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くろしお出版

2020年 新規配信タイトル

現代日本語疑問文の研究

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 9784874248232 

著編者名 林 淳子 発行年 2020 商品コード 1032288280

本書は日本語疑問文の典型である質問文のいくつかの文型について文法的な構造を明らかにし、それが
どのように疑問文の内容面と言語行為面を結びつけているかを論じる。また、日本語の実態に即したかた
ちで疑問文の定義を提案する。

やさしい日本語のしくみ
―日本語学の基本―改訂版

同時1アクセス
（本体）

¥2,200

同時3アクセス
（本体）

¥3,300

冊子版ISBN 9784874248300 

著編者名 庵 功雄 発行年 2020 商品コード 1032288278

これから日本語学の勉強を始める人や日本語教師になる人のための、日本語入門書。重要なトピックを厳
選し、平易でありながら研究成果もきちんと押さえた好著。ロングセラー書籍を改訂。

データに基づく日本語のモダリティ研究

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 9784874248287 

著編者名 田窪 行則 発行年 2020 商品コード 1032288279

近年構築が進んでいる様々なコーパスや実験データに基づき、日本語のモダリティについて文法だけでな
く音声・対照研究・脳科学といった多角的・総合的な観点から進めた実証研究を収める。今後の言語研究
に新たな風を吹き込む1冊。

留学生のための考えを伝え合う
プレゼンテーション
―中級後半〜上級日本語学習者向け―

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 9784874248423 

著編者名 仁科 浩美 発行年 2020 商品コード 1032323706

プレゼンテーションに関する基本的な構成や具体的で豊富な日本語表現を、タスクを通して学ぶ。質疑応
答も丁寧に触れ、相手に配慮する態度を重んじコミュニケーション能力も高める。文理対応で発表例動画
あり（WEB配信）。中級後半〜上級向け。



● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

2020年 新規配信タイトル

新次元の日本語教育の理論と企画と実践
―第二言語教育学と表現活動中心のアプローチ―

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 9784874248409 

著編者名 西口 光一 発行年 2020 商品コード 1032323707

第二言語習得や習得支援についての理論、それに基づく教育企画と教材を形にし、新たな日本語教育の実
践を提唱。日本語そのものの指導に関心が強い現状を見直し、学習者の自己表現を通して、人とつながり交わ
ることをめざした実践へ。

基本語力アップ！
初級から学ぶ日本語コロケーション

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 9784874248416 

著編者名 惠谷 容子 発行年 2020 商品コード 1032323708

日常で役に立つ基本的・実用的なコロケーション（連語）を学べる教材。名詞を中心にしたグループ図でイメー
ジを作り、例文と確認問題で表現を身につける。日本語能力試験（N5-N3）の勉強にも。英語・中国語・ベトナム
語訳付。

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。

日本語配慮表現の原理と諸相

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 9784874248157 

著編者名 山岡 政紀 発行年 2019 商品コード 1031853767

「つまらないものですが」などに代表される、日本語配慮表現について、研究を行うための原理を整頓する。ま
た、その機能についてポライトネス理論をもとに考察、外国語との対照も試みる。研究の基本とその広がりが掴
める好著。

超基礎・日本語教育

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 9784874248034 

著編者名 森 篤嗣 発行年 2019 商品コード 1032323704

日本語教育の基礎的な知識から実習まで。最新でもっともわかりやすい日本語教育の入門書。まずは日本語の
模擬授業を体験してみることを最短距離で目指す。日本語教育を知る、日本語教師になりたい人の入り口に。

英日翻訳の技術 ―認知言語学的発想!―

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 9784874248324 

著編者名 鍋島 弘治朗 発行年 2020 商品コード 1032323705

英日翻訳の基礎となる技術を身につけながら、言語と文化について理解を深めることができる翻訳入門書。首
を傾げたくなるような翻訳からの脱却を目指す。学生からのQ&Aも積極的に取り入れた。翻訳家によるコラム・
実践練習問題付。
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● 表示価格は税抜きです。

2020年 新規配信タイトル

今そこにある多言語なニッポン

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 9784874248362 

著編者名 柿原 武史 発行年 2020 商品コード 1032288275

日本は「日本人が日本語を話す国」じゃない!? 多様な人々が暮らすニッポンの多言語な状況を、さまざまな視
点から紹介。イスラム横丁、LINEスタンプ、小学校現場から「やさしい日本語」まで。知れば世界が豊かになる。

第二言語習得について日本語教師が
知っておくべきこと

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 9784874248317 

著編者名 小柳 かおる 発行年 2020 商品コード 1032288277

外国語教育に役立つと言われる言語習得理論は、日本語教育にどう生かせるのか。これから日本語教育をめ
ざす人が最初に読む第二言語習得の入門書として、現職の教師の方が教室活動を見直す１冊として。28のポ
イントでやさしく解説。

親と子をつなぐ継承語教育
―日本・外国にルーツを持つ子ども―

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 9784874248072 

著編者名 近藤ブラウン妃美 発行年 2019 商品コード 1032288281

複言語環境下で生きる子どもや若者のために、家庭、教育機関、コミュニティで何ができるか。子どもの言語発
達・教育に関する悩み・疑問について、気鋭の執筆陣と共に考える。海外で子育てをする親や継承日本語教
育に携わる教育者に。

英語教育におけるGraded Readersの
文化的・教育的価値の考察

同時1アクセス（本体） ¥9,460

同時3アクセス（本体） ¥14,190

冊子版ISBN 9784874248249 

著編者名 水野 邦太郎 発行年 2020 商品コード 1032288282

英語教育が抱える問題を学習指導要領等の変遷を追いながら指摘、理論的枠組み（Capacityモデル）を構築
し語彙や文法の難易度が段階別に制限されたGraded Readersの読書を中学・高校に導入することを提案する。

観光言語を考える

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 9784874248379 

著編者名 山川 和彦 発行年 2020 商品コード 1032288274

外国人観光客が増える中、交通機関やホテルの多言語表示だけではもう間に合わない。「観光先進国」日本
にふさわしい言語観とは。観光現場の言語対応、地域変容などを紹介し、「観光言語学」確立の可能性を探る。
観光学に携わる人に。

中国朝鮮族の言語使用と意識

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 9784874248195 

著編者名 高木 丈也 発行年 2019 商品コード 1032288276

中国東北地方に住む中国朝鮮族の言語と使用意識について、著者が2014年以降、単身現地を巡って独自に
行った調査をもとに記述言語学的・社会言語学的観点から分析を行う。平成30年度新村出記念財団、刊行助
成を受けて刊行。

2020年10月
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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

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

「移動する子ども」という記憶と力
―ことばとアイデンティティ―（2）

川上 郁雄 2013 9784874245798 ¥8,360 ¥12,540 1032418954

マイノリティの社会参加
―障害者と多様なリテラシー―（3）

佐々木 倫子 2014 9784874246177 ¥4,840 ¥7,260 1032418955

異文化間教育とは何か
―グローバル人材育成のために―（4）

西山 教行 2015 9784874246733 ¥5,280 ¥7,920 1022529745

日本語教育学としてのライフストーリー
―語りを聞き、書くということ―（5）

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

市民性形成とことばの教育
―母語・第二言語・外国語を超えて―（6）

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

コミュニケーションとは何か
―ポスト・コミュニカティブ・アプローチ―（7）

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

8冊揃価格
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥47,960 ¥71,940 

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。

リテラシーズ叢書
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