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日英共通メタファー辞典 

著編者名 牧野 成一 発行年 2017 

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 9784874247457  商品コード 1028397393 

日英語に共通の比喩表現、約750組、1500語を集めた辞典。文化や言葉が違っても、共
通の比喩表現を翻訳して使えば、語彙数や表現力もアップ！ 豊富な例文と丁寧な解説、
関連語・反意語にも言及。英語・日本語学習者、必携。 

  
埼玉県東南部方言の記述的研究 

著編者名 原田 伊佐男 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥14,080 同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784874247129  商品コード 1028397384 

消えゆく埼玉県東南部地域の方言を言語として記述し、言語学的にその音韻・文法・語彙
の全体としての体系と構造を明らかにする。新村出記念財団刊行助成金出版物。久島茂
氏による解説、埼玉県東南部方言語彙集CD-ROM付。 
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くろしお出版 

2018年新規配信タイトル! 

生きたコトバをつかまえる ―日下部文夫著作選― 

著編者名 日下部 文夫 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥14,080 同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784874247679  商品コード 1028397383 

2014年に97歳で亡くなった言語学者、日下部文夫の、生前の原稿をまとめた著作選。文字・表記から音声、文法について
の論考や、琉球やミクロネシアでの現地調査に基づいた論考など、幅広い内容について示唆的な考察が並ぶ。 

第二言語習得の普遍性と個別性 ―学習メカニズム・個人差から教授法へ― 

著編者名 小柳 かおる 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥8,140 同時3アクセス(本体) ¥12,210 

冊子版ISBN 9784874247624  商品コード 1028397388 

第二言語習得（SLA）における学習者の個人差のメカズニムを探る。成人日本語学習者のSLAで特に重要とされるのが「言
語適性」と「動機づけ」である。この2点の個人差要因を中心に、先行研究の理論や研究成果を考察する。 

文法変化の研究 

著編者名 小柳 智一 発行年 2018 

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 9784874247686  商品コード 1028397390 

ことばの変化、特に文法変化について、日本語史を材料として論じる。既存の理論に依拠することなく言語事実に真正面
から向き合い、「普通に考えること」を方針に丁寧に考察を重ねる。ことばの変化に興味を持つ研究者必読の書。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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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 

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

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

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

日本語近代への歩み （第4巻） 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 

現代日本語文法【全 7巻セット】  

古田東朔 近現代 日本語生成史コレクション【全6巻セット】 

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）。 

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。全6巻（完
結）。 

著編者 古田東朔  

著編者 日本語記述文法研究会 

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 

日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方 畑佐 由紀子 2018 9784874247587 ¥4,400 ¥6,600 1028397387 

第二言語習得研究への誘い ―理論から実証へ― 吉村 紀子 2018 9784874247655 ¥4,840 ¥7,260 1028397389 

日本語で外国人と話す技術 高嶋 幸太 2018 9784874247709 ¥3,080 ¥4,620 1028397391 

新・日本語教育のためのコーパス調査入門 李 在鎬 2018 9784874247716 ¥5,280 ¥7,920 1028397392 

英語を学ぶ楽しみ ―国際コミュニケーションのために― 岡 秀夫 2018 9784874247631 ¥3,080 ¥4,620 1028487774 

社会志向の言語学 ―豊富な実例と実証研究から学ぶ― 南 雅彦 2017 9784874247471 ¥3,960 ¥5,940 1028397385 

日本語教育に役立つ心理学入門 小林 明子 2017 9784874247532 ¥3,960 ¥5,940 1028397386 

幻の日本語ローマ字化計画 ―ロバート・K・ホールと占領下の国字改革― 茅島 篤 2017 9784874247372 ¥8,140 ¥12,210 1026725169 

英語学習ポートフォリオの理論と実践 ―自立した学習者をめざして― 清田 洋一 2017 9784874247389 ¥4,840 ¥7,260 1026725170 

東京語におけるアクセント句の形成  
―実験及びコーパスによるdephrasingの分析― 

全 美炷 2017 9784874247396 ¥8,140 ¥12,210 1026725171 

多言語主義社会に向けて 平高 史也 2017 9784874247402 ¥4,840 ¥7,260 1026725172 

日本語条件文の諸相 ―地理的変異と歴史的変遷― 有田 節子 2017 9784874247464 ¥8,140 ¥12,210 1026725173 

「ている」「ていた」「ていない」のアスペクト ―異なるジャンルのテクストに
おける使用状況とその用法―（日本女子大学叢書） 

江田 すみれ 2013 9784874245811 ¥7,920 ¥11,880 1028397381 

イベント意味論と日英語の構文 井川 壽子 2012 9784874245576 ¥6,600 ¥9,900 1028397382 

日英語認知モダリティ論 ―連続性の視座― 湯本 久美子 2004 9784874243046 ¥8,360 ¥12,540 1028397380 

日本語文型辞典 ―教師と学習者のための― グループ・ジャマシイ 1998 9784874241547 ¥7,260 ¥10,890 1028397379 

現代日本語文法【全7巻セット特価】 

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 

古田東朔 近現代 日本語生成史コレクション
【全6巻セット】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 

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 

2018年 新規配信タイトル 
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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 

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 

その他の寺村秀夫の論文集 

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 

三上章著作集 全8巻セット特価 

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 

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 

ディスコース ―談話の織りなす世界― 1999 9784874241721 ¥5,280 ¥7,920 1016702978 

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

その他の三上章の著書 

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 
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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）。 

■1巻1号～18巻1号セット（全34巻）特価 

同時１アクセス（本体） ¥214,500 

同時３アクセス（本体） ¥321,200 

■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～18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 

18巻1号まで追加! 
今後も続刊予定です! 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

＜商品コード 1028397395＞ 
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