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認知言語学基本参考文献リスト 
（日本語で読めるもののみを集めてみました．カテゴリー分け，線引きがいかに難しいかをつくづく実感します．あくまでも

参考までにしてください．あれがないこれがないということがありましたら是非ご一報ください．） 

 

ショットカット： 

新刊， 超入門， 読み物， 入門（全般的）， 入門（語の意味論）， 日本語論， 文学， 論文集， メタファー論， 各論， 事典(辞典)， 

哲学的基盤， 古典的著作， 山梨先生の著作， 概説， 外国語教育， その他， シリーズ， 雑誌の特集など 

 

新刊 

『認知統語論』町田章・木原恵美子・小熊猛・井筒勝信，くろしお出版，2022 年． 

『フレーム意味論の貢献』松本曜・小原京子（編），開拓社，2022 年． 

『ダイクシス講義』チャールズ・フィルモア，開拓社，2022 年． 

『実例で学ぶ英語学入門』多々良直弘・松井真人・八木橋宏勇，朝倉書店，2022 年． 

『認知言語学の未来に向けて』菅井三実・八木橋宏勇（編），開拓社，2022 年． 

『「比喩」とは何か』Barbara Dancygier & Eve Sweetser，開拓社，2021 年． 

『思考の自然誌』マイケル・トマセロ，勁草書房，2021 年． 

『なぜヒトだけが言葉を話せるのか』トム・スコット＝フィリップス，東京大学出版会，2021 年． 

『構文と主観性』天野みどり・早瀬尚子（編），くろしお出版，2021 年． 

『認知言語学の基礎』碓井智子，田村幸誠，安原和也，くろしお出版，2021 年． 

『言えそうなのに言わないのはなぜか』アデル・E・ゴールドバーグ，ひつじ書房，2021 年． 

『語法と理論の接続をめざして』金澤俊吾，柳朋宏，大谷直輝（編），ひつじ書房，2021 年． 

『社会につながる国語教室』菅井三実，開拓社，2021 年． 

『認知文法の原理』濱田英人，開拓社，2021 年． 

『認知言語学の最前線』児玉一宏・小山哲春（編），ひつじ書房，2021 年． 

『実験認知言語学の深化』篠原和子・宇野良子（編），ひつじ書房，2021 年． 

『言語学と科学革命』山梨正明，ひつじ書房，2021 年． 

『マンガ学からの言語研究』出原健一，ひつじ書房，2021 年． 

『言語は本能か』Vyvyan Evans，開拓社，2021 年． 

『体言化理論と言語分析』鄭聖汝・柴谷方良（編），大阪大学出版会，2021 年． 

 

超入門 

『ことばの認知プロセス』安原和也，三修社，2017 年． 

『解いて学ぶ認知言語学の基礎』瀬戸賢一，山添秀剛，小田希望，大修館，2016 年． 

『日本語研究のための認知言語学』籾山洋介，研究社，2014 年． 

『ファンダメンタル認知言語学』野村益寛，ひつじ書房，2014 年． 

『学びのエクササイズ レトリック』森雄一，ひつじ書房，2012 年． 

『学びのエクササイズ 認知言語学』谷口一美，ひつじ書房，2006 年． 

『日本語表現で学ぶ入門からの認知言語学』籾山洋介，研究社，2009 年． 

『言葉のしくみ－認知言語学のはなし－』高橋英光，北海道大学出版会，2010 年． 

『認知言語学入門』籾山洋介，研究社，2010 年． 

『認知言語学への誘い』李在鎬，開拓社，2010 年． 

『はじめての認知言語学』吉村公宏，研究社，2004 年． 



 

