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● 表示価格は税抜きです。

No.2020-263

2020年10月

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

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

「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

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
文学編

6冊揃価格
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥114,840 ¥172,260 



● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

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

現代日本語の複合語形成論 （第49巻） 石井 正彦 2007 9784894763241 ¥27,720 ¥41,580 1018934259

韓日新聞社説における「主張のストラテジー」の対照研究
（第59巻）

李 貞旼 2008 9784894763562 ¥23,760 ¥35,640 1022252310

ドイツ語再帰構文の対照言語学的研究 （第60巻） 大矢 俊明 2008 9784894763555 ¥26,400 ¥39,600 1022252311

イメージ・スキーマに基づく格パターン構文
―日本語の構文モデルとして―（第64巻）

伊藤 健人 2008 9784894763814 ¥18,480 ¥27,720 1022252312

現代日本語のアスペクト論 ―形態論的なカテゴリーと構文論
的なカテゴリーの理論―（第65巻）

須田 義治 2010 9784894763821 ¥22,440 ¥33,660 1018934260

日本語の文章理解過程における予測の型と機能 （第66巻） 石黒 圭 2008 9784894763982 ¥26,400 ¥39,600 1022252315

古代日本語時間表現の形態論的研究 （第67巻） 鈴木 泰 2009 9784894764002 ¥21,120 ¥31,680 1022252316

「ハル」敬語考 ―京都語の社会言語史―（第71巻） 辻 加代子 2009 9784894764163 ¥25,740 ¥38,610 1022252322

判定質問に対する返答
―その形式と意味を結ぶ談話規則と推論―（第72巻）

内田 安伊子 2009 9784894764170 ¥20,460 ¥30,690 1022252323

現代日本語における蓋然性を表すモダリティ副詞の研究
（第73巻）

杉村 泰 2009 9784894764668 ¥20,460 ¥30,690 1022252332

養蚕語彙の文化言語学的研究 （第75巻） 新井 小枝子 2010 9784894764675 ¥31,020 ¥46,530 1019057848

格助詞「ガ」の通時的研究 （第76巻） 山田 昌裕 2010 9784894764552 ¥22,440 ¥33,660 1018934261

日本語指示詞の歴史的研究 （第77巻） 岡崎 友子 2010 9784894764569 ¥21,780 ¥32,670 1018934262

日本語連体修飾節構造の研究 （第78巻） 大島 資生 2010 9784894764576 ¥19,140 ¥28,710 1018934263

メンタルスペース理論による日仏英時制研究 （第79巻） 井元 秀剛 2010 9784894764583 ¥22,440 ¥33,660 1018934264

疑問文と「ダ」 ―統語・音・意味と談話の関係を見据えて―
（第81巻）

森川 正博 2009 9784894764842 ¥19,800 ¥29,700 1019057851

意志表現を中心とした日本語モダリティの通時的研究
（第82巻）

土岐 留美江 2010 9784894764743 ¥20,460 ¥30,690 1018934265

複合辞からみた日本語文法の研究 （第85巻） 田中 寛 2010 9784894764798 ¥32,340 ¥48,510 1018937633

中古語過去・完了表現の研究 （第87巻） 井島 正博 2011 9784894764989 ¥21,120 ¥31,680 1019057853

法コンテキストの言語理論 （第88巻） 堀田 秀吾 2010 9784894764927 ¥27,390 ¥41,085 1018934266

語形成から見た日本語文法史 （第90巻） 青木 博史 2010 9784894765214 ¥27,060 ¥40,590 1018934267

コーパス分析に基づく認知言語学的構文研究 （第91巻） 李 在鎬 2011 9784894765313 ¥23,760 ¥35,640 1018934268

現代日本語における進行中の変化の研究
―「誤用」「気づかない変化」を中心に―（第93巻）

