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英語学の論題シリーズ 電子版 

Topics in English Linguistics 
既刊 103点*  特別価格 約170万円 

Topics in English Linguistics（TiEL）は、シリーズ創刊の1990年以来、統語論、音韻論、意味論、

語用論、対照言語学、クレオール・ピジンなど英語学の幅広い領域における多様なテーマを扱う言

語学・英語学研究の定番シリーズとして知られています。 

   *シリーズ第1巻から最新巻まで、ほぼ全巻が電子版にて提供されていますが、ごく一部の巻については提供がござ

いません。（2020年6月現在、4巻が未提供） シリーズからご希望の巻のみのご購入も可能です。 

 

言語学の潮流シリーズ 研究叢書 電子版 

Trends in Linguistics. 
Studies and Monographs 

既刊 323点*  特別価格 約580万円 

Trends in Linguistics. Studies and Monographs（TiLSM）は、1970年代の創刊以来、言語学のコ

アとなる領域および学際的なアプローチによる新しい領域のいずれにおいても、言語の理論的・実

証的研究の成果を公開する場として、言語学の発展に貢献してきました。質・量ともこの分野を代

表するシリーズです。 

   *シリーズの既刊巻はほとんどが電子版にて提供されていますが、一部の巻については提供がございません。また、

Open accessにより無料提供されている巻も数点ございます。シリーズからご希望の巻のみのご購入も可能です。 
 

ご契約形態・ご利用条件 
・年間メンテナンス費：不要 

・認証方法： IPアドレス認証 

・同時アクセス数： 無制限 ・リモートアクセス：可 

・サイト定義： 1大学１サイト（学内の複数キャンパスからのアクセスが可能です。） 

・学認対応：学認に直接は対応していませんが、eduGAINを通した認証連携が可能です。 

・MARCレコードの提供：可 ・OCLC、Ex Librisなど、各種のディスカバリーサービスと提携 

・授業用教材としてのご利用：可、プリント、ダウンロードも可能です。 
 

＊表示価格は為替レートの変動、その他の諸事情により変更されることがあります。消費税は含まれておりません。 

＊弊社手数料部分については、消費税を別途申し受けます。手数料以外の部分の価格については、日本の消費税のリバース 

チャージの対象となります。 
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☞パッケージのほか、pick and chooseでご自由にご購入いただけます。 

タイトルリストを弊社にお申し付けください。 

（初回購入時のみ最低購入額の条件がございます。） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
シリーズ概説 
 

Topics in English Linguitics [TiEL]  
 

The future of English linguistics as envisaged by the editors of Topics in English Linguistics lies 

in empirical studies, which integrate work in English linguistics into general and theoretical 

linguistics on the one hand, and comparative linguistics on the other. The TiEL series features 

volumes that present interesting new data and analyses, and above all fresh approaches that 

contribute to the overall aim of the series, which is to further outstanding research in English 

linguistics. 

 

Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]  
 

TRENDS IN LINGUISTICS is a series of books that open new perspectives in our 

understanding of language. The series publishes state-of-the-art work on core areas of 

linguistics across theoretical frameworks, as well as studies that provide new insights by 

approaching language from an interdisciplinary perspective.  

TRENDS IN LINGUISTICS considers itself a forum for cutting-edge research based on solid 

empirical data on language in its various manifestations, including sign languages. It 

regards linguistic variation in its synchronic and diachronic dimensions as well as in its 

social contexts as important sources of insight for a better understanding of the design of 

linguistic systems and the ecology and evolution of language.  

TRENDS IN LINGUISTICS publishes monographs and outstanding dissertations as well as 

edited volumes, which provide the opportunity to address controversial topics from 

different empirical and theoretical viewpoints. High quality standards are ensured through 

anonymous reviewing.  
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