読み物 

『英文法の考え方』野村益寛，開拓社，2020 年． 

『脳のしくみが解れば英語がみえる』濱田英人，開拓社，2019 年． 

『ことばと思考』今井むつみ，岩波新書，2010 年． 

『言語学の教室－哲学者と学ぶ認知言語学』西村義樹・野矢茂樹，中央新書，2013 年． 

『英語を通して学ぶ日本語のツボ』菅井三実，開拓社，2012 年． 

『言語が違えば，世界も違って見えるわけ』ガイ・ドイッチャー，椋田直子（訳），インターシフト，2012 年． 

『ピダハン』ダニエル・L・エヴェレット，屋代通子（訳），みすず書房，2012 年． 

『英語世界の表現スタイル』吉村公宏，青灯社，2011 年． 

『メタファー思考』瀬戸賢一，講談社現代新書，1995 年． 

『日本語と外国語』鈴木孝夫，岩波新書，1990 年． 

『ことばと文化』鈴木孝夫，岩波新書，1973 年． 

『記号論への招待』池上嘉彦，岩波新書，1984 年． 

『心とことばの脳科学』山鳥重，辻幸夫，大修館，2006 年． 

『英語の感覚・日本語の感覚』池上嘉彦，ＮＨＫブックス，2006 年． 

『＜英文法＞を考える』池上嘉彦，ちくま学芸文庫，1995 年． 

『意味の世界』池上嘉彦，NHK ブックス，1978 年． 

『日本語という外国語』荒川洋平，講談社現代新書，2009 年． 

 

入門（全般的）  

『認知言語学Ⅰ』池上嘉彦・山梨正明（編），ひつじ書房，2020 年． 

『認知言語学Ⅱ』池上嘉彦・山梨正明（編），ひつじ書房，2020 年． 

『認知言語学の大冒険』鍋島弘治朗，開拓社，2020 年． 

『はじめて学ぶ認知言語学』児玉一宏・谷口一美・深田智（編著），ミネルヴァ書房，2020 年． 

『思考と意味の取り扱いガイド』レイ・ジャッケンドフ（著），大堀嘉夫，貝森有祐，山泉実（訳），岩波書店，2019 年． 

『ベーシック英語構文文法』大谷直輝，ひつじ書房，2019 年． 

『認知言語学とは何か？』高橋英光，野村益寛，森雄一（編），くろしお出版，2018 年． 

『解いて学ぶ認知構文論』瀬戸賢一，山添秀剛，小田希望，大修館，2017 年． 

『解いて学ぶ認知意味論』瀬戸賢一，山添秀剛，小田希望，大修館，2017 年． 

『認知言語学 基礎から最前線へ』森雄一・高橋英光（編）くろしお出版，2013 年． 

『認知言語学の基礎』河上誓作（編著），研究社，1996 年． 

『認知言語学入門』F.ウンゲラー/H. J.シュミット，池上嘉彦（他訳），大修館書店，1998 年． 

『認知言語学のための 14 章』ジョン・R.テイラ－，辻幸夫（訳），紀伊国屋書店，2008 年． 

『意味論２－認知意味論－』杉本孝司，くろしお出版，1998 年． 

『認知言語学』大堀壽夫，東京大学出版会，2002 年． 

『実例で学ぶ認知言語学』デイヴィッド・リ－，宮浦国江（訳），大修館，2006 年． 

 

入門（語の意味論） 

『実例で学ぶ認知意味論』籾山洋介，研究社，2020 年． 

『動詞の意味拡張における方向性』夏海燕，ひつじ書房，2017 年． 

『理想の国語辞典』国広哲弥，大修館，1997 年． 

『理想の国語辞典Ⅱ 日本語の多義動詞』国広哲弥，大修館，2006 年． 

『現代英語語彙の多義構造－認知論的視点から－【理論編】』松中完二，白桃書房，2005 年． 

『英語前置詞の意味論』アンドレア・タイラ－，ビビアン・エバンズ，国広哲弥（監訳），研究社，2005 年． 



『日本語のしくみを探る⑤ 認知意味論のしくみ』籾山洋介著，研究社，2002 年． 

 

