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プロフィシェンシーを育てる２

対話とプロフィシェンシー
コミュニケーション能力の広がりと高まりを目指して
鎌田修 , 嶋田和子 編著
平田オリザ , 牧野成一 , 野山広 , 川村宏明 , 伊東祐郎 著
A5 判 200 頁 2,415 円（税込）
凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-833-3 5 月下旬発売予定

対話と会話の違いを知り，対話の本質を知るこ
とは言語教育にどう関係するのでしょう。対話
を日本語教育に取り入れるとはどういうことな
のでしょう。このテーマについて，
プロフィシェ

どんどん使える！
日本語文型トレーニング 中級

ンシーと対話の関係を解説する 0 章とそれに続

坂本正 監修 加藤文 , 小柏有香 , 坂大京子 , 安井朱美 著

る対話」
「習得と教育」
「総括」
、さらに牧野成

B5 判 210 頁 + 別冊 24 頁 1,890 円（税込）

一と平田オリザの「対談」を通して紐解きます。

く 4 つの部「対話への指針」
「実際生活におけ

凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-830-2 5 月下旬発売予定

日本語多義語学習辞典 動詞編

本書は、会話や文章全体の流れを把握し、意味

森山新 著

を理解した上で、目標の文型を適切に使って答

A5 判 524 頁 3,570 円（税込）

える「考えて解く」文型練習問題集です。中級

アルク 発行

の総合テキストに不足しがちな文型練習が豊富

ISBN 978-4-7574-2049-6 5 月下旬発売予定

にそろっており、授業の補助教材、宿題や小テ

日本語学習者にとって多義語（複数の意味を持

スト、課やコースの終わりの復習などに最適。

つ言葉）の習得は、
表現の幅を広げる重要な要素。

文脈重視の解きごたえのある問題がそろってお

本書は「名詞編」
「形容詞・副詞編」に続く第 3

り、上級の学習者にもおすすめです。シリーズ

弾で、多義性の強い基本動詞 104 を選び、図や

初級編も好評発売中。

イラスト（約 1,000 個）を用いて、イメージで

これまでとはひと味違う問題集で、運用力アップ

多義語のそれぞれの意味や構造が理解できます。

をめざしましょう。
（営業部 坂井）

日本語学習者、日本語教師、ともにおすすめ。

ロールプレイで学ぶビジネス日本語
グローバル企業でのキャリア構築をめざして

平成 21 ～ 23 年度 日本語教育能力検定
試験 合格するための問題集

村野節子 , 山辺真理子 , 向山陽子 著

検定対策問題 677 問！ たくさん解いて本番に備えられる問題集

B5 判 188 頁＋別冊 16 頁 CD1 枚付き 2,100 円
（税込）

日本語書籍編集部 編

スリーエーネットワーク 発行

B5 判 392 頁 CD2 枚付き 2,940 円（税込）

ISBN 978-4-88319-595-4 5 月下旬発売予定

アルク 発行

日本・日系企業で活躍したい人を対象とした

ISBN 978-4-7574-2202-5 6 月初旬発売予定

全 15 課のテキストです。各課前半では、実務

検定対策定番の年度版ムック、『日本語教育能

に活かせる日本語会話と基本的な仕事の流れ

力検定試験合格するための本』より、3 回分

を学びます。後半では、異文化を深く理解し、

の問題と解答・解説を一部改訂し、まとめた

その中で起こる問題に適切に対処していく力

問題集。記述式問題は新試験に合わせた 16 問

を養います。前・後半どちらにも、ロールプ

を掲載。確実に実力がアップします。

レイの手法を取り入れ、実際のビジネス場面
に近い活動を行うことができます。

日本語教育叢書 「つくる」 読解教材を作る
関正昭 編 平高史也 編著 舘岡洋子 著
A5 判 256 頁 2,100 円（税込）
スリーエーネットワーク 発行
ISBN 978-4-88319-596-1 5 月下旬発売予定

