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日本語能力試験 公式問題集
Ｎ１／Ｎ２／Ｎ３／Ｎ４／Ｎ５

いっぽ にほんご さんぽ
暮らしのにほんご教室 初級２

国際交流基金・日本国際教育支援協会 編著

宿谷和子 , 天坊千明 , 森桂子 著

B5 判 各 CD1 枚付き 各 735 円（税込）

B5 判 233 頁（予定） CD1 枚付き 2,520 円（税込）

Ｎ１

スリーエーネットワーク 発行

100 頁（予定） ISBN 978-4-89358-817-3

Ｎ２ 100 頁（予定） ISBN 978-4-89358-818-0

ISBN 978-4-88319-591-6 ３月上旬発売予定

Ｎ３ 94 頁（予定） ISBN 978-4-89358-819-7

日本で生活する人のための『いっぽ にほんご

Ｎ４ 94 頁（予定） ISBN 978-4-89358-820-3

さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級 1』の続

Ｎ５ 90 頁（予定） ISBN 978-4-89358-821-0

編。毎日の生活に密着した会話や例文が多いの

凡人社 発行

で、楽しく学習することができる。また、教え

３月下旬発売予定

る方に便利な、教え方のポイントやアドバイス

日本語能力試験の公式問題集が発売されます。

が各所に入っている。付属の CD には、会話の

実際に出題された問題をまとめた唯一の問題

音声のほかに、新出語リストやイラスト・漢字

集です。2010 年以降の試験に出題された問題

カードなどのデータが収録されている。

の中から、試験 1 回分相当の量の問題が収載
されています。聴解の CD とスクリプト付き。

シャドーイングで日本語発音レッスン

また、試験の概要（
「認定の目安」
「尺度得点

戸田貴子 編著

について」「問題の構成と大問のねらい」「よ

大久保雅子 , 神山由紀子 , 小西玲子 , 福井貴代美 著

くある質問」など）も掲載されており、受験

A5 判 80 頁＋別冊 20 頁 CD1 枚付き 1,470 円
（税込）

者必須の１冊です。本書を使って、試験の傾

スリーエーネットワーク 発行

向をつかみましょう。

ISBN 978-4-88319-592-3 ３月下旬発売予定

「公式」なので、受験レベルのチェックや受験直

「シャドーイング」とは、聞いた言葉を影のよ

前の練習に安心して使えます。既刊の『新しい

うにすぐに追いかけて口に出す学習法のこと。

「日本語能力試験」ガイドブック 概要版と問題例

本書は、この「シャドーイング」という方法を

集 N1,N2,N3 編 』
『〃

用いて、日本語を学ぶ人がなめらかで正確な発

N4,N5 編』とあわせ

音を身につけるための教材。1 課を 10 分〜 15

て、ご活用ください。

分で終えることができるので、授業にも取り入

（編集部 渡辺）

れやすくなっている。また学習者の独習用とし
ても無理なく使える。

ピアで学ぶ大学生 ・ 留学生の
日本語コミュニケーション

1 日 15 分の漢字練習 中級 （上） ／ （下）

プレゼンテーションとライティング

（上） B5 判 171 頁 CD1 枚付き 2,100 円（税込）

大島弥生 , 大場理恵子 , 岩田夏穂 , 池田玲子 著

ISBN 978-4-7574-2078-6

B5 判 168 頁 1,575 円（税込）

（下） B5 判 165 頁 CD1 枚付き 2,100 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-7574-2079-3

ISBN 978-4-89476-471-2 2 月下旬発売予定

アルク 発行

大学入学後の初年次教育や入試・編入の小論

2 月下旬発売予定

KCP 地球市民日本語学校 著

文指導などに適した活動型教科書。学習（研

『新装版 １日 15 分の漢字練習』の続編が登場！

究）計画書・志望動機書を書いて口頭発表を

中級で必要になる漢字 500 字を網羅的に学習し

行う前半と、本を紹介し合い批判的に分析す

ます。
「健康」
「衣食住」
「政治経済」
「役所・諸

るグループワーク（ブック・トーク）からレ

手続き」などのカテゴリーごとに漢字を学び、

ポートを作成する後半を、仲間同士の対話（ピ

当該漢字を使った語彙、さらにはその語彙を

ア活動）を通じて行います。正確な文や表現

使った例文を練習することにより、表現の幅を

を書くためのエクササイズも豊富。

広げることができます。英・中（繁・簡）
・韓・

ピア活動を授業に取り入れるなら、このテキスト。

ベトナム・タイ語の翻訳付き。学習した漢字を

採用の多い「ピアで学ぶ大学生の日本語表現」の

使った例文の音声を収録した CD 付きで、耳か

姉妹版。
（営業部 佐々木）

らの学習もできます。
漢字・語彙・表現をつながりの中で学べるのが特
徴です。運用力を重視した教材といえるでしょう。
翻訳付きなので、独学用としても活用できそうで
す。また、漢字教材ですが、CD 付きというのも
注目です。
（営業部 松岡）