日本語論 

『日本語の意味研究の新たな扉を開く』李澤熊，開拓社，2020 年． 

『英日翻訳の技術』鍋島弘治朗，マイケル・ブルックス，くろしお出版，2020 年． 

『多義動詞分析の新展開と日本語教育への応用』プラシャント・パルデシ（他編），開拓社，2019 年． 

『日本語語彙的複合動詞の意味と体系』陳奕廷・松本曜，ひつじ書房，2018 年． 

『視覚スキーマを用いた意味拡張動機づけの分析』栗田奈美，春風社，2018 年． 

『現代日本語の反復構文』野呂健一，くろしお出版，2016 年． 

『認知歴史言語学』金杉高雄，岡智之，米倉よう子，くろしお出版，2013 年． 

『場所の言語学』岡智之，ひつじ書房，2013 年． 

『英語を通して学ぶ日本語のツボ』菅井三実，開拓社，2012 年． 

『日本語文法の論点 43』近藤安月子・姫野伴子（編著），研究社，2012 年． 

『日本語のメタファー』鍋島弘治朗，くろしお出版，2011 年． 

『日本語は人間をどう見ているか』籾山洋介，研究社，2006 年． 

『日本語という外国語』荒川洋平，講談社，2009 年． 

『日本語から見た日本人』廣瀬幸生，長谷川葉子，開拓社，2010 年． 

『認知言語学から見た日本語格助詞の意味構造と習得』森山新，ひつじ書房，2008 年． 

『日本語教師のための応用認知言語学』荒川洋平，森山新，凡人社，2009 年． 

『自然な日本語を教えるために－認知言語学をふまえて－』池上嘉彦，守屋三千代（編著），ひつじ書房，2009 年． 

『「日本語論」への招待』池上嘉彦，講談社，2000 年．（『日本語と日本語論』筑摩書房，2007 年） 

 

文学 

『語りの言語学的／文学的分析』郡伸哉・都築雅子（編），ひつじ書房，2019 年． 

『認知物語論の臨界領域』 西田谷洋，浜田秀（編）ひつじ書房，2012 年． 

『認知物語論とは何か?』 西田谷洋，ひつじ書房，2006 年． 

『詩と認知』ジョージ・レイコフ，マーク・ターナー，大堀俊夫（訳），紀伊国屋書店，1994 年． 

 

論文集 

『認知言語学と談話機能言語学の有機的接点』中山俊秀・大谷直輝（編），ひつじ書房，2020 年． 

『認知言語学の羽ばたき』松本曜教授還暦記念論文集刊行会（編），開拓社，2020 年． 

『指さしと相互行為』安井永子・杉浦秀行・高梨克也（編），ひつじ書房，2019 年． 

『慣用表現・変則的表現から見える英語の姿』住吉誠，鈴木亨，西村義樹（編），開拓社，2019 年． 

『場面と主体性・主観性』澤田治美・仁田義雄・山梨正明（編），ひつじ書房，2019 年． 

『多義動詞分析の新展開と日本語教育への応用』プラシャント・パルデシ（他編），開拓社，2019 年． 

『認知言語学を拓く』森雄一，西村義樹，長谷川明香（編），くろしお出版，2019 年． 

『認知言語学を紡ぐ』森雄一，西村義樹，長谷川明香（編），くろしお出版，2019 年． 

『言語の認知とコミュニケーション』早瀬尚子（編），開拓社，2018 年． 

『認知言語学研究の広がり』大橋浩（他編），開拓社，2018 年． 

『ことばのパースペクティヴ』中村芳久教授退職記念論文集刊行会（編），開拓社，2018 年． 

『語はなぜ多義になるのか』中野弘三（編），朝倉書店，2017 年． 

『三層モデルでみえてくる言語の機能としくみ』廣瀬幸生（他編），開拓社，2017 年． 

『構文の意味と拡がり』天野みどり・早瀬尚子（編），くろしお出版，2017 年． 

『文法と語彙への統合的アプローチ』藤田耕司，西村義樹（編），開拓社，2016 年． 

『ラネカーの（間）主観性とその展開』中村芳久・上原聡（編）開拓社，2016 年． 



『認知・機能言語学』マイケル・トマセロ，大堀壽夫（他訳），研究社，2011 年． 

『ことばと視点』河上誓作，谷口一美（共編），英宝社，2007 年． 

『ことばのダイナミズム』森雄一（他編），くろしお出版，2008 年． 

『「内」と「外」の言語学』坪本篤朗（他編），開拓社，2009 年． 

『言葉と認知のメカニズム』児玉一宏，小山哲春（編），ひつじ書房，2008 年． 

『言葉のからくり』河上誓作教授退官記念論文集刊行会（編），英宝社，2004 年． 

『認知言語学の発展』坂原茂（編），ひつじ書房，2000 年． 

『シリ－ズ言語科学２ 認知言語学Ⅰ：事象構造』西村義樹（編），東京大学出版会，2002 年． 

『シリ－ズ言語科学３ 認知言語学Ⅱ：カテゴリ－化』大堀壽夫（編），東京大学出版会，2002 年． 

 