新野 直哉 2011 9784894765337 ¥21,120 ¥31,680 1018934269

形態論と統語論の相互作用
―日本語と朝鮮語の対照言語学的研究―（第95巻）

塚本 秀樹 2012 9784894765702 ¥28,050 ¥42,075 1018934271

日本語文法体系新論
―派生文法の原理と動詞体系の歴史―（第96巻）

清瀬 義三郎則府 2013 9784894765634 ¥24,420 ¥36,630 1018934270

日本語音韻史の研究 （第97巻） 高山 倫明 2012 9784894765764 ¥19,800 ¥29,700 1018934272

文化の観点から見た文法の日英対照
―時制・相・構文・格助詞を中心に―（第98巻）

宗宮 喜代子 2012 9784894765849 ¥15,840 ¥23,760 1018934273

日本語の「主題」 （第100巻） 堀川 智也 2012 9784894765931 ¥17,160 ¥25,740 1018934274

日本語の品詞体系とその周辺 （第101巻） 村木 新次郎 2012 9784894766020 ¥18,480 ¥27,720 1018934275

場所の言語学 （第103巻） 岡 智之 2013 9784894766266 ¥20,460 ¥30,690 1018934276

品詞論再考 ―名詞と動詞の区別への疑問―（第106巻） 山橋 幸子 2013 9784894766297 ¥27,060 ¥40,590 1018934277

認識的モダリティと推論 （第107巻） 木下 りか 2013 9784894766303 ¥25,080 ¥37,620 1018934278

言語行為と調整理論 （第110巻） 久保 進 2014 9784894766570 ¥27,060 ¥40,590 1018934279

現代日本語ムード・テンス・アスペクト論 （第111巻） 工藤 真由美 2014 9784894766587 ¥23,760 ¥35,640 1018934281

「国語学」の形成と水脈 （第113巻） 釘貫 亨 2013 9784894766600 ¥22,440 ¥33,660 1018934280

ひつじ研究叢書 言語編
67冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥1,536,480 ¥2,304,720 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

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

日本語の名詞指向性の研究 （第115巻） 新屋 映子 2014 9784894766761 ¥20,460 ¥30,690 1018934282

英語副詞配列論 ―様態性の尺度と副詞配列の相関―
（第116巻）

鈴木 博雄 2014 9784894766778 ¥26,400 ¥39,600 1018934283

名詞句とともに用いられる「こと」の談話機能 （第118巻） 金 英周 2014 9784894766792 ¥15,840 ¥23,760 1018934284

平安期日本語の主体表現と客体表現 （第119巻） 高山 道代 2014 9784894766808 ¥21,120 ¥31,680 1018934285

長崎方言からみた語音調の構造 （第120巻） 松浦 年男 2014 9784894766815 ¥22,440 ¥33,660 1018934286

パースペクティブ・シフトと混合話法 （第123巻） 山森 良枝 2015 9784894767478 ¥18,150 ¥27,225 1018934287

日本語の共感覚的比喩 （第124巻） 武藤 彩加 2015 9784894767485 ¥28,050 ¥42,075 1018937634

日本語における漢語の変容の研究 ―副詞化を中心として―
（第125巻）

鳴海 伸一 2015 9784894767492 ¥21,450 ¥32,175 1018934288

ドイツ語の様相助動詞 ―その意味と用法の歴史―
（第126巻）

高橋 輝和 2015 9784894767508 ¥33,000 ¥49,500 1018934289

手続き的意味論 ―談話連結語の意味論と語用論―
（第128巻）

武内 道子 2015 9784894767553 ¥25,740 ¥38,610 1018934290

コミュニケーションへの言語的接近 （第129巻） 定延 利之 2016 9784894767621 ¥15,840 ¥23,760 1022252338

富山県方言の文法 （第130巻） 小西 いずみ 2016 9784894767638 ¥26,400 ¥39,600 1022252339

日本語の活用現象 （第131巻） 三原 健一 2015 9784894767683 ¥12,540 ¥18,810 1022252340

発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究 （第133巻） 森 勇太 2016 9784894767744 ¥23,100 ¥34,650 1022252341

