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できる日本語 初中級 本冊
嶋田和子 監修
できる日本語教材開発プロジェクト 著
B5 判 302 頁＋別冊 56 頁（予定） CD3 枚付き
3,570 円（税込）
アルク 発行
ISBN 978-4-7574-2084-7 ５月上旬発売予定

待望の初中級、間もなく発売！ 『できる日本
語』シリーズは、日本語によるコミュニケー
ションができるようになることを目指し、「自

日本語能力試験 公式問題集
Ｎ１／Ｎ２／Ｎ３／Ｎ４／Ｎ５

分のこと／自分の考えを伝える力」「伝え合う

国際交流基金・日本国際教育支援協会 編著

す。本冊の他、副教材の「文法ノート」
「こと

B5 判 各 CD1 枚付き 各 735 円（税込）

ばノート」の初中級編、準拠漢字学習教材も

Ｎ１

続々発売予定です。

106 頁 ISBN 978-4-89358-817-3 好評発売中

／語り合う日本語力」を身につける教科書で

Ｎ２ 104 頁 ISBN 978-4-89358-818-0 好評発売中
Ｎ３ 98 頁 ISBN 978-4-89358-819-7 好評発売中

日本語学習支援の構築

Ｎ４ 98 頁 ISBN 978-4-89358-820-3 好評発売中

言語教育 ・ コーパス ・ システム開発

Ｎ５ 94 頁 ISBN 978-4-89358-821-0 好評発売中

仁科喜久子 監修

凡人社 発行

A5 判 292 頁 3,990 円（税込）

いよいよ日本語能力試験の公式問題集が発売さ

凡人社 発売

れます。実際に出題された問題で勉強できるの

ISBN 978-4-89358-822-7 好評発売中

はこの本だけです。2010 年以降の試験に出題

日本語読解学習支援システム「あすなろ」
、日

された問題の中から、試験 1 回分相当の量の問

本語作文支援システム「なつめ」の開発の基盤

題が収載されています。巻末には、試験の概要

となった研究を中心に、日本語教育、日本語コー

も掲載されています。本書を活用して、試験の

パス、言語処理のそれぞれの分野の論文が 17

出題傾向をつかみましょう。聴解音声 CD とス

本、報告が 1 本掲載されています。言語学と言

クリプト付き。受験者や受験指導をなさる方に

語処理の知見を応用した日本語学習支援の研究

とって必須の 1 冊です。

者にとって重要な 1 冊です。

みんなの日本語 中級 II 本冊
みんなの日本語 中級Ⅰ 標準問題集

日本語文型辞典 タイ語版／ベトナム語版

スリーエーネットワーク 編

タイ語版 A5 判 854 頁 2,940 円（税込）

Ⅱ 本冊 B5判 248頁＋別冊 CD2枚付き 2,940円
（税込）

ISBN 978-4-87424-543-9 好評発売中

ISBN 978-4-88319-590-9 ４月上旬発売予定

ベトナム語版 A5 判 1,015 頁 2,940 円（税込）

Ⅰ 標準問題集 B5 判 68 頁＋別冊 945 円（税込）

ISBN 978-4-87424-454-8 好評発売中

ISBN 978-4-88319-594-7 ４月発売予定

くろしお出版 発行

スリーエーネットワーク 発行

これまでの辞書になかった「文型」という概念

グループ・ジャマシイ 編

『みんなの日本語中級Ｉ標準問題集』は、
『みん

を、文や節の意味・機能・用法に関わる形式と

なの日本語中級Ｉ』に準拠した問題集。各課に

して捉え、3 千以上の表現形式の場面や文脈の

4 ページの練習問題、3 課ごとのまとめの復習

中での使用を豊富な用例とともに記述。定番の

問題、最後の総まとめ問題があります。
『みん

ベストセラー辞典。ベトナム語版は 2009 年に

なの日本語中級 II 本冊』は『みんなの日本語

発売した輸入版の再発売・限定商品です。

中級Ｉ本冊』の次に続く総合教科書。全 12 課
からなり、もう一段上のクラス（上級）を目指

くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリル

す力を養うことを目的としています。

岡本牧子 , 氏原庸子 著
B5 判 168 頁＋別冊 20 頁 1,575 円（税込）
Ｊリサーチ出版 発行
ISBN 978-4-86392-098-9 好評発売中