メタファー論 

『メタファー研究』鍋島弘治朗，楠見孝，内海彰（編），ひつじ書房，2020 年． 

『修辞と文脈』伊藤薫，京都大学学術出版会，2020 年． 

『アイロニーの言語学』河上誓作，鳳書房，2018 年． 

『時間の言語学』瀬戸賢一，ちくま新書，2017 年． 

『メタファーと身体性』鍋島弘治朗，ひつじ書房，2016 年． 

『修辞的表現論: 認知と言葉の技巧』山梨正明，開拓社，2015 年． 

『レトリックと意味の創造性』小松原哲太，京都大学学術出版会，2015 年． 

『デジタル・メタファー』荒川洋平，東京外国語大学出版会，2013 年． 

『学びのエクササイズ レトリック』森雄一，ひつじ書房，2012 年． 

『日本語のメタファー』鍋島弘治朗，くろしお出版，2011 年． 

『コーパスを活用した認知言語学』アリス・ダイグナン，渡辺秀樹（他訳），大修館，2010 年． 

『認知意味論の新展開 メタファ－とメトニミ－』谷口一美，研究社，2003 年． 

『レトリックと人生』ジョージ・レイコフ，マーク・ジョンソン，渡部昇一（他訳），大修館，1986 年． 

『比喩によるモラルと政治』ジョージ・レイコフ，木鐸社，1998 年． 

『詩と認知』ジョージ・レイコフ，マーク・ターナー，大堀俊夫（訳），紀伊国屋書店，1994 年． 

『メタファー思考』瀬戸賢一，講談社現代新書，1995 年． 

『比喩と理解』山梨正明，東京大学出版会，1988 年（2007 年）． 

 

