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● 表示価格は税抜きです。 

No.2020-063 

2020年2月 

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! 

日本語関連タ イ トル  

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


● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日本語を教えるための教材研究入門 

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 9784874248201  

著編者名 深澤 のぞみ 発行年 2019 商品コード 1031439198 

日本語教科書の分析をとおして授業のあり方を考える初の入門書。授業で教科書を使う前にどう分析すればよいの
か？ 教科書分析から教案を作成するには？ 教科書と「著作権」の関係とは？ 本書を使った授業用の付属資料
をWeb公開。 

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。 

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― 

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。前置詞byの使用
を可能にするのは「どんな場面でどんな語句・構文と共に用いるとどんな内容が伝達できるのか」という知識であるこ
とを示す。 

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 

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 

The great Japanese 30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 

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 

●単行本タイトル● 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

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）。 

全3巻 セット特価 

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 

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 

寺村秀夫と彼の師である三上章。２人の日本語文法研究者はいかなる目標のもとにどのような方
法で日本語文法研究に立ち向かい、その結果得られた文法体系はどのようなものであったのか、
また、両者の文法体系の繋がりを論じる。 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

三上章著作集 全8巻 セット特価 

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 

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 関 連 タ イ ト ル  
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

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）。 

全7巻 セット特価 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥39,600  ¥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 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

Frontier series日本語研究叢書 全10冊 

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 

全10冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)  

 ¥ 83,600 ¥125,400 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

日英語対照による英語学演習シリーズ 全6巻 

『日英語対照による英語学概論』の各章を発展させて
誕生したシリーズ。より広範囲な現象について豊富で
具体的な用例に解説を加えている。言語学や英語学、
国語学などを専攻する学部の3, 4年生対象。 

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 

音声学・音韻論 （1） 窪薗 晴夫 1998 9784874241561 ¥4,400  ¥6,600  1013388754 

形態論と意味 （2） 影山 太郎 1999 9784874241745 ¥4,400  ¥6,600  1013388755 

生成文法と比較統語論 （3） 三原 健一 1998 9784874241677 ¥4,400  ¥6,600  1013388756 

機能的統語論 （4） 高見 健一 1997 9784874241516 ¥4,400  ¥6,600  1013388757 

形式意味論 （5 意味論  ; 1） 杉本 孝司 1998 9784874241554 ¥4,400  ¥6,600  1013388758 

認知意味論 （8 意味論  ; 2） 杉本 孝司 1998 9784874241615 ¥4,400  ¥6,600  1013388759 

全6巻 セット特価 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥24,200 ¥36,300  

＜商品コード ： 1013388753＞ 

日英語対照研究シリーズ 全9巻 

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 

時制解釈と統語現象 （1） 三原 健一 1992 9784874240700 ¥8,360  ¥12,540  1013388761 

会話分析 （2） 泉子・K・メイナード 1993 9784874240717 ¥9,240  ¥13,860  1013388762 

語形成と音韻構造 （3） 窪薗 晴夫 1995 9784874240991 ¥9,900  ¥14,850  1013388763 

機能的構文論による日英語比較 （4） 高見 健一 1995 9784874241073 ¥9,240  ¥13,860  1013388764 

動詞意味論 ―言語と認知の接点―（5） 影山 太郎 1996 9784874241301 ¥9,460  ¥14,190  1013388765 

オノマトペ ―形態と意味―（6） 田守 育啓 1999 9784874241707 ¥8,360  ¥12,540  1013388766 

論理構造と文法理論 ―日英語のWH現象―（7） 西垣内 泰介 1999 9784874241714 ¥7,700  ¥11,550  1013388767 

統語構造と文法関係 （8） 岸本 秀樹 2005 9784874243169 ¥9,240  ¥13,860  1013388768 

生成語彙意味論 （9） 小野 尚之 2005 9784874243244 ¥8,360  ¥12,540  1013388769 

言語理論の多様化と急速な展開、日本語研究の興隆。
この2つの流れの合流点に見られる成果を広く世に問い、
批判・検討を通して日本語・英語への理解を深めるととも
に、理論的問題点についての論議を活発化させるべく
企画されたシリーズ。 

全9巻 セット特価 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥72,600  ¥108,900  

＜商品コード ： 1013388760＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

Studies in Language Sciences 全10巻 

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 1 大嶋 百合子 2000 - ¥9,240  ¥13,860  1013966970 

Studies in language sciences 2 白井 恭弘 2002 9784874242452 ¥9,240  ¥13,860  1013966971 

Studies in language sciences 3 南 雅彦 2004 9784874242964 ¥9,240  ¥13,860  1013966972 

Studies in language sciences 4 南 雅彦 2005 9784874243251 ¥9,240  ¥13,860  1013966973 

Studies in language sciences 5 中山 峰治 2006 9784874243480 ¥9,240  ¥13,860  1013966974 

Studies in language sciences 6 白井 英俊 2007 9784874243817 ¥9,240  ¥13,860  1013966975 

