥6,160  ¥9,240  1011604135  

日本語会話力トレーニングブック 
 ―ビジネスで必要な発信力を身につけよう！― 

奥村 真希 2011  9784757420557  ¥7,260  ¥10,890  1027849834  

日本語多義語学習辞典名詞編 : イメージでわかる言葉の意味と使い方 荒川 洋平 2011  9784757420472  ¥6,160  ¥9,240  1011604134  

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N1 安藤 栄里子 2010  9784757418783  ¥5,280  ¥7,920  1029489946  

どんなときどう使う日本語表現文型500 ―日本語能力試験N1～N3
の重要表現を網羅― 改訂版 

友松 悦子 2010  9784757418905  ¥5,500  ¥8,250  1012369429  

どんなときどう使う日本語表現文型辞典 新装版 ―英・中・韓3カ国語
訳付き 日本語能力試験N1～N5の重要表現を網羅― 

友松 悦子 2010  9784757418868  ¥6,160  ¥9,240  1011604138  

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N2 安藤 栄里子 2010  9784757418554  ¥5,280  ¥7,920  1029489947  

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N3 安藤 栄里子 2010  9784757418547  ¥5,280  ¥7,920  1029489948  

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4 安藤 栄里子 2010  9784757418929  ¥5,280  ¥7,920  1029489949  

マンガでわかる実用敬語 初級編 釜渕 優子 2009  9784757416338  ¥6,600  ¥9,900  1024801188  

マンガで学ぶ日本語表現と日本文化 ―多辺田家が行く!!― 創作集団にほんご 2009  9784757416307  ¥6,600  ¥9,900  1024801187  

しごとの日本語 メールの書き方編 奥村 真希 2008  9784757413689  ¥4,400  ¥6,600  1011253321  

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 1 日常生活編 佐藤 保子 2008  9784757413665  ¥4,180  ¥6,270  1011253322  

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 2 学校生活編 佐藤 保子 2008  9784757413672  ¥4,180  ¥6,270  1011253323  

BJTビジネス日本語能力テストスコアアップ模擬テスト 堀井 惠子 2007  9784757412835  ¥4,840  ¥7,260  1011253318  

しごとの日本語 電話応対基礎編 奥村 真希 2007  9784757413313  ¥4,840  ¥7,260  1011253320  

マンガで学ぶ日本語会話術 金子 史朗 2006  9784757411081  ¥7,920  ¥11,880  1024801189  
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耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ１ 安藤 栄里子 2010 9784757418783 ¥5,280  ¥7,920  1029489946 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ２ 安藤 栄里子 2010 9784757418554 ¥5,280  ¥7,920  1029489947 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ３ 安藤 栄里子 2010 9784757418547 ¥5,280  ¥7,920  1029489948 

耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングＮ４ 安藤 栄里子 2010 9784757418929 ¥5,280  ¥7,920  1029489949 

どんどん読める! 
日本語ショートストーリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

どんどん読める!日本語ショートストーリーズ vol.3 アルク出版編集部 2018 9784757430860 ¥5,940  ¥8,910  1028973200 

どんどん読める!日本語ショートストーリーズ vol.1 アルク出版編集部 2017 9784757430419 ¥5,940  ¥8,910  1028973198 

どんどん読める!日本語ショートストーリーズ vol.2 アルク出版編集部 2017 9784757430426 ¥5,940  ¥8,910  1028973199 

全3冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,820 ¥26,730 

4冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥21,120 ¥31,680 
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日本語教育よくわかる シリーズ 

日本語ロジカルトレーニング 
シリーズ 

できる日本語  シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

日本語教育よくわかる音声 松崎 寛 2018 9784757430938 ¥6,600  ¥9,900  1028973224 

日本語教育よくわかる文法 藤原 雅憲 2018 9784757430945 ¥6,600  ¥9,900  1028973225 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

日本語ロジカルトレーニング 初級 
 ―考える・理解する・伝える力が身につく : 
 logical thinking in Japanese― 

西隈 俊哉 2018 9784757430884 ¥5,940  ¥8,910  1028973220 

日本語ロジカルトレーニング 中級 
 ―考える・理解する・伝える力が身につく : 
 logical thinking in Japanese― 

西隈 俊哉 2018 9784757430891 ¥7,920  ¥11,880  1028973221 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

できる日本語 中級 嶋田 和子 2013 9784757422780 ¥11,220  ¥16,830  1029787408 

できる日本語 初中級 嶋田 和子 2012 9784757420847 ¥11,220  ¥16,830  1029787407 

できる日本語 初級 嶋田 和子 2011 9784757419773 ¥11,220  ¥16,830  1029787406 

全3冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥33,660 ¥50,490 

全2冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,860 ¥20,790 

全2冊 
揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,200 ¥19,800 
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日本語学習【ビジネス/語彙/表現】10冊セット 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