各論 

『認知文法と構文文法』坪井栄次郎・早瀬尚子，開拓社，2020 年． 

『認知言語学の諸相』安原和也，英宝社，2020 年． 

『共同注意場面による日本語指示詞の研究』平田未季，ひつじ書房，2020 年． 

『英日翻訳の技術』鍋島弘治朗，マイケル・ブルックス，くろしお出版，2020 年． 

『文法化・語彙化・構文化』小川芳樹，石崎保明，青木博史，開拓社，2020 年． 

『英語中間構文の研究』吉村公宏，ひつじ書房，2020 年． 

『言語と慣習性』土屋智行，ひつじ書房，2020 年． 

『「なる」構文の多義性とそのメカニズム (なぜスカートは短くなるのか?) 』大神雄一郎，大阪大学出版会，2019 年． 

『事態の捉え方と述語のかたち』黒滝真理子，開拓社，2019 年． 

『認知文法研究』中村芳久，くろしお出版，2019 年． 

『選択の言語学』篠原俊吾，開拓社，2019 年． 

『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』平沢慎也，くろしお出版，2019 年． 

『「視点」の違いから見る日英語の表現と文化の比較』尾野治彦，開拓社，2018 年． 

『英文法の心理』中右実，開拓社，2018 年． 

『英語の命令文』高橋英光，くろしお出版，2017 年． 



『移動表現の類型論』松本曜，くろしお出版，2017 年． 

『話者の言語哲学』泉子・K・メイナイード，くろしお出版，2017 年． 

『認知と言語』濱田英人，開拓社，2016 年． 

『フレーム意味論に基づいた対照の接続語の意味記述』内田諭，花書院，2015 年． 

『日本語のディスコースと意味－概念化とフレームの意味論』渡部学，くろしお出版，2015 年． 

『人はことばをどう学ぶか－国語教師のための言語科学入門－』菅井三実，くろしお出版，2015 年． 

『日英語に見るもののとらえ方』嶋村誠，関西学院大学出版会，2014 年． 

『知覚と行為の認知言語学－「私」は自分の外にある－』本多啓，開拓社，2013 年． 

『トートロジーの意味を構築する』酒井智宏，くろしお出版，2012 年． 

『認知言語学研究の方法』辻幸夫（監修）ひつじ書房，2011 年． 

『日・英語の対比表現と否定のメカニズム』有光奈美，開拓社，2011 年． 

『コーパス分析に基づく認知言語学的構文研究』李在鎬，ひつじ書房，2011 年． 

『コーパスを活用した認知言語学』アリス・ダイグナン，渡辺秀樹（他訳），大修館，2010 年． 

『束縛的モダリティと英語法助動詞』長友俊一郎，リーベル出版，2009 年． 

『認知文法のエッセンス』ジョン・R・テイラー，瀬戸賢一，大修館，2008 年． 

『イメージ・スキーマに基づく格パターン構文』伊藤健人，ひつじ書房，2008 年． 

『事態概念の記号化に関する認知言語学的研究』谷口一美，ひつじ書房，2005． 

『アフォ－ダンスの認知意味論』本多 啓，東京大学出版会，2005 年． 

『英語構文のカテゴリ－形成』早瀬尚子，勁草書房，2002 年． 

『認知意味論の方法－経験と動機の言語学－』吉村公宏，人文書院，1995 年．（絶版） 

『認知意味論の新展開 メタファ－とメトニミ－』谷口一美，研究社，2003 年． 

『認知文法の新展開 カテゴリ－化と用法基盤モデル』早瀬尚子，堀田優子，研究社，2005 年． 

『韓日使役構文の機能的類型論研究』鄭聖汝，くろしお出版，2006 年． 

『構文と事象構造』中右実，西村義樹，研究社，1998 年． 

『空間と移動の表現』田中茂範，松本曜，研究社，1997 年． 

『メンタルスペース理論による日仏英時制研究』井元秀剛，ひつじ書房，2009 年． 

『現代英語語彙の多義構造－認知論的視点から－【実践編】』松中完二，白桃書房，2006 年． 

 

事典(辞典) 

『認知言語学大事典』辻幸夫（編集主幹），朝倉書店，2019 年． 

『最新理論言語学用語事典』畠山雄二（編），朝倉書店，2017 年． 

『新編 認知言語学キーワード事典』辻幸生（編），研究社，2013 年． 

『日本語多義語学習辞典 名詞編』 荒川洋平（編），アルク，2011 年． 

『日本語多義語学習辞典 形容詞・副詞編』 今井新悟（編），アルク，2011 年． 

『認知言語学キーワード事典』辻幸夫（編），研究社，2002 年． 

『英語多義ネットワーク辞典』瀬戸賢一（編），小学館，2007 年． 

 

哲学的基盤 

『ことばと身体』尼ヶ崎彬，勁草書房，1990 年． 

『知覚とことば』長滝祥司，ナカニシヤ出版，1999 年． 

『肉中の哲学』ジョージ・レイコフ，マーク・ジョンソン，計見一雄（訳），哲学書房，2004 年． 

『認知意味論の哲学』青木克仁，大学教育出版，2002 年． 

『心のなかの身体』マーク・ジョンソン，菅野盾樹，中村雅之（訳），紀伊國屋書店，1991 年． 

『心とことばの起源を探る』マイケル・トマセロ，大堀壽夫（他訳），勁草書房，2006 年． 

 



