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WEEKLY J  book1

日本語で話す６週間

加藤早苗 監修　秋山信子 , 坂本舞 著

B5判　164頁+別冊56頁　CD2枚付き　2,100円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-815-9　4 月中旬発売予定

短期プログラムの学習者に最適な一冊。「伝え
たいこと」をもとに、そのために必要な文型・
表現・語彙を学習者自身が考え、選びながら、
学んでいきます。book1は、初級後半～中級前
半を対象に、できるようになることを明確にし
た 30のユニットで構成され、どこからでも学
ぶことができます。初級の学び直し教材、地域
日本語教室での活動の素材としても活用できま
す。イラストが豊富で、楽しく学べるテキスト。

 凡人社ウェブサイトで、各ユニットの単語リスト

と練習のヒント集を配信予定です。（編集部 渡辺）

平成 23 年度　日本語教育能力検定試験

試験問題　試験Ⅱ （聴解） CD 付

日本国際教育支援協会 編著

B5 判　152 頁　CD1 枚付き　1,470 円（税込）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-826-5　好評発売中

平成 23年 10月 23日に行われた「日本語教
育能力検定試験」試験問題の最新版です。試
験問題と正解だけでなく、巻末には参考資料
として実施要項、出題範囲や実施状況のデー
タも掲載されています。試験勉強の手始めに、
また、受験直前の総まとめや実力試しとして
も活用できる、受験者必携の一冊です。平成
22年度以前のものも販売中です。

ドラマチック日本語コミュニケーション

「演劇で学ぶ日本語」 リソースブック

野呂博子 , 平田オリザ , 川口義一 , 橋本慎吾 編

A5 判　272 頁　2,100 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-19-0　好評発売中

日本語教育史上初の「演劇」を活用した教室活
動のリソースブック。豊富な活動実践例を紹介
しています。さらに、劇作家平田オリザ監修の
書き下ろしシナリオを活用ガイドとともに収
録。シナリオは、日本語学習に役立つよう、日
本語の主要なコミュニケーション機能を取り入
れています。「ほんとうに話せるクラス」を目
指す人にぜひ読んで欲しい一冊です。



平成 24 年度日本語教育能力検定試験　

合格するための本

日本語教育ジャーナル編集部 編

B5 判　208 頁　CD1 枚付き　2,625 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-2082-3　好評発売中

検定対策の定番！　出題範囲の区分ごとに、な
ぜこの知識が日本語教師に必要なのかを分かり
やすく解説し、対策方法も提案。また、最近の
出題傾向を踏まえた演習問題に取り組み、的を
絞った効率的な学習が可能です。合否の鍵を握
る「聴解問題」「記述式問題」の対策も万全。 

JSL 中学高校生のための

教科につなげる学習語彙 ・ 漢字ドリル　

ポルトガル語版／スペイン語版

樋口万喜子 編　中学・高校生の日本語支援を考える会 著

ポルトガル語版  B5 判　240 頁　1,680 円（税込）

ISBN 978-4-904595-20-6　好評発売中

スペイン語版  B5 判　248 頁　1,680 円（税込）

ISBN 978-4-904595-21-3　好評発売中

ココ出版 発行

教科学習を理解するために必要とされる基本的
な語彙と漢字を、日本語が不十分な中学高校生
が、彼らの母語力を利用して習得できる教材で
す。2010年刊行の中国語版に続き、今回は、ポ
ルトガル語版とスペイン語版の 2冊を同時刊行
しました。語彙ドリル、漢字の読み方テスト、
教科の重要ポイントをポルトガル語／スペイン
語訳とともに掲載しています。

にほんご単語ドリル 副詞

奥村真希 , 安河内貴子 著

B5 判　192 頁　1,470 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-718-3　好評発売中

265の副詞を厳選し、用法解説と例文、練習
問題を 1冊にまとめたドリル。副詞は使い分
けが難しい項目の 1つですが、上級にさしか
かってから表現力をもう一段レベルアップす
るために、とても大切です。『にほんご単語ド
リル』シリーズの「ぎおん語・ぎたい語」「慣
用句・四字熟語」「動詞」とあわせて使用する
とさらに効果的です。英中韓の翻訳付き。

短期合格　日本語能力試験　Ｎ１ ・ Ｎ２　語彙

大矢根祐子 , 寺田和子 , 東郷久子 , 増井世紀子 著

B5 判　152 頁＋別冊 9 頁　1,155 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-597-8　5 月下旬発売予定

短い期間で日本語能力試験合格のための実力を
養成する新シリーズ第 1弾！　本書『語彙』は、
品詞ごとに意味別に分類した重要語彙の「リス
ト」と「練習問題」の 2部構成です。練習問題は、
試験の形式を意識した①文の内容に合う言葉を
選ぶ問題、②言葉の正しい使い方を選ぶ問題に
加え、運用力を試す③長文問題を設けました。
試験前の総まとめとして最適です。

日本語教育ジャーナル　夏号

日本語教育ジャーナル編集部 編

B5 判　148 頁　1,365 円（税込）　

アルク 発行

雑誌コード 07185-06　5 月初旬発売予定

『月刊日本語』が季刊誌に生まれ変わりました！
リニューアル第1号夏号の第1特集のテーマは、
「成功する日本語教師とは」。先輩日本語教師や
専門家の声を参考にして、日本語教師としての
成功を考えます。また、第 2特集では、日本
語学習熱の高まりが報じられているベトナムか
らの現地リポートをお届けします。さらに、強
力な連載がスタートします！　気になる日本語
教育に関する世の中の動きも、直撃取材やイン
タビューやコラムなどで詳しく紹介していきま
す。受験生だけでなく、現役教師にも役立つ情
報満載。（5・8・11・2月の 9日発売）



