
国語教育の本棚

書名・著者名 請求記号

1 全訳漢辞海 第2版 佐藤進, 濱口富士雄編 813.2||194

2 日本語表現学を学ぶ人のために 糸井通浩, 半沢幹一編 816||147

3 大学生と留学生のための論文ワークブック
浜田麻里, 平尾得子, 由井

紀久子共著
816||84イ

4 大学生の論文執筆法 (ちくま新書:600) 石原千秋著 816.5||44

5 吉野葛 / 盲目物語 56刷改版 (新潮文庫:た-1-5) 谷崎潤一郎著 913.6||571

6 聞書抄 改版 (中公文庫:[た-30-47]) 谷崎潤一郎著 913.6||572

7 Botchan (Kodansha English library:8)
Natsume Sōseki,

translated by Alan
913.6||609

8 方丈記・伊勢記 : カラー版[鴨長明著] 浅見和彦編 914.4||15

9 オリーブの罠 (講談社現代新書:2288) 酒井順子著 914.6||201

10 下に見る人 酒井順子著 914.6||202

11 変光星 : ある自閉症者の少女期の回想 森口奈緒美著 916||39

書名・著者名 請求記号

12 全体主義の克服 (集英社新書:1032C)
マルクス・ガブリエル, 中

島隆博著
104||241

13 仏典はどう漢訳されたのか : スートラが経典になるとき 船山徹著 183||41

14
平安大事典 : ビジュアルワイド : 図解でわかる「源氏物語」の世

界
倉田実編 210.36||84ア

15 中国は“中国”なのか　「宅茲中国」のイメージと現実 葛兆光著 222||75

入門

論文執筆にあたって最初に直面する「？（クエスチョン）」のあれこれ。例えば構成や表現

の方法、資料の付け方などについて、具体例を挙げて丁寧に解説してあります。大学生だけ

でなく留学生に向けた本でもあるため、大変丁寧でわかりやすい内容です。卒業論文執筆に

向けて、どこから手を付けていいのか分からない･･･という学部生にぜひおすすめしたい一冊

です。

自閉症当事者である女性が、幼少期から中学生期を振り返って記した手記。何気ない日常の

景色が自閉症児の目にはどのように映るのか、また学校の中で何に戸惑い苦しんだのか、当

事者ならではの文章を通して自閉症への理解を今一度深めることができる。筆者にとって辛

い記憶である学校内でのいじめや教師の対応なども偽りなく描かれている。教師を志す人に

は読んでほしい一冊。

日本は翻訳によって発展をとげてきた国と言ってよいでしょう。古代には中国語である漢

文、近代ではオランダ語が重要な役割を果たしたことは言うまでもありません。教育大生に

は翻訳はあまり身近ではないかもしれませんが、ぜひこの書を読んで、翻訳がいかに自国の

言語文化を豊かにするかを実感してください。 

中国第一級の思想家・葛兆光（かつちょうこう）氏による中国論です。中国とは何か。中国

とはどこなのか。周、戦国、秦漢唐宋、モンゴル元、明、満洲族清、中華人民共和国、これ

らはすべて中国か。どの中国が中国なのか。中国という２文字を追究してこれだけの文章が

費やされるのです。中国が表層的に語られる今日、ぜひ読まれるべき本と言えます。このよ

うな意義深い書を翻訳したのは誰でしょう？ぜひ手に取ってみてください。 

初級



書名・著者名 請求記号

16
新提案教材再研究 : 循環し発展する教材研究 : 子どもの読み・子

どもの学びから始めよう

国語教育実践理論研究会

著
375.8||1143

17 国語科教育 (教科教育学シリーズ:01)
橋本美保 [ほか] 監修, 千

田洋幸 [ほか ]編著
375.8||1165ア

18 誰にもできる国語科教材研究法の開発 (国語科授業の新展開:54)
飛田多喜雄,国語教育実践

理論の会著
375.8||1348

19 授業に生きる教材研究 (国語教育叢書:7) 竹長吉正著 375.8||1349

20 課題条件法による作文指導 小学校編 (楽しい国語の授業:2-3) 奈良国語教育実践研究会 375.8||748

21 課題条件法による作文指導 中学校編 (楽しい国語の授業:2-3) 奈良国語教育実践研究会 375.8||748

22 作文力診断と指導法の改善 小学校1～4年編 奈良県国語教育研究会著 375.8||822||1

23 作文力診断と指導法の改善 小学校5・6年編 奈良県国語教育研究会著 375.8||822||2

24 作文技術指導大事典 国語教育研究所編 375.8||896エ

25 小学校国語科授業研究 第5版 田近洵一 [ほか] 編 375.82||126

26 国語を教える文法の底力 山田敏弘著 375.86||107

27
滅びゆくことばを追って―インディアン文化への挽歌(同時代ライ

ブラリー:331)
青木春夫著 389.53||13

28 新しい日本語学入門 : ことばのしくみを考える 第2版 庵功雄著 810||102

29 基礎日本語学 衣畑智秀編 810||110

30 NHKことばのハンドブック 第2版 NHK放送文化研究所編 810.36||2

31 朝日新聞校閲センター長が絶対に見逃さない間違えやすい日本語 前田安正著 810.4||182

32
日本語教師の役割 : コースデザイン (国際交流基金日本語教授法

シリーズ:1)
国際交流基金著 810.7||236

33 音声を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:2) 国際交流基金著 810.7||236||2