古典的著作 

『言語はどのように変化するのか』ジョアン・バイビー（著），小川芳樹・柴咲礼士郎（監訳），開拓社，2019 年． 

『意味変化の規則性』エリザベス・トラウゴット，リチャード・ダッシャー（著）日野資成（訳），ひつじ書房，2019 年． 

『ラディカル構文文法』ウィリアム・クロフト（著），渋谷良方（訳），研究社，2018 年． 

『ことばはなぜ今のような姿をしているのか』ベルント・ハイネ，宮下博幸（訳），関西学院大学出版会，2017 年． 

『メンタル・コーパス』ジョン・R・テイラー，西村義樹（他編訳），くろしお出版，2017 年． 

『認知文法論序説』ロナルド・ラネカー，山梨正明（監訳），研究社，2011 年． 

『心のなかの身体』マーク・ジョンソン，菅野盾樹，中村雅之（訳），紀伊國屋書店，1991 年． 

『空間認知と言語理解』Annette Herskovits，堂下修司（他訳），オーム社，1993 年． 

『意味と形』ドワイト･ボリンジャー，中右実（訳），こびあん書房，1981 年． 

『認知意味論』ジョ－ジ・レイコフ，池上嘉彦・河上誓作他訳，紀伊国屋書店，1993 年． 

『レトリックと人生』ジョージ・レイコフ，マーク・ジョンソン，渡部昇一（他訳），大修館，1986 年． 

『構文文法論』アデル・E．ゴールドバーグ，河上誓作（他訳），研究社，2001 年． 

『認知意味論の展開』イヴ・スウィーツァー，澤田治美（訳），研究社，2000 年． 

『心とことばの起源を探る』マイケル・トマセロ，大堀壽夫（他訳），勁草書房，2006 年． 

『ことばをつくる』マイケル・トマセロ，辻幸夫（他訳），慶応義塾大学出版会，2008 年． 

『メンタル・スペース』ジル・フォコニエ，坂原茂（他訳），白水社 1996 年． 

『思考と言語におけるマッピング』ジル･フォコニエ，坂原茂（他訳），岩波書店，2000 年． 

『認知言語学のための 14 章』ジョン・R.テイラ－，辻幸夫（訳），紀伊国屋書店，2008 年． 

『「する」と「なる」の言語学』池上嘉彦，大修館，1981 年． 

 

山梨先生の著作 

『日・英語の発想と論理』山梨正明，開拓社，2019 年． 

『自然論理と日常言語』山梨正明，2017 年． 

『修辞的表現論』山梨正明，開拓社，2016 年． 

『認知意味論研究』山梨正明，研究社，2012 年． 

『認知構文論』山梨正明，大修館，2009 年． 

『ことばの認知空間』山梨正明，開拓社，2004 年． 

『認知言語学原理』山梨正明，くろしお出版，2000 年． 

『認知文法論』山梨正明，ひつじ書房，1995 年． 

『比喩と理解』山梨正明，東京大学出版会，1988 年（2007 年）． 

 

概説 

『理論言語学史』畠山雄二（編），開拓社，2017 年． 

『ことばの本質に迫る理論言語学』畠山雄二（編），くろしお出版，2014 年． 

『書評から学ぶ理論言語学の最先端（上・下）』畠山雄二（編），開拓社，2013 年． 

河上誓作「ことばと認知の仕組み」『ことばの仕組みを探る 生成文法と認知文法』原口庄輔（他），研究社，2000 年． 

山梨正明「認知言語学」『日本語要説』工藤浩（他著），ひつじ書房，1993 年． 

坂原茂「認知的アプローチ」『言語の科学４ 意味』郡司隆男（他），岩波書店，1998 年． 

西村義樹「文法と意味の接点を求めて」『ことばの宇宙への旅立ち』大津由紀雄（編），ひつじ書房，2008 年． 

池上嘉彦「ことば・この不思議なもの」『ことばの宇宙への旅立ち２』大津由紀雄（編），ひつじ書房，2009 年． 

山梨正明「認知言語学」『現代言語学の潮流』山梨正明・有馬道子（編）勁草書房，2003 年． 

堀江薫「言語類型論」『現代言語学の潮流』山梨正明・有馬道子（編）勁草書房，2003 年． 

児玉一宏「言語習得」『現代言語学の潮流』山梨正明・有馬道子（編）勁草書房，2003 年． 

 



外国語教育 

『実例とイメージで学ぶ感覚英文法・語法講義』今井隆夫，開拓社，2019 年． 

『認知言語学を英語教育に生かす』長加奈子，金星堂，2015 年． 

『イメージで捉える感覚英文法』今井隆夫，開拓社，2010 年． 

『英語感覚が身につく実践的指導－コアとチャンクの活用法』田中茂範（他），大修館，2006 年． 

 

その他 

『言語の起源』ダニエル・エヴェレット，白揚社，2020 年． 

『数学の認知科学』ジョージ・レイコフ，ラファエル・ヌーニェス，丸善出版，2012 年． 

『認知意味論の原理』中右実，大修館，1994 年． 

『コトバの〈意味づけ論〉－日常言語の生の営み－』深谷昌弘，田中茂範，紀伊国屋書店，1996 年． 

『認知意味論－英語動詞の多義の構造－』田中茂範，三友社，1990 年． 

『比喩によるモラルと政治』ジョージ・レイコフ，木鐸社，1998 年． 

 