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

日韓対照研究によるハとガと無助詞 （第137巻） 金 智賢 2016 9784894767898 ¥25,740 ¥38,610 1022252343

判断のモダリティに関する日中対照研究 （第138巻） 王 其莉 2016 9784894768086 ¥23,760 ¥35,640 1022252345

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

現代日本語の使役文 （第140巻） 早津 恵美子 2016 9784894768109 ¥23,760 ¥35,640 1028494718

韓国語citaと北海道方言ラサルと日本語ラレルの研究
（第141巻）

円山 拓子 2016 9784894768116 ¥23,100 ¥34,650 1028494719

相互行為における指示表現 （第143巻） 須賀 あゆみ 2018 9784894768208 ¥21,120 ¥31,680 1028494720

文論序説 （第144巻） 大木 一夫 2017 9784894768222 ¥27,720 ¥41,580 1028494721

日本語歴史統語論序説 （第145巻） 青木 博史 2016 9784894768345 ¥23,760 ¥35,640 1028494722

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

所有表現と文法化 ―言語類型論から見たヒンディー語の
叙述所有―（第147巻）

今村 泰也 2017 9784894768383 ¥25,740 ¥38,610 1028494723

現代日本語の視点の研究 ―体系化と精緻化―（第149巻） 古賀 悠太郎 2018 9784894768611 ¥21,120 ¥31,680 1028494724

現代日本語と韓国語における条件表現の対照研究
―語用論的連続性を中心に―（第150巻）

金 智賢 2018 9784894768765 ¥21,450 ¥32,175 1028494725

多人数会話におけるジェスチャーの同期
―「同じ」を目指そうとするやりとりの会話分析―（第151巻）

城 綾実 2018 9784894769069 ¥19,140 ¥28,710 1028494726

日本語語彙的複合動詞の意味と体系
―コンストラクション形態論とフレーム意味論―（第152巻）

陳 奕廷 2018 9784894769076 ¥28,050 ¥42,075 1031869394

「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

ひつじ研究叢書 言語編

3



● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

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

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

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

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

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

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

12冊揃価格
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥256,740 ¥385,110 

4



● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

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

Syntactic structure and silence ―a minimalist theory of syntax-
phonology interface―（No. 9）

時崎 久夫 2008 9784894763951 ¥31,020 ¥46,530 1022252314

The development of the nominal plural forms in early Middle 
English （no. 10）

堀田 隆一 2009 9784894764033 ¥28,600 ¥42,900 1022252317

Chunking and instruction ―the place of sounds, lexis, and 
grammar in English language teaching―（no. 11）

中森 誉之 2009 9784894764040 ¥29,040 ¥43,560 1022252318

Detecting and sharing perspectives using causals in Japanese （no. 12） 宇野 良子 2009 9784894764057 ¥26,400 ¥39,600 1022252319

Discourse representation of temporal relations in the so-called 
head-internal relatives （no. 13）

石川 邦芳 2009 9784894764064 ¥31,020 ¥46,530 1022252320

Features and roles of filled pauses in speech communication
―a corpus-based study of spontaneous speech―（no. 14）

渡辺 美知子 2009 9784894764071 ¥24,200 ¥36,300 1022252321

Japanese loanword phonology ―the nature of inputs and the 
loanword sublexicon―（no. 15）

六川 雅彦 2009 9784894764422 ¥26,400 ¥39,600 1022252330

Derivational linearization at the syntax-prosody interface （no. 16） Kayono Shiobara 2010 9784894764859 ¥26,400 ¥39,600 1018934303

Polysemy and compositionality ―deriving variable behaviors of 
motion verbs and prepositions―（no. 17）

磯野 達也 2013 9784894765450 ¥26,400 ¥39,600 1018934304

fMRI study of Japanese phrasal segmentation ―neuropsychological 
approach to sentence comprehension―（no. 18）

大嶋 秀樹 2013 9784894765955 ¥33,000 ¥49,500 1018934305

Repetition, regularity, redundancy ―norms and deviations of 
Middle English alliterative meter―（no. 20）

守屋 靖代 2014 9784894766839 ¥28,600 ¥42,900 1018934306

A contrastive study of responsibility for understanding utterances 
between Japanese and Korean （no. 22）