34 文字・語彙を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:3) 国際交流基金著 810.7||236||3

35
文法を教える : 実際の場面で使えるようになるために (国際交流

基金日本語教授法シリーズ:4)
国際交流基金著 810.7||236||4

36 聞くことを教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:5) 国際交流基金著 810.7||236||5

37 話すことを教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:6) 国際交流基金著 810.7||236||6

38 読むことを教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:7) 国際交流基金著 810.7||236||7

39 書くことを教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:8) 国際交流基金著 810.7||236||8

初級

「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の各領域の指導法について、簡潔にまと

められている。「国語科教育」について学びたい人や「言葉の教育」の基本に立ち返りたい

人にお勧めの一冊である。

なかなか一筋縄ではいかない間違いやすい日本語を豊富な用例と問題形式で丁寧に解説。意

外な発見とともに、日本語の奥深さ豊かさ、面白さが実感できる新聞校閲センター長の日本

語講座（本の扉文より）普段、何気なく使ったり聞いたりしているその言葉。本当にその使

い方で正しいでしょうか？楽しく読み進めながら教養のある言葉の使い方ができるようにな

る一冊。

自閉症当事者である女性が、幼少期から中学生期を振り返って記した手記。何気ない日常の

景色が自閉症児の目にはどのように映るのか、また学校の中で何に戸惑い苦しんだのか、当

事者ならではの文章を通して自閉症への理解を今一度深めることができる。筆者にとって辛

い記憶である学校内でのいじめや教師の対応なども偽りなく描かれている。教師を志す人に

は読んでほしい一冊。



40 大学・大学院留学生の日本語 改訂版 2 作文編
アカデミック・ジャパ

ニーズ研究会編著
810.7||356||2

41 コンピュータ利用の基礎知識 (講座ITと日本語研究:1) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||1

42 アプリケーションソフトの基礎 (講座ITと日本語研究:2) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||2