私たちの日本語

定延利之 編著　森篤嗣 , 茂木俊伸 , 金田純平 著

A5 判　160 頁　2,415 円（税込）

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51041-6　好評発売中

日本語学との出会いを演出する、初学者のため
のテキスト。誰にでも身近で簡単に観察できる
「日本語」のいろいろを「笑い」をまじえて紹
介し、最新のテーマとして研究されていること
を解説して章を締める、全 14講の各話読み切
りスタイルをとっています。講義テキストとし
ては、演習や課題、穴埋め式の本文も用いて積
極的に考えさせる工夫が盛り込んであります。

日本語ライブラリー　日本語教育学序説

蒲谷宏 , 細川英雄 著

A5 判　152 頁　2,730 円（税込）

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51527-5　4 月中旬発売予定

これから「日本語」に関わるすべての人たちの
ためのテキスト。「日本語を教えること」「日本
語を教えることを研究すること」「日本語を研
究すること」について問いなおします。日本語
を教える・教わることをコミュニケーション行
為として考え、実践していくために、新しい「日
本語教育」とは何かを読者と一緒に考えていく
ことを目指します。

増補改訂版　留学生受入れの手引き

JAFSA「増補改訂版　留学生受入れの手引き」プロジェクト ,

特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会） 編著

A5 判　247 頁　3,150 円（税込）

かんぽう 発行

ISBN 978-4-904021-31-6

2006年に初版を発行してから、留学生受入れ
のバイブルとして、大学関係者、官公庁などさ
まざまなところでご活用いただいてきた『留学
生受入れの手引き』。皆様からのリクエストに
お応えし、このたび留学生受入れに必要な情報
をアップデートしています。

日本語教育教科書 

日本語教育能力検定試験　合格問題集

ヒューマンアカデミー 著

B5 判　240 頁　CD1 枚付き　2,730 円（税込）

翔泳社 発行

ISBN 978-4-7981-2543-5　好評発売中

実績あるヒューマンアカデミーの講師陣が書き
下ろした「日本語教育能力検定試験対策問題集」
が登場しました。第 1部 で分野別の問題演習
をしたあと、第 2部の模擬試験で実力を完成さ
せます。苦手 とする人が多い音声および記述
の問題は別章を設けています。選りすぐりの良
問を解き、詳しい解説を読めば、実力アップ間
違いなし。「試験Ⅱ」対策用の CD1枚付き。

 試験ガイドとして好評の問題集版。分野別問題と

模試付きで試験対策にお薦めです。（営業部 松岡）

J-CAT オフィシャルガイド

コンピュータによる自己採点日本語テスト

今井新悟 編著　赤木彌生 , 中園博美 著

四六判　172 頁　1,680 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-18-3　好評発売中

インターネット上で日本語学習者が日本語能
力を測ることのできるテスト J-CAT（Japanese 
Computerized Adaptive Test）の公式ガイドブッ
クです。J-CATの概要を網羅し、マニュアル
として使えるように構成されています。個人
／団体受験の方法について、登録から成績の
利用法まで、具体例を挙げながら説明。現に
J-CATを利用している方、また、J-CATの利
用を検討している方にとって必読の書です。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

麹町店店頭イベント

 NEWS　 

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
東京

	今さら聞けない…,業界を生き抜くための	日本語教師塾	Vol.1
 

【講師】 小山 暁子先生
【日時】 4月 21日（土）14:00～ 16:00
【会場】 江戸カルチャーセンター日本語学校（港区赤坂 7-10-9）
【定員】 20名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】2,000円（税込）
   ※お申し込みいただき次第 ,お振込先などご案内いたします。
【主催】 アルク・凡人社 
【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
福岡

	地域で活動する日本語教師のための研修会
		―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
【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
宮城

	地域で活動する日本語ボランティアのための研修会	in	仙台
	

【講師】 嶋田和子先生，澤田幸子先生，春原憲一郎先生
【日時】 ６月 23日（土）13:00～ 16:25（受付開始 12:00）
【会場】 仙台国際センター中会議室　白橿２（仙台市青葉区青葉山無番地）
【定員】 100名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料　※お名前、連絡先、ご所属を明記の上、下記にお送りください。
【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

展示販売

展示販売

１．日本語能力試験 公式問題集
 N1

（凡人社）
２．日本語能力試験 公式問題集
 N2

（凡人社）
３．日本語教師のための楽しく
教える活動集 22

　（アルク）
４．日本語能力試験 公式問題集
 N3

（凡人社）
５．平成 23年度日本語教育能力
検定試験　試験問題　試験Ⅱ
（聴解）CD付

（凡人社）
５．新合格水準　日本語教育能力
検定試験　問題集　改訂版

（凡人社）

 麹町店ベスト５（３月）

１．できる日本語　
 わたしのことばノート 初級
２. 日本語能力試験 公式問題集
 N1
３. 書いて覚える、書いて身につく
 徹底！活用ドリル

４．日本語能力試験 公式問題集
 N2 
５． 短期マスター 
 日本語能力試験ドリル N4
５．どんどん使える！　日本語
文型トレーニング　初級

　　　ポストカードプレゼント
　　　キャンペーン実施中 !!

凡人社麹町店では ,レジでのお買い
上げ金額 1,000円につき、ポストカー
ドを 1枚プレゼント！

  【キャンペーン期間】
  4月 16日（月）～ 5月 31日（木）

ぜひこの機会に凡人社麹町店にお越
しください。

●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

［展示販売スケジュール］
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 8Ｆ）