Studies in language sciences 7 小椋 たみ子 2008 9784874244203 ¥9,240  ¥13,860  1013966976 

Studies in language sciences 8 稲垣 俊史 2009 9784874244500 ¥9,240  ¥13,860  1013966977 

Studies in language sciences 9 平川 眞規子 2010 9784874244869 ¥9,240  ¥13,860  1013966978 

Studies in language sciences 10 有田 節子 2011 9784874245255 ¥9,240  ¥13,860  1013966979 

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)  

¥83,600  ¥125,400  

＜商品コード ： 1013966969＞ 

JSLS（言語科学会）の論文集。認知言語・第二習得研究を中心に、学際的研究の論文を収録。
英文書。日本語要旨付。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

21世紀の「日本事情」 全5巻 

全5巻 セット特価 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥20,900  ¥29,700  

＜商品コード ： 1011606685＞ 

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）。 

21世紀の『日本事情』編集委員会 著 

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 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

リテラシーズ 全4巻 

全4巻 セット特価 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥15,400  ¥21,450  

＜商品コード ： 1011606680＞ 

リテラシーズ研究会 著 

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 

リテラシーズ 1 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 2005 9784874243220 ¥3,960  ¥5,940  1011606681 

リテラシーズ 2 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 2006 9784874243510 ¥3,960  ¥5,940  1011606682 

リテラシーズ 3 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 2007 9784874243770 ¥3,960  ¥5,940  1011606683 

リテラシーズ 4 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― 2009 9784874244586 ¥4,400  ¥6,600  1011606684 

リテラシーズ叢書  

前身の『21 世紀の「日本事情」』を受けて、知識・
能力の別を超え、複数のリテラシーズ育成にむけ
た、新たな言語教育の方向性を提案する学術研
究誌。「ことば・文化・社会の日本語教育へ」という
理念を発信する。第4 号で完結。以後WEB 版 
にて公開。 

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) 

¥29,480 ¥44,220 

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 

変貌する言語教育 ―多言語・多文化社会のリテラシーズとは何か― 佐々木 倫子 2007 9784874243954 ¥6,160  ¥9,240  1011606719 

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 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

古田東朔 近現代 日本語生成史コレクション 
全6巻 

古田 東朔 著 

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 

全6巻 セット特価 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥101,200  ¥151,800  

＜商品コード ： 1018757905＞ 

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。 

言語学と日本語教育 全6巻 

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 

言語学と日本語教育 1 
 ―実用的言語理論の構築を目指して― 

アラム佐々木 幸子 1999 9784874241684 ¥6,600  ¥9,900  1016024901 

言語学と日本語教育 2 南 雅彦 2001 9784874242179 ¥7,700  ¥11,550  1016024902 

言語学と日本語教育 3 南 雅彦 2004 9784874242803 ¥7,700  ¥11,550  1016024903 

言語学と日本語教育 4 南 雅彦 2005 9784874243268 ¥8,360  ¥12,540  1016024904 

言語学と日本語教育 5 南 雅彦 2007 9784874243848 ¥8,360  ¥12,540  1016024905 

言語学と日本語教育 6 南 雅彦 2010 9784874244791 ¥8,360  ¥12,540  1016024906 

全6巻 セット特価 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥42,900  ¥63,800  

＜商品コード ： 1016024907＞ 

日本語実用言語学国際会議（ICPLJ）の講演や発表
を中心に構成された論文集。自然発話とデータ収集
の方法論を中心に編纂され、認知言語科学や社会
科学としての言語学だけでなく、実践的な日本語指
導を向上させていくための論文を集めている。 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

日 本 語 関 連 タ イ ト ル  

現場に役立つ日本語教育研究  

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 

データに基づく文法シラバス （1） 庵 功雄 2015 9784874246634 ¥5,280  ¥7,920  1022529739 

ニーズを踏まえた語彙シラバス （2） 森 篤嗣 2016 9784874247150 ¥5,280  ¥7,920  1024030650 

コーパスから始まる例文作り （5） 中俣 尚己 2017 9784874247310 ¥5,280  ¥7,920  1025423542 

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 

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 

2020年2月 

12 

日本研究を志す学習者、日本文化・社会への高度な
関心を持つ学習者に向けたシリーズ。専門家が書き
下ろした単行本を読み解く力を養い、日本の文化・社
会への知識や教養を高める。日本語学習から専門的
日本研究へ。 

全3巻 揃価格 

同時１アクセス(本体)  同時３アクセス(本体)  

¥8,800  ¥12,100  

＜商品コード ： 1022529752＞ 

(特価) 

3巻 揃価格 

同時１アクセス(本体)   同時３アクセス(本体)  

¥15,840 ¥23,760 

日本語教育における文法や語彙の指導項目は、必ずし
も客観的データに基いて導かれたものとは言えない。文
法・語彙項目の要・不要や配列が日本語を習得していく
上で妥当かどうか、コーパスなどのデータを用いて網羅
的に検証し、新たな指導項目を提示する。 
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