43 見えない文字と見える文字 : 文字のかたちを考える 佐藤栄作著 811||39

44 日本語の音声 (現代言語学入門:2) 窪薗晴夫著 811.1||38

45 漢字と日本語 (講談社現代新書:2367) 高島俊男著 811.2||66

46 漢字雑談 (講談社現代新書:2200) 高島俊男著 811.2||67

47 漢字 (日本語ライブラリー) 沖森卓也, 笹原宏之編著 811.2||69

48 筆順のはなし (中公新書ラクレ:435) 松本仁志著 811.29||1

49 漢語の謎 : 日本語と中国語のあいだ (ちくま新書:1478) 荒川清秀著 814||110

50 大学生・社会人のための言語技術トレーニング 三森ゆりか著 816||134ア

51 レポートの組み立て方 (ちくま学芸文庫) 木下是雄著 816.5||45

52
Wordを使った大学生のための論文作成術 : 思考技術・情報処理技

術を書く力へ
佐良木昌著 816.5||46

53 古典入門 : 古文解釈の方法と実際 鈴木日出男 [ほか] 著 817.5||7

54
今どきの日本語 : 変わることば・変わらないことば (シリーズ日

本語を知る・楽しむ:2)
遠藤織枝編 817.5||11||2

55 明解方言学辞典 木部暢子編 818.03||10

56 人はなぜ物語を求めるのか (ちくまプリマー新書:273) 千野帽子著 901.3||25

57 物語は人生を救うのか (ちくまプリマー新書:326) 千野帽子著 901.3||26

58
8歳から80歳までの世界文学入門 (対話で学ぶ「世界文学」連続講

義:4)
沼野充義編著 904||74

59 テクスト分析入門 : 小説を分析的に読むための実践ガイド 松本和也編 910.26||311

60 歌枕歌ことば辞典 増訂版 片桐洋一著 911.107||10

61 竹取物語 新版 (角川文庫:11912. 角川ソフィア文庫:42, 268) 室伏信助訳注 913.31||14

62 文学で考える「仕事」の百年
飯田祐子, 日高佳紀, 日比

嘉高編
913.68||11

63 『枕草子』をどうぞ : 定子後宮への招待 (新典社選書:44) 藤本宗利著 914.3||39

64 平行線 : ある自閉症者の青年期の回想 森口奈緒美著 916||40

書名・著者名 請求記号

65 雪国を江戸で読む : 近世出版文化と『北越雪譜』 森山武著 023.1||19

66 神道の中世 : 伊勢神宮・吉田神道・中世日本紀 (中公選書:106) 伊藤聡著 172||27

67
漢倭奴国王から日本国天皇へ : 国号「日本」と称号「天皇」の誕

生 (京大人文研東方学叢書:4)
冨谷至著 210.3||609

68 オランダ小史 : 先史時代から今日まで ペーター・J・リートベル 235.9||2

69 国語学力論と教材研究法 (国語科教育方法論大系:2) 375.8||589||2

70 国語教育研究大辞典 普及版 国語教育研究所編 375.8||788

71 「国語教育」とテクスト論 鈴木泰恵 [ほか] 編 375.8||1316

72 中学校・高等学校国語科教育研究 (新たな時代の学びを創る) 全国大学国語教育学会編 375.8||1357

73 国語教育指導用語辞典 第5版 田近洵一 [ほか] 編 375.8||1342

74
古典教育と古典文学研究を架橋する : 国語科教員の古文教材化の

手順
井浪真吾著 375.8||1360

75 国語単元学習の創造 : 豊かな言語活動が拓く 1:理論編 日本国語教育学会監修 375.8||1361||1

中級

教育と研究の「架橋」は、教員を目指す人にも常に意識してほしいことです。ちなみに、出

版社（文学通信）のブログには、本書の紹介とともに、著者のエッセイ「古典教育に携わる

方々の「連帯」のために」も掲載されています。「古典」という科目が苦手だった井浪氏に

は、大学における「古典との出会い直し」があったそうです。教育現場に出てからの経験を

踏まえた問題提起などもなされていますので、ぜひ本書とあわせてお読みください。



76 小学校国語科教育研究 (新たな時代の学びを創る) 全国大学国語教育学会編 375.82||147

77 ビジュアル音声学 川原繁人著 801.1||77

書名・著者名 請求記号

78 日本語配慮表現の原理と諸相
山岡政紀編/山岡政紀 [ほ

か] 著
810||109

79 初級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:9) 国際交流基金著 810.7||236||9

80 中・上級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:10) 国際交流基金著 810.7||236||10

81
日本事情・日本文化を教える (国際交流基金日本語教授法シリー

ズ:11)
国際交流基金著 810.7||236||11

82 学習を評価する (国際交流基金日本語教授法シリーズ:12) 国際交流基金著 810.7||236||12

83 教え方を改善する (国際交流基金日本語教授法シリーズ:13) 国際交流基金著 810.7||236||13

84 教材開発 (国際交流基金日本語教授法シリーズ:14) 国際交流基金著 810.7||236||14

85 中上級学習者のための日本語読解ワークブック : 試験に強くなる! 目黒真実著 810.7||345

86 日本語教授法ワークショップ 増補第2版
鎌田修, 川口義一, 鈴木睦

編著
810.7||355

87 アプリケーションソフトの応用 (講座ITと日本語研究:3) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||3

88 Rubyによるテキストデータ処理 (講座ITと日本語研究:4) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||4

89 コーパスの作成と活用 (講座ITと日本語研究:5) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||5

90 コーパスとしてのウェブ (講座ITと日本語研究:6) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||6

91 ウェブによる情報収集 (講座ITと日本語研究:7) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||7

92 質問調査法と統計処理 (講座ITと日本語研究:8) 荻野綱男, 田野村忠温編 810.7||363||8

93
常用漢字表の字体・字形に関する指針 : 文化審議会国語分科会報

告(平成28年2月29日)
文化庁編 811.27||15ア

94 日本語表記ルールブック 第2版 日本エディタースクール 811||30

95 新しい国語表記ハンドブック 第8版 三省堂編修所編 811||38

96 女のことば男のことば 小林祥次郎著 814.9||20

97 現代の語彙 : 男女平等の時代 (シリーズ「日本語の語彙」:7) 田中牧郎編 814||109||7

98 先生のための古典文法Q&A100 中村幸弘編著 815||313

99 物語論基礎と応用 (講談社選書メチエ:647) 橋本陽介著 901.3||27

100 現代文学理論 : テクスト・読み・世界 (ワードマップ) 土田知則, 神郡悦子, 伊藤 901||115

101 読者はどこにいるのか : 書物の中の私たち (河出ブックス:001) 石原千秋著 904||64

102 ともに読む古典 中世文学編 松尾葦江編 910.2||182

103
次世代に伝えたい新しい古典 : 「令和」の言語文化の享受と継承

に向けて
井上次夫 [ほか] 編 910.4||63

104
知られざる王朝物語の発見 : 物語山脈を眺望する (古典ルネッサ

ンス)
神野藤昭夫著 913.3||36

書名・著者名 請求記号

105 思考の技法 : 直観ポンプと77の思考術
ダニエル・C・デネット著

/阿部文彦, 木島泰三訳
141.5||563

106 中國古典飜譯の諸問題 (汲古選書:77) 岩本憲司著 123.6||18

107 近世語 (論集日本語研究:14) 鈴木丹士郎編 810.8||30||14ア

108 現代語 (論集日本語研究:15) 土屋信一編 810.8||30||15ア

109 日本語アクセント史総合資料 研究篇 秋永一枝 [ほか] 編 811.14||18

110 漱石辞典 小森陽一 [ほか] 編集 910.268||120

111 漱石と日本の近代 上 (新潮選書) 石原千秋著 910.268||121||1

112 漱石と日本の近代 下 (新潮選書) 石原千秋著 910.268||121||2

松川利広（教職大学院、図書館運営委員会委員、2016）

前田広幸（国語教育専修、図書館運営委員会委員、2020改訂）

上級

中級