しごとの日本語 メールの書き方編 奥村 真希 2008 9784757413689 ¥4,400 ¥6,600 1011253321 

しごとの日本語 電話応対基礎編 奥村 真希 2007 9784757413313 ¥4,840 ¥7,260 1011253320 

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 1  
日常生活編 

佐藤 保子 2008 9784757413665 ¥4,180 ¥6,270 1011253322 

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 2  
学校生活編 

佐藤 保子 2008 9784757413672 ¥4,180 ¥6,270 1011253323 

名詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる 
言葉の意味と使い方） 

荒川 洋平 2011 9784757420472 ¥6,160 ¥9,240 1011604134 

形容詞・副詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわ
かる言葉の意味と使い方） 

今井 新悟 2011 9784757420489 ¥6,160 ¥9,240 1011604135 

動詞編 （日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる 
言葉の意味と使い方） 

森山 新 2012 9784757420496 ¥7,480 ¥11,220 1011604136 

どんなときどう使う日本語表現文型辞典 新装版 
 ―英・中・韓3カ国語訳付き 日本語能力試験N1～N5の
重要表現を網羅― 

友松 悦子 2010 9784757418868 ¥6,160 ¥9,240 1011604138 

どんなときどう使う日本語表現文型500 ―日本語能力試
験N1～N3の重要表現を網羅― 改訂版 

友松 悦子 2010 9784757418905 ¥5,500 ¥8,250 1012369429 

どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習帳 
 ―中・上級― 改訂版 

友松 悦子 2011 9784757420526 ¥3,080 ¥4,620 1012369430 

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） 商品コード 

¥46,970 ¥70,455 1017162450 
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中級から学ぶ日本語 
 ―テーマ別―3訂版 

同時1アクセス（本体） ¥5,060 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784327384654  

著編者名 松田 浩志 発行年 2014 商品コード 1029883418 

20年以上にわたり好評を博してきた中級向け定番テキストが、三訂版で大きく生まれ変わりました。"学習者の
興味・関心に応えるようなテーマを設定し、教員と学習者がともに議論し、意見を述べ合い、その過程で日本語
の総合力を伸ばす"という趣旨のもと、現在の日本語教育現場に適した教材として、全面的に見直しを行いまし
た。 

上級で学ぶ日本語 
 ―テーマ別―3訂版 

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 9784327384746  

著編者名 松田 浩志 発行年 2016 商品コード 1029883419 

日本語学習教材として定評ある「テーマ別」シリーズ上級編を10年ぶりに改訂。“学習者が自らの意見を伝えよ
うと主体的に取り組む課程において日本語の総合力を伸ばす”という、「中級から学ぶ日本語〈三訂版〉」の編集
方針を踏襲し、中級学習からのスムーズな移行ができるよう配慮した。問題内容構成も「中級」とほぼ同一にそ
ろえ、漢字学習問題も新たに加えた。読解の文章は取り組みやすいよう1,000～1,250字程度に抑えた。 

中級までに学ぶ日本語 
 ―初中級ブリッジ教材 : テーマ別― 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥4,290 

冊子版ISBN 9784327384579  

著編者名 松田 浩志 発行年 2011 商品コード 1029883420 

日本語学習の初級と中級の橋渡しをする教材です。初級を終えた学習者が中級に移行する際に感じる困難、具体的には以
下の 4 点に対して、徐々に慣れることができるよう、工夫して作成しています。1 これまであまり経験のない長さの読解教材に
出会う。2 急にある程度の長さをもった聴解教材に出会う。3 初級で学んだ文法項目や文型の十分な応用練習なしに、それ
らを前提とした新しい項目の学習に出会う。4 内容の事実関係だけをやりとりする練習から、自らの考えを求められる。 

好評配信中！ 日本語のしくみを探る シリーズ  

書名 著編者名 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 

日本語文法のしくみ （1） 井上 優 2002 9784327383015 ¥5,500  ¥8,250  1010089931 

日本語音声学のしくみ （2） 猪塚 元 2003 9784327383022 ¥5,500  ¥8,250  1010089932 

言語学のしくみ （3） 町田 健 2001 9784327383039 ¥5,500  ¥8,250  1010089933 

日本語学のしくみ （4） 加藤 重広 2001 9784327383046 ¥5,500  ¥8,250  1010089934 

認知意味論のしくみ （5） 籾山 洋介 2002 9784327383053 ¥5,500  ¥8,250  1010089935 

日本語語用論のしくみ （6） 加藤 重広 2004 9784327383060 ¥5,500  ¥8,250  1010089936 

社会言語学のしくみ （7） 中井 精一 2005 9784327383077 ¥5,500  ¥8,250  1010089937 

7冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥38,500 ¥57,750 

研究社 
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全6冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥16,390 ¥35,860 