シリーズ 

認知日本語学講座（山梨正明・吉村公宏・堀江薫・籾山洋介編） 

１．『認知言語学の基礎』碓井智子，田村幸誠，安原和也，くろしお出版，2021 年． 

２．『認知音韻・形態論』李在，村尾治彦，淺尾仁彦，奥垣内健，くろしお出版，2013 年． 

３．『認知統語論』町田章・木原恵美子・小熊猛・井筒勝信，くろしお出版，2022 年． 

４．『認知意味論』大月実・進藤三佳・有光奈美，くろしお出版，2019 年． 

５．『認知語用論』小山哲春，甲田直美，山本雅子，くろしお出版，2016 年． 

６．『認知類型論』中村渉，佐々木冠，野瀬昌彦，くろしお出版，2015 年． 

７．『認知歴史言語学』金杉高雄，岡智之，米倉よう子，くろしお出版，2013 年． 

 

シリ－ズ認知言語学入門（池上嘉彦・河上誓作・山梨正明監修，大修館書店） 

１．『認知言語学への招待』辻幸夫（編），2003 年． 

２．『認知音韻・形態論』吉村公宏（編），2003 年． 

３．『認知意味論』松本曜（編），2003 年． 

４．『認知文法論Ⅰ』西村義樹（編），2018 年． 

５．『認知文法論Ⅱ』中村芳久（編），2004 年． 

６．『認知コミュニケ－ション論』大堀壽夫（編），2004 年． 

講座 認知言語学のフロンティア（山梨正明編，研究社） 

１．『音韻・形態のメカニズム』上原聡，熊代文子，研究社，2007． 

２．『構文ネットワークと文法』尾谷昌則，二枝美津子，研究社，2011． 

３．『概念化と意味の世界』深田智，仲本康一郎，研究社，2008 年． 

４．『言語運用のダイナミズム』崎田智子，岡本雅史，研究社，2009 年． 

５．『言語のタイポロジー』堀江薫，プラシャント・パルデシ，研究社，2009 年． 

６．『言語習得と用法基盤モデル』児玉一宏，野澤元，研究社，2009 年． 

ひつじ意味論講座 （澤田治美編，ひつじ書房） 

１．『語･文と文法カテゴリーの意味』澤田治美（編），ひつじ書房，2010 年． 

２．『構文と意味』澤田治美（編），ひつじ書房，2012 年． 

３．『モダリティⅠ』理論と方法』澤田治美（編），ひつじ書房，2014 年． 

４．『モダリティⅡ：事例研究』澤田治美（編），ひつじ書房，2012 年． 

５．『主観性と主体性』澤田治美（編），ひつじ書房，2011 年． 

６．『意味とコンテクスト』澤田治美（編），ひつじ書房，2012 年． 



認知言語学論考（山梨正明他編，ひつじ書房） 

『認知言語学論考』No.1～，山梨正明（他編）ひつじ書房． 

日本認知言語学会論文集（日本認知言語学会編） 

『日本認知言語学会論文集』2001 年～，日本認知言語学会（編） 

 

雑誌の特集など 

『認知科学』（共立出版）1996 年 Vol.3,No.3：特集「認知言語学」 

『英語青年』（研究社）1997 年第 142 巻第 12 号：特集「認知言語学最前線」 

『言語』（大修館）1998 年第 27 巻第 11 号：特集「[入門]認知言語学」 

『日本語学』（明治書院）1999 年第 18 巻第 9 号：特集「外界認知と言語」 

『英語青年』（研究社）2001 年第 147 巻第 9 号：特集「構文理論の現在」 

『英語青年』（研究社）2005 年第 151 巻第 9 号：特集「認知とレトリック」 

『英語青年』（研究社）2007 年第 152 巻第 11 号：特集「形式と意味のミスマッチ」 

『英語青年』（研究社）2008 年第 154 巻第 3 号：特集「認知言語学の思考法」 

『言語』（大修館）2009 年第 38 巻 10 号：特集「[実践]認知言語学」 

池上嘉彦「学術文庫版のための訳者解説追補」『言語・思考・現実』B・L・ウオ－フ著，池上嘉彦（訳），講談社学術文庫，1993 年． 

坂原茂「認知言語学の可能性」『言語』第 21 巻第 6 号，1992 年． 

辻幸夫・坪井栄治郎・西村義樹「認知言語学の考え方」『言語』第 22 巻第 4 号，1993 年． 

野村益寛「認知言語学入門１～６」『言語』2000 年 7 月号～12 月号，2000 年． 

 