中級になると意味の似た文型が多くなり、学
習者を悩ませます。本書では、それらを対照
表を用いて徹底比較、違いを明らかにしてい
きます。意味や用法を整理し、豊富な例文と
会話文中心のドリルを通して、使い分けがで

日本語教師のための楽しく教える活動集 22

きるようになります。取り上げるテーマは「向

子ブタの日本語お道具箱

き×向け」
、
「ばかり×だらけ」など 75。学習

辻亜希子 , 小原千佳 著

者と指導者、それぞれに役立つ本です。

B5 判 221 頁 2,625 円（税込）
アルク 発行

漢字ときあかし辞典

ISBN 978-4-7574-2080-9 好評発売中

円満字二郎 著

『月刊日本語』に連載された人気コーナー「日

四六判 688 頁 2,415 円（税込）

本語教師な 3 匹の子ブタのお道具箱」が単行本

研究社 発行

となりました。授業ですぐに使える充実の活動

ISBN 978-4-7674-3471-1 ３月下旬発売予定

例を紹介。コピーして使える絵カードやワーク

それぞれの漢字が持っている 個性 豊かな世

シートも豊富に収録しています。ボランティア

界を、次から次へと解き明かし、説き明かした、

教室・日本語学校の他、小中学校での日本語指

誰でも気軽に読める漢字の辞典。常用漢字を含

導でも役立ちます。

め、日常生活でよく使う漢字 2320 字を収録。

学習者を選ばない汎用型活動集。授業のネタに

漢字の意味や読み方、成り立ちなどを、ひとつ

困ったとき、今までとは違う授業をしたいときの

ながりの 読みもの として、わかりやすく解

参考に。
（営業部 佐々木）

説。漢字の世界の知識がたのしく頭に入ります。

NEJ ： A New Approach to Elementary
Japanese  ＜ vol.1 ＞

現代日本語指示詞の総合的研究

テーマで学ぶ基礎日本語

A5 判 256 頁 3,780 円（税込）

西口光一 著

ココ出版 発行

B5 判 224 頁＋別冊 64 頁 1,995 円（税込）

ISBN 978-4-904595-17-6 好評発売中

くろしお出版 発行

著者の長年にわたる、日本語の指示詞について

ISBN 978-4-87424-550-7 ４月上旬発売予定

の研究成果をまとめたもの。先行研究を詳細に

テーマについて自分の話ができるようになるこ

検証した上で、指示詞とは何か、コ・ソ・ア間

とを目標とした自己表現活動中心の基礎（初

にはどのような関係があるのか、といった問題

級）日本語教科書。そのテーマの「マスターテ

に答えを与えつつ、指示詞の体系を統一的かつ

クスト（登場人物がする話）
」を覚え、それを

単純に説明できる画期的なモデルを構築します。

モデルに自分の話をするマスターテクスト・ア

指示詞研究の最前線に触れることができる 1 冊。

堤良一 著

プローチを用いた画期的プログラム。マスター
テクストを習熟すると初級の文法文型・語彙も
習得できるよう作成されています。
西口光一先生著、初の総合教科書。別冊の内容も
豊富。自分のことを話しましょう。
（営業部 石毛）