戦後日本語教育とナショナリズム
「思考様式言説」 に見る包摂と差異化の論理

新しい日本語学入門 ことばのしくみを考える
第２版

牲川波都季 著

庵功雄 著

くろしお出版 発行

A5 判 380 頁（予定） 2,100 円（税込）

ISBN 978-4-87424-545-3 2 月下旬発売予定

スリーエーネットワーク 発行

日本語教育学が織りなしてきたナショナリズ

ISBN 978-4-88319-589-3 ３月下旬発売予定

ムの論理とは？

初版刊行以来ご好評いただいている『新しい日

当化する言説、その連綿と続く絡まりを、戦

本語学入門 ことばのしくみを考える』の第 2

後 60 年にわたる日本語教育学の事例から解き

版。第 2 版では、この 10 年間の研究成果を反

ほぐしていく。目次：なぜ戦後日本語教育学

映させ、古くなった部分を見直し、最近注目を

のナショナリズムを問うのか／思考様式言説

集めている「日本語教育文法」と「コーパス」

の変遷／第Ⅰ期「日本語＝日本人の思考様式

のセクションを追加しました。日本語学や言語

論」前史／第Ⅱ期「日本語＝日本人の思考様式」

学の研究者を目指す大学生や大学院生、さらに

による包摂／第Ⅲ期「日本人の思考様式」理

日本語教師の方にもおすすめの 1 冊。

解がもたらす包摂と差異化

A5 判 242 頁 3,150 円（税込）

学習者を包摂・差異化を正

など

ことばの習得

英語教師のための第二言語習得論入門

母語獲得と第二言語習得

鈴木孝明 , 白畑知彦 著

白井恭弘 著

A5 判 256 頁 1,890 円（税込）

四六判 168 頁 1,260 円（税込）

くろしお出版 発行

大修館書店 発行

ISBN 978-4-87424-544-6 2 月下旬発売予定

ISBN 978-4-469-24570-7 好評発売中

母語獲得と第二言語習得の両方を 1 冊で取り

「小学校のアルファベットは『テストしない』

扱う、はじめての「言語習得入門」の教科書。

が基本」
「先生の発音は完璧である必要はない」

バランスよく基本事項を押さえつつ、研究の

など、第二言語習得（SLA）研究の成果から、

面白さが伝わるよう、最新の知見を含む専門

特に日本で英語を教える際に是非とも知ってお

的な研究事例も紹介。目次：第 1 部

母語獲

きたい知識を選りすぐって紹介。さらに小・中・

得（母語獲得とは／言語音の知覚と語の獲得

高・大それぞれ、理論に基づいた効果的な指導

／文の獲得／インプットの役割／言語獲得理

法を提案し、明日の英語教育を展望する。

論）第 2 部

第二言語習得（第二言語習得と

は／中間言語／第二言語習得のメカニズム／

日本語文法の論点 43

学習者要因／教室における第二言語習得研究）

「日本語らしさ」 のナゾが氷解する

昨年から、第二言語習得関連の新刊が続々と出て

近藤安月子 , 姫野伴子 編著

います。これから学びはじめる方はもちろん、学

A5 判 248 頁 2,310 円（税込）

び直しにもおススメです。
（営業部 渋谷）

研究社 発行
ISBN 978-4-327-38462-3 ２月下旬発売予定

日本語文法の 43 のホットな論点について、従
来の説とともに、「日本語らしさ」の観点から
新たな知見でそのしくみを明らかにする。テー
マごとにコンパクトにまとまっているので、
学生や日本語教師はもちろんのこと、日本語
に関心を持っている方の知的好奇心も満たせ
る１冊。大学院や学部の日本語学、日本語教