尹 秀美 2014 9784894766853 ¥27,720 ¥41,580 1018934307

I mean as a marker of intersubjective adjustment
―a cognitive linguistic approach―（no. 27）

小林 隆 2018 9784894769021 ¥28,050 ¥42,075 1028494728

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

昭和十年前後の太宰治 ―「青年」・メディア・テクスト―（第15巻） 松本 和也 2009 9784894764279 ¥9,240 ¥13,860 1022252328

新編言葉の意志 ―有島武郎と芸術史的転回―（第17巻） 中村 三春 2011 9784894765290 ¥15,840 ¥23,760 1018934309

「変異する」日本現代小説 （第18巻） 中村 三春 2013 9784894766433 ¥14,520 ¥21,780 1018934311

主体と文体の歴史 （第19巻） 亀井 秀雄 2013 9784894766419 ¥15,510 ¥23,265 1018934310

ファンタジーのイデオロギー ―現代日本アニメ研究―（第20巻） 西田谷 洋 2014 9784894767010 ¥9,900 ¥14,850 1018934312

アイロニカルな共感 ―近代・古典・ナショナリズム―（第21巻） 前田 雅之 2015 9784894767447 ¥15,840 ¥23,760 1018934313

感性の変革 増補（第22巻） 亀井 秀雄 2015 9784894767454 ¥24,750 ¥37,125 1018934314

フィクションの機構 2 （第23巻） 中村 三春 2015 9784894767461 ¥14,520 ¥21,780 1018934315

祭りの年輪 （第25巻） 大石 泰夫 2016 9784894768147 ¥9,240 ¥13,860 1022252346

太宰治ブームの系譜 （第26巻） 滝口 明祥 2016 9784894768154 ¥11,220 ¥16,830 1022252347

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

日本語の文法カテゴリをめぐって （第1巻） 仁田 義雄 2009 9784894764507 ¥17,160 ¥25,740 1018934255

日本語のモダリティとその周辺 （第2巻） 仁田 義雄 2009 9784894764514 ¥15,840 ¥23,760 1018934256

語彙論的統語論の観点から （第3巻） 仁田 義雄 2010 9784894764521 ¥15,840 ¥23,760 1018934257

日本語文法の記述的研究を求めて （第4巻） 仁田 義雄 2010 9784894764538 ¥15,840 ¥23,760 1018934258

Hituzi linguistics in English 

未発選書

仁田義雄日本語文法著作選

13冊
揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥366,850 ¥550,275

10冊
揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥140,580 ¥210,870

4冊
揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥64,680 ¥97,020

5



● 表示価格は税抜きです。

新規配信 タ イ ト ル

2020年10月

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。

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。

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。

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。

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。

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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● 表示価格は税抜きです。

好評配信中タイトル

2020年10月

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

Relational practice in meeting discourse in New Zealand 
and Japan （Hituzi Language Studies No. 1）

村田 和代 2015 9784894767393 ¥19,800 ¥29,700 1018934308

Style and creativity ―towards a theory of creative 
stylistics―（Hituzi Language Studies No.2）

斎藤 兆史 2016 9784894767256 ¥24,750 ¥37,125 1022252337

Rhetorical questions ―a relevance‐theoretic approach to 
interrogative utterances in English and Japanese―
（Hituzi language studies no.3）