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 

漢字マスターN1 ―日本語能力試験N1レベル― 2011 9784384056310 ¥3,080 ¥6,600 1015929686 

漢字マスターN2 ―日本語能力試験N2レベル― 2010 9784384056327 ¥2,750 ¥6,050 1015929687 

漢字マスターN3 ―日本語能力試験N3レベル― 2011 9784384056334 ¥2,750 ¥6,050 1015929688 

漢字マスターN4 ―日本語能力試験N4レベル― 2012 9784384056341 ¥2,750 ¥6,050 1015929689 

漢字マスターN5 ―日本語能力試験N5レベル― 2011 9784384056358 ¥2,750 ¥6,050 1015929690 

かなマスター 2010 9784384055733 ¥2,310 ¥5,060 1015929691 

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 

日本語能力試験対策N1文法総まとめ ―45日間で完全マスター― 山田 光子 2012 9784384056853 ¥2,420 ¥5,280 1015929692 

日本語能力試験対策N1文法問題集 ―基礎も実践もこれ1冊でパーフェクト― 山田 光子 2012 9784384056860 ¥1,760 ¥3,850 1015929693 

日本語能力試験対策N1漢字・語彙 ―45日間で確かな実力!― 遠藤 由美子 2013 9784384057621 ¥3,630 ¥7,920 1015929694 

日本語能力試験対策N2文法総まとめ ―45日間で基礎からわかる― 遠藤 ゆう子 2010 9784384055740 ¥1,760 ¥3,850 1015929695 

日本語能力試験対策N2文法問題集 ―解けば解くほど実践力がアップする― 遠藤 ゆう子 2010 9784384055757 ¥1,430 ¥3,080 1015929696 

日本語能力試験対策N2文法模擬テスト ―実戦問題で合格力を身につける― 前澤 由紀子 2010 9784384055764 ¥1,650 ¥3,630 1015929697 

日本語能力試験対策N2漢字語彙 ―45日間で合格レベルへ!― 遠藤 由美子 2011 9784384055771 ¥2,310 ¥5,060 1015929698 

日本語能力試験対策N3文法・語彙・漢字 ―基礎から応用までこれ1冊!― 山田 光子 2013 9784384057638 ¥2,310 ¥5,060 1015929699 

アークアカデミー 著編 

漢字マスター シリーズ 

日本語能力試験対策シリーズ 

全8冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥17,270 ¥37,730 

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 

入門A1かつどう 2013 9784384057522 ¥3,300 ¥6,600 1025375346 

入門A1りかい 2013 9784384057539 ¥3,740 ¥7,480 1025375347 

初級1A2かつどう 2014 9784384057546 ¥3,960 ¥7,920 1025375348 

初級1 A2 りかい 2014 9784384057553 ¥4,180 ¥8,360 1025375349 

初級2 A2 かつどう 2014 9784384057560 ¥3,960 ¥7,920 1025375350 

初級2 A2 りかい 2014 9784384057577 ¥4,180 ¥8,360 1025375351 

初中級 A2/B1 2015 9784384057584 ¥4,840 ¥9,680 1025375352 

中級1 B1 2016 9784384057591 ¥6,160 ¥12,320 1025375353 

中級2 B1 2017 9784384057607 ¥6,600 ¥13,200 1025375354 

全9冊 
揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥40,920 ¥81,840 1025375345 

まるごと日本のことばと文化シリーズ  
国際交流基金 著編 

http://www.sanshusha.co.jp/
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『現代用語の基礎知識』 
2019年版配信! 

政治、世界情勢、経済、時代・流行などのジャンル別に、知っておきたい現代用語を解説する。 
「人生１００年時代、日本人の「食」はこれでいいのか？！」 等を特集するほか、ニュースの 
おさらいも掲載。 

佐藤優/金田一秀穂/森永卓郎/平田直/島薗進/五野井郁夫/伊藤真/ 
飯田泰之/清家篤/武田砂鉄/谷本道哉/やくみつるほか 著  2019年発行 

『現代用語の基礎知識』では、〈国語辞典〉では調べ
きれない生まれたての用語・時事用語から、〈百科事
典〉では調べきれない時代色の豊かな用語までを幅
広く収録。1948年の創刊以来、毎年の最新語・時
事語・流行語から現代社会を理解するための基礎用
語まで、第一線で活躍する専門著者がわかりやすく解
説しています。日本地図・世界地図・世界の国旗ほ
か、付録ページも充実。手元に置いておきたい情報が
ぎゅっとコンパクトにつまった、日本で唯一の新語年鑑
です。 

同時１アクセス(本体) ¥9,350 

同時3アクセス(本体) ¥14,025 

冊子版ISBN 9784426101374 

商品コード 1031064002 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38