 

長い文献リストでしたが最後まで目を通していただいて、誠にありがとうございます。ここからは、このページの裏のメッセー

ジです（隠れキャラ？）。若造が生意気な、と思わないでくださいね。 

 

このページで伝えたいことは、一言で言うと、本を買おうよ！ということです。 

 「みんなが同じことを始めて困るようなら、一人でもするな。」（『努力論』p.66）これは、東大の斎藤兆史先生のことばです。

図書館で本を読むことは良いことです。図書館なしには研究も教育も成り立ちません。このことは当然なのですが、その上で

敢えて、言いたいことがあります。みんなが本を買わなくなったらどうなるでしょう？ 

 出版社と研究・教育は切っても切れない関係にあります。特に、専門書（研究書）を出版してくれる出版社と研究者は運命共

同体です。出版社が研究書を出版してくれないと研究者の研究成果発表の場がなくなってしまうからです。もっと言うと、知

の蓄積ができなくなってしまうんです。そして、意外に多くの人が忘れているのですが、出版社は慈善団体ではないというこ

とです。利益が出なければ、廃業してしまうのです。出版社が減れば、当然、研究発表の場が減ることになります。これは、日本

の学問にとって重大な問題です。だから、研究者一人ひとり、学生一人ひとりが本を買って出版業界を支えることは大切なこ

となのです。「図書館で借りればいいや。」をみんなが唱えたらどんなことが起こるかわかりますよね。 

 それだけではありません。本を所有することの重要性も考えてほしいと思います。研究書・専門書は、線を引き、書き込みを

し、繰り返し読んで自分の身体に刷り込むものです。研究者、学生にとっての読書は未知の領域を既知の領域に取り込む骨の

折れる作業といってもいいかも知れません。娯楽雑誌のようにさっと目を通してそれで終わりというものではないのです。レ

ンタルスキーは、広く一般にスキーの機会を提供するという意味で、とても大切なものです。でも、レンタルスキーで済ませて

いる人が上級者になれるとは僕には思えません。いつかどこかの時点で、本気でスキーに取り組もうと思ったとき、自分の所

有するスキーで練習に励む必要が出てくるのではないでしょうか。 

 「でも、そうは言っても、金がないんだもん」という声が聞こえてきそうです。でも、本当にお金がないんでしょうか？『知的

生活の方法』（渡部昇一著、講談社現代新書）の「本を買う意味」の章を読んでみましょう。渡部昇一先生の知への情熱に触れ

たら、多分、お金が無いなんていえない人がほとんどだと思います。多くの場合は、（他のことに使うお金はあるんだけど、本

に使う）お金は無いのです。つまり、優先順位の問題なのです。 

 まあ、いろいろ書きましたが、要するに、大学生、大学院生、教員の僕らが専門書を買わなくて誰が買うんですか？みんなが



買わなくなったらどうなってしまうんですか？『言語』を休刊に追い込み、100 年続いた『英語青年』も web 版で細々と継続と

いう状況に追い込んでしまった僕らの責任をもっと考えなくてはならないと思うんです。『英語青年』は、英語が敵性言語であ

り、紙も不足していた太平洋戦争中も耐え抜いた雑誌だったんです。大学生、大学院生、大学教員の数が圧倒的に多くなり、か

つ、当時とは比べものにならないほど豊かになった現代に、この雑誌が今のような状況に追い込まれてしまったことの意味は

大きいと思います。多分、出版業界の方々はもっと言いたいことがあると思います。でも、なぜ自分のところの商品を買わな

いのだと不満をぶちまけることは立場上できないこともわかります。ですから、代わって僕からのお願いです。本を買いましょ

う。そして、一冊ずつ、豊かな本棚を作りましょう。（残念ながら，『英語青年』も 2013 年 3 月をもって休刊になりました。） 