日本語能力試験 模試と対策 Vol.2
N1/N2/N3

はじめて学ぶ社会言語学

新 JLPT 研究会 著 アスク出版編集部 編

ことばのバリエーションを考える 14 章

各 1,680 円（税込）

日比谷潤子 編著

N1 B5 判 128 頁 + 別冊 80 頁 CD ２枚付き

A5 判 288 頁 2,940 円（税込）

ISBN 978-4-87217-802-9 好評発売中

ミネルヴァ書房 発行

N2 B5 判 128 頁 + 別冊 80 頁（予定） CD ２枚付き

ISBN 978-4-623-06140-2 好評発売中

ISBN 978-4-87217-803-6 好評発売中

社会言語学の実践的な方法を紹介し、さまざ

N3 B5 判 120 頁 + 別冊 80 頁（予定） CD ２枚付き

まなフィールド、コーパスを題材に、ことば

ISBN 978-4-87217-804-3 好評発売中

の多様性をよみとく面白さ、奥深さを達人た

アスク出版 発行

ちがわかりやすく解説する入門テキスト。

好評の『日本語能力試験 模試と対策』の第 2
弾！ 『模試と対策』と同じく模試 2 回分を収

認知心理学の新展開  言語と記憶

録し、対策と解説（英中韓の翻訳付き）がより

川崎惠理子 編著

詳しくなって登場！ 模試が実践できるだけで

B5 判 184 頁 2,835 円（税込）

なく、試験問題を解くコツも学べ、模試終了後

ナカニシヤ出版 発行

には解説を見ながらしっかり復習できます。教

ISBN 978-4-7795-0622-2 好評発売中

室で模試を行うのもよし、自学自習で使うのも

多感覚情報の統合や失読症（ディスクレシア）

よし、日本語能力試験合格を目指す方におすす

など人間の言語と記憶に関する 9 つの興味深

めです。

いトピックについて認知心理学の観点から基

シリーズ第２段。模試に加え、解説と対策付きで、

礎的な解説を加えつつ先端研究の成果を集約

復習にも使えます。
（営業部 松岡）

する貴重な試み。

麹町店ベスト５ （２月）

麹町店店頭イベント
●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）

●５月 12 日（土） 14:00 ～ 15:30

（定員 20 名／無料）

日本留学試験まで残り１か月，
「総合科目」「数学コースⅠ」得点力大幅増強法！
講師：市進予備校講師および株式会社市進ウイングネットスタッフ

※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。
（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

［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
【主催】 アルク，スリーエーネットワーク，凡人社
展示販売
【お申し込み・お問い合わせ】凡人社営業部（担当：坂井）

TEL: 03-3263-3959 FAX: 03-3263-3116 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp
in
地域で活動する日本語教師のための研修会
福岡   ―初級教育と読解教育について考える―
【講師】 坂本正先生，竹田悦子先生
【日時】 4 月 28 日（土）13:00 〜 17:00（受付開始 12:30）
【会場】 九州大学 旧工学部本館 10 番講義室
【定員】 100 名
【参加費】1,000 円（税込）※申し込み不要，当日会場にお越しください。
【主催】 アルク，くろしお出版，凡人社
【共催】 九州日本語教育連絡協議会
展示販売
【お問い合わせ】凡人社営業部（担当：坂井）

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

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

※ プログラムやお申し込み方法について
は、主催団体へお問い合わせください。

１．くらべてわかる
中級日本語表現文型ドリル
（J リサーチ出版）
２．平成 23 年度日本留学試験
（第 2 回）試験問題
（凡人社）
３．ピアで学ぶ大学生・留学生の
日本語コミュニケーション
（ひつじ書房）
４．1 日 15 分の漢字練習 中級
（上）
（アルク）
５．新合格水準 日本語教育能力
検定試験 用語集 改訂版
（凡人社）

営業部からのお知らせ

［展示販売スケジュール］

［新刊ベスト５］

新刊説明会『新完全マスター
文法』 札幌会場
【日時】4 月 28 日（土）
14:00 〜 16:00（13:30 受付開始）
【会場】国際ホール
（札幌市中央区北 4 条西 4 丁目
1 番地 札幌国際ビル 8 Ｆ）
【主催】スリーエーネットワーク

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。

［凡人社の書籍ベスト５］
１．できる日本語
わたしのことばノート 初級
２. 絵で導入・絵で練習
３. どんどん使える！
日本語文型トレーニング 初級
４．短期マスター
日本語能力試験ドリル N3
５．わくわく文法リスニング 99
ワークシート新装版
（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）
詳細は下記ウェブサイトを
ご覧ください。

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