後藤 リサ 2018 9784894768833 ¥22,000 ¥33,000 1028494727

在日パキスタン人児童の多言語使用
―コードスイッチングとスタイルシフトの研究―

山下 里香 2016 9784894767768 ¥25,740 ¥38,610 1022252342

言語機械の普遍幻想 ―西洋言語思想史における「言葉と
事物」問題をめぐって―（明治大学人文科学研究所叢書）

浜口 稔 2011 9784894765535 ¥32,340 ¥48,510 1022252333

副詞と文 工藤 浩 2016 9784894767881 ¥15,840 ¥23,760 1028494716

スペイン語の否定語の概念構造に関する研究 田林 洋一 2012 9784894766136 ¥24,750 ¥37,125 1018934246

再構築した日本語文法 小島 剛一 2012 9784894766013 ¥11,220 ¥16,830 1019057858

ヨーロッパの地域言語「スコッツ語」の辞書編纂
―『古スコッツ語辞典』の歴史と思想―

米山 優子 2013 9784894766341 ¥29,040 ¥43,560 1018934248

戦時期における日本語・日本語教育論の諸相
―日本言語文化政策論序説―

田中 寛 2015 9784894767416 ¥26,400 ¥39,600 1018937635

文革から「改革開放」期における中国朝鮮族の日本語教育
の研究

本田 弘之 2012 9784894765917 ¥28,710 ¥43,065 1018934244

Referent markings in L2 narratives ―effects of task 
complexity, learners'L1 and proficiency level―

中浜 優子 2011 9784894765351 ¥26,400 ¥39,600 1019057854

国語教育における文学の居場所
―言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性―

鈴木 愛理 2016 9784894768055 ¥25,740 ¥38,610 1028494717

明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究
―リテラシー形成メディアの教育文化史―

府川 源一郎 2014 9784894766624 ¥41,800 ¥62,700 1022252335

国語科教師の学び合いによる実践的力量形成の研究
―協働学習的アクション・リサーチの提案―

細川 太輔 2013 9784894766396 ¥15,180 ¥22,770 1018934250

「議論」のデザイン
―メッセージとメディアをつなぐカリキュラム―

牧野 由香里 2008 9784894763852 ¥26,400 ¥39,600 1022252313

韓国における日本語教育必要論の史的展開 河先 俊子 2013 9784894766327 ¥23,760 ¥35,640 1018934247

マイノリティの名前はどのように扱われているのか
―日本の公立学校におけるニューカマーの場合―

リリアン・テルミ・
ハタノ

2009 9784894764224 ¥13,860 ¥20,790 1022252327
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好評配信中タイトル

2020年10月

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

Parsing strategies of Japanese low-proficiency EFL 
learners

安間 一雄 2009 9784894764378 ¥29,370 ¥44,055 1022252329

A grammar of Abkhaz 柳沢 民雄 2013 9784894766358 ¥61,600 ¥92,400 1018934249

Analytic dictionary of Abkhaz 柳沢 民雄 2010 9784894764606 ¥61,600 ¥92,400 1018934242

Tagalog grammar ―a typological perspective― 平野 尊識 2012 9784894765498 ¥33,000 ¥49,500 1018934243

M.K.ガンディーの真理と非暴力をめぐる言説史 ―ヘンリー・ソロー、
R.K.ナラヤン、V.S.ナイポール、映画『ガンジー』を通して―
（シリーズ文化研究 2）

加瀬 佳代子 2010 9784894764613 ¥21,120 ¥31,680 1018934253

「変態」という文化 ―近代日本の「小さな革命」―
（シリーズ文化研究 3）

竹内 瑞穂 2014 9784894766884 ¥18,480 ¥27,720 1018934254

ことばの結びつきかた ―新日本語語彙論― 城田 俊 2015 9784894767232 ¥28,600 ¥42,900 1022252336

明治詩の成立と展開 ―学校教育との関わりから― 山本 康治 2012 9784894765924 ¥18,480 ¥27,720 1018934245

多文化社会オーストラリアの言語教育政策 松田 陽子 2009 9784894764217 ¥13,860 ¥20,790 1022252326

A conceptual modeling approach to design of catalogs and 
cataloging rules

谷口 祥一 2007 9784894763326 ¥37,400 ¥56,100 1022252309

ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成 森 玲奈 2015 9784894767430 ¥16,500 ¥24,750 1018934252

Frontiers in developmental psychology research
―Japanese perspectives―

日本発達心理
学会

2016 9784894767980 ¥16,500 ¥24,750 1022252344

診療場面における患者と医師のコミュニケーション分析 植田 栄子 2014 9784894766860 ¥32,340 ¥48,510 1018934251

サイコセラピー面接テクスト分析
―サリヴァンの面接トランスクリプトに基づいて―

加藤 澄 2009 9784894764408 ¥13,200 ¥19,800 1022252331
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