教科書・教材作りのプロセスとノウハウをテー
マ別にまとめたシリーズの、
「会話教材」
「漢字
教材」に続く 3 冊目です。教材を作る前に知っ
ておきたい理論とともに、身近な素材を教材化
するヒントやアイディア、教材開発の実例、ま
た、読解授業のコースデザインや、ピア・リー
生きた素材で学ぶ

ディングの手法を用いた授業の実践などが紹介

新 ・ 中級から上級への日本語

されています。

鎌田修 , ボイクマン総子 , 冨山佳子 , 山本真知子 著
B5 判 208 頁＋別冊 64 頁 CD2 枚付き 3,360 円
（税込）

ベーシックコーパス言語学

ジャパンタイムズ 発行

石川慎一郎 著

ISBN 978-4-7890-1462-5 好評発売中

A5 判 288 頁 1,785 円（税込）

上級をめざす学習者のための教材として長く

ひつじ書房 発行

好評の『生きた素材で学ぶ

ISBN 978-4-89476-547-4 好評発売中

中級から上級へ

の日本語』の全面改訂版。学習作業の構成は

日進月歩で発展し、現在言語や言語教育に関わ

旧版を踏襲しつつ、プロフィシエンシーの考

る幅広い研究分野に大きな影響を及ぼしている

え方にもとづいて読み教材を刷新し、CD 付

コーパス言語学の、基本理念や考え方が平易に

きでより使いやすくなりました。日本語能力

分かる一冊。英語と日本語のコーパス双方につ

試験 N2 〜 N1 をターゲットとし、ディスカッ

いて解説や研究方法が分かりやすく書かれてお

ションやレポートを通じて学習を深めること

り、幅広く知ることができるのが特徴。学習者

によって、総合的なコミュニケーション能力

コーパスについても一章がとられており、言語

の向上をはかります。

教育研究にも大変有益です。

初級からはじまる 「活動型クラス」
―ことばの学びは学習者がつくる―

日本語教育のためのコミュニケーション研究

『みんなの日本語』 を使った教科書 ・ 活動型クラスを例に

A5 判 232 頁 2,520 円（税込）

細川英雄 , 武一美 編著

くろしお出版 発行

金龍男 , 坂田麗子 , 村上まさみ , 森元桂子 著

ISBN 978-4-87424-555-2 5 月下旬発売予定

A5 判 100 頁 1,260 円（税込）

野田尚史 編

「日本語教育をコミュニケーション重視のもの

スリーエーネットワーク 発行

にするには、その目的に合わせた研究が必要

ISBN 978-4-88319-593-0 5 月下旬発売予定

だ」と考える 10 人による共著。日本語教育の

日本語を使って自分のことを語り、互いを理

ための」をキーワードに、日本語教育に役立

解しあえたという実感が日本語力の伸びにつ

つためのコミュニケーション研究とはどのよ

ながっていく「活動型クラス」。この「活動型

うなものかを具体的に示す。あわせて、その

クラス」を初級から行うための具体的な方法

前提になっているコミュニケーション重視の

について、『みんなの日本語』を使ったクラス

日本語教育についても，必要に応じて述べる。

と並行して行うコースを例に効果的なことば
の学びについて提案。

日本語教師のための評価入門
近藤ブラウン妃美 著
B5 判 272 頁 2,940 円（税込）
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-556-9 ６月上旬発売予定