言語研究の技法

育の参考書としても使用可能。

データの収集と分析
藤村逸子 , 滝沢直宏 著

言語教育とアイデンティティ

A5 判 352 頁 3,570 円（税込）

ことばの教育実践とその可能性

ひつじ書房 発行

細川英雄 著

ISBN 978-4-89476-582-5 好評発売中

A5 判 266 頁 2,940 円（税込）

これからの言語研究において習得すべき分析

春風社 発行

方法を紹介。言語習得に関するパートでは、

ISBN 978-4-86110-289-9 好評発売中

アンケート調査や学習者コーパスといった研

技術としての言語教育から，人間形成として

究者が知っておくべき事柄から、視線の動き

の言語教育へ。日本語・国語・外国語の教育

を追うアイトラッキングや脳科学の応用例な

をどのように連携・再生させればよいのか。

ど最新の電子技術で可能となった／可能とな

言語教育そのものが人間形成につながるとい

る成果を知ることができ、研究方法の幅を広

う視点に立ち，ことばの学習／教育の社会的・

げるきっかけがたくさん詰まった 1 冊です。

文化的意味を問いなおす。

麹町店ベスト５ （１月）

麹町店店頭イベント
●２月 25 日（土） 14:00 ～ 15:30

（定員 20 名／無料）

国際交流基金 日本語教授法シリーズ 第 12 巻「学習を評価する」
講師：横山紀子先生（国際交流基金日本語国際センター）

●３月３日（土） 14:00 ～ 15:30

（定員 20 名／無料）

見える日本語、見せる日本語～重箱カードを使って～
講師：江副隆秀先生（新宿日本語学校）

●３月 10 日（土） 14:00 ～ 15:30

（定員 20 名／無料）

●４月 14 日（土） 14:00 ～ 15:30

（定員 20 名／無料）

国際交流基金 日本語教授法シリーズ 第 10 巻「中・上級を教える」
講師：久保田美子先生（国際交流基金日本語国際センター）
国際交流基金 日本語教授法シリーズ 第３巻「文字・語彙を教える」
講師：濱川祐紀代先生（国際交流基金日本語国際センター）

※店頭イベントは、各回定員 20 名の予約制とさせていただきます。
参加ご希望のお客様はお手数ですが、下記までお申し込みください。

［新刊ベスト５］
１．できる日本語
わたしのことばノート 初級
（凡人社）
２．中上級のにほんご 2012.1 月号
（創作集団日本語）
３．日本語教師になろう
2013 年まるごとガイド
（アルク）
４．日本語多義語学習辞典
形容詞・副詞編
（アルク）
５．これからの語彙論
（ひつじ書房）

（お申し込み受付の際にお伝えする「予約受付番号」が必要となります。）

にほんごの凡人社 麹町店（担当：四塚）
TEL: 03-3239-8673 FAX: 03-3238-9125
E-mail: kojimachiten@bonjinsha.com

書いて覚える、書いて身につく

［イベント情報］
in
地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 IN さいたま
埼玉
【講師】神吉宇一先生，宿谷和子先生，辻亜希子先生，小原千佳先生
【日時】4 月 14 日（土）13:00 〜 16:25（受付開始 12:00）
【会場】大宮ソニックシティ 601 会議室
【定員】65 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
【お申込・お問合せ】凡人社営業部（担当：坂井）

TEL: 03-3263-3959 FAX: 03-3263-3116 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp

［展示販売スケジュール］

【会場】東京外国語大学アゴラホール
【主催】東京外国語大学
留学生日本語教育センター

看護・介護にかかわる外国人
のためのにほんご語スピーチ
コンテスト
【日時】3 月 10 日（土）13:00 〜 16:30

【会場】世界銀行東京開発ラーニングセンター
【主催】財団法人海外技術者研修協会，
京都大学文学部社会学研究室，
NPO 法人 AHP ネットワークス

１．短期マスター
日本語能力試験 N2
２. 徹底！ 活用ドリル

営業部からのお知らせ

東京外国語大学留学生日本
語教育センター統合 20 周年
記念企画国際シンポジウム
「これからの教材開発・教育
リソース研究を考える」
【日時】3 月 2 日（金）10:00 〜 16:50

［凡人社の書籍ベスト５］

日本語プロフィシェンシー
研究会 2012 年春合宿
【日時】3 月 30 日（金）
・31 日（土）
【会場】神奈川県箱根湯本
「ホテルおかだ」
【主催】日本語プロフィシェンシー研究会

※ プログラムやお申込方法については、
主催団体へお問い合わせください。
書籍展示販売ブースにぜひお立ち寄りください。
新刊・注目書籍を取り揃えて、お待ちしております。

３. できる日本語
わたしのことばノート 初級
４．短期マスター
日本語能力試験 N1
５．わくわく文法リスニング
CD 付き

NEWS
2012 年 第 1 回 日本語能力試験
受験申し込みについて
【試験日】2012 年 7 月 1 日（日）
インターネットか郵送で
申し込みができます。
【申し込み受付期間】
［郵送］
2012 年 4 月 2 日（月）〜 5 月 2 日（水）
（消印有効）

［インターネット］
2012 年 4 月 2 日（月）〜５月２日（水）
書籍展示販売、出張販売のご依頼につきましては、
下記までご連絡ください。
凡人社営業部（担当：坂井）

E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp

詳細は下記ウェブサイトを
ご覧ください。

http://www.jees.or.jp/

