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ことばを学び教える全ての人のために
第1巻 ...... 2007 年 4 月刊行【第 1 回配本】
総論・教育史・方言・音論・
表記論・語彙論・辞書論・造語論
『韓国語教育論講座』刊行にあたって

第2巻 ...... 2007 年冬刊行予定【第 3 回配本】
文法論・談話論・言語行動論・
表現論・社会言語学・言語場論
文法論からの接近

試論：ことばを学ぶ根拠はどこに在るのか

学習文法項目論

日本における韓国語教育の現在

日本の韓国語教育文法と韓国の学校文法

日本における韓国語教育の歴史

共和国の朝鮮語研究

韓国における韓国語教育の現在

文をめぐって

国際韓国語教育学会の現在

総合的な形と分析的な形

朝鮮語母語話者による朝鮮語教育

用言の活用を教えるために

日本語母語話者が教えるために

用言の接続形と副詞節を教えるために

韓国と北朝鮮の言語差

格をめぐって

韓国語の方言文法

とりたてを教えるために

慶尚道方言とソウル方言

アスペクトをめぐって

音声学からの接近

テンスをめぐって

音韻論からの接近

ヴォイスをめぐって

形態音韻論からの接近

モダリティとムードをめぐって

音響音声学からの接近

用言の連体形と連体節をめぐって

プロソディからの接近

文法的な誤用からの接近

文字と発音の指導法

談話論からの接近

韓国語のローマ字表記法

待遇法と敬語からの接近

正書法をめぐって

スピーチレベルシフトをめぐって

外来語表記法をめぐって

言語行動論からの接近

基礎学習語彙論：日本語話者のために

文学テクストからの接近

語彙教育法：動詞をめぐって

漢文的要素をめぐって

語彙教育法：形容詞をめぐって

表現様相論をめぐって

語彙教育法：名詞をめぐって

表現様相論からの接近：日本語の名詞構造と韓

語彙教育法：依存名詞をめぐって

国語の動詞構造

漢字音教育法

表現様相論からの接近：過去はいかに表わされるか

コロケーションからの接近

新聞に現れたオノマトペ

朝鮮語辞典におけるカタカナ発音表記

社会言語学からの接近

同形異語をめぐって

批判的社会言語学からの接近

造語論からの接近

民族語教育からの接近
名前と呼びかけをめぐって：言語場における固有
名詞と代名詞

各巻に人名索引・事項索引付

目次等は予告なく変更する可能性があります

言語場論からの接近
言語場論からの接近：日本語から見た韓国語

第3巻 ...... 2008 年春刊行予定【第 4 回配本】
対照言語学・類型論・言語史
教授法・教材論・教材基礎論
シラバス論・評価論
対照言語学からの接近
対照言語学からの接近：結果表現をめぐって
類型論からの接近
類型論から韓国語を見る
日本語学の視点
韓国語史からの接近：古代語
韓国語史からの接近：中期語
韓国語史からの接近：近世語
韓国語 現代語＝古語小辞典
韓国語音韻史
韓国語アクセント論
韓国語文法史：引用構文を求めて
韓国語史資料概説
言語教授法概観
読むことをめぐって
書くことをめぐって
聞くことをめぐって
話すことをめぐって
教室の技法
授業のためのチェックリスト
日本における韓国語教材の歴史
古教材からの接近
教科書からの接近
教材論：いかに作り，いかに選ぶか
コンピュータからの接近
放送教材からの接近
〈話されたことば〉を扱うために
〈書かれたことば〉を扱うために
計量言語学からの接近
コーパス言語学からの接近

『韓国語教育論講座』全 4 巻

第4巻 ...... 2007 年夏刊行予定【第 2 回配本】
文化教育論・翻訳論・文献解題

文化からの接近
文学からの接近：古典文学史
文学からの接近：古典随筆文学の系譜
文学からの接近：近現代文学史
文学からの接近：小説，何を読むか
文学からの接近：詩，何を読むか
文学からの接近：短詩型文芸を読む－時調
文学からの接近：流行文学をめぐって
文学からの接近：韓国反体制文学の系譜
文学からの接近：近代文学と日本
『訓民正音』からの接近
映画からの接近
漫画からの接近
飲食からの接近
音楽からの接近：音楽と言語のあいだ
インターネットからの接近
歴史からの接近
韓国史年表
翻訳論からの接近
通訳論からの接近
韓国語学のための文献解題：現代語研究
韓国語学のための文献解題：歴史言語学
韓国近代文典史
韓国語文学のための文献解題
韓国語教育のための文献解題
言語学のための文献解題
音声学・音韻論のための文献解題
アルタイ言語学と環韓国語言語学のための文献解題
言語教育のための文献解題
あとがき

シラバス論：大学教育から
シラバス論：高校教育から
テスト作成法
能力試験・検定試験論

最新の情報は、著者の WEB サイトへ
http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/
nomahideki/edu_top1.html