評価がわかれば、日本語指導は変わる。ハワ
イ大学で、長年日本語教育に携わってきた著
者が、「評価」に関する基礎的な事項から実践

『言語』 セレクション 第１巻／第２巻／第３巻

の方法までを解説。授業に役立つ実践例や資

大修館書店 月刊『言語』編集部 編

料も多数収録。言語テストの作成と使用に関

第１巻 A5 判 348 頁 2,310 円（税込）

する基本事項／日本語クラスにおけるテスト

ISBN 978-4-469-21337-9 好評発売中

と自己評価の実践ほか、全 6 章＋資料集。

第２巻 A5 判 344 頁 2,310 円（税込）
ISBN 978-4-469-21338-6 好評発売中

日本語文法研究の歩みに導かれ

第３巻 A5 判 324 頁 2,310 円（税込）

仁田義雄 著

ISBN 978-4-469-21339-3 好評発売中

四六判 240 頁 2,310 円（税込）

大修館書店 発行

くろしお出版 発行

月刊『言語』は 1972 年の創刊以来、執筆者同

ISBN 978-4-87424-552-1 5 月中旬発売予定

士の、また執筆者と読者との討論の場を提供

40 年以上にわたり日本語文法研究をリードし

してきました。第 1 巻には、38 年の歴史の中

てきた著者が、研究人生に影響を与えた数々の

で構築された「言語基礎論」ともいうべき 43

出会いを振り返る。山田孝雄の文法学説、田丸

本の貴重な論考を収録。第 2 巻では、言語変

卓郎・日下部重太郎・宮田幸一などによるロー

化のほか、言語獲得から言語類型論までを射

マ字表記の日本語文の分析・記述、寺村秀夫の

程に入れ、ことばのダイナミズムを探ります。

研究、三上章の『象は鼻が長い』など、その生

第 3 巻では、生物学、脳科学、文学など、さ

涯や時代背景、著者との関わり、思い出なども

まざまな視点から、改めて「言語」を考えます。

含めて、独自の切り口でまとめた。

麹町店ベスト５ （４月）

麹町店店頭イベント
● 5 月 18 日（土）18:00-19:30

（定員 20 名／無料）

平成 24 年度日本語教育能力検定試験対策ミニセミナー ―『合格するための本』を使って―
講師：新城宏治氏（アルク）

● 6 月 2 日（土）14:00-15:30

（定員 20 名／無料）

会話力がつく授業のヒント ―新教材『WEEKLY J book1 日本語で話す 6 週間』を使って―
講師：坂本舞先生（インターカルト日本語学校）

● 6 月 9 日（土）16:00 ～ 17:30

（定員 20 名／無料）

［新刊ベスト５］
１．みんなの日本語 中級Ⅱ 本冊
（スリーエーネットワーク）
２．WEEKLY J book1
日本語で話す 6 週間
（凡人社）

日本語能力試験の教え方を考えよう
講師：武田聡子先生（日本語教育研究所），浅野陽子先生（日本語教育研究所）

２．日本語教育能力検定試験
合格問題集
（翔泳社）

● 6 月 16 日（土）14:00-15:30

４．漢字マスター N4

（定員 20 名／無料）

会話の授業を楽しくするコミュニケーションのためのクラス活動
講師：筒井千絵先生（フェリス女学院大学）
※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

（三修社）

４．平成 24 年度 日本語教育能力
検定試験 合格するための本
（アルク）
［凡人社の書籍ベスト５］
１．日本語能力試験 公式問題集

N3

営業部からのお知らせ

２. 日本語能力試験 公式問題集

［イベント情報］

N1

in 【教材説明会案内】
『NEJ』の理論と内容と指導原理
東京
【講師】 西口光一先生
展示販売
【日時】 6 月 9 日（土）14:00 〜 15:30
【会場】 日本フードアナリスト協会会議室 3F（東京都千代田区麹町 3-5-20）
【定員】 50 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
【お申し込み・お問い合わせ】 くろしお出版

TEL: 03-5684-3389 FAX: 03-5684-4762

E-mail: kurosio@9640.jp

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 仙台
宮城
【講師】 嶋田和子先生，澤田幸子先生，春原憲一郎先生
展示販売
【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

３. 日本語能力試験 公式問題集

N2

３．日本語能力試験 公式問題集

N4
５．日本語能力試験 公式問題集

N5

NEWS
麹町店からのお知らせ
―フェア情報―
●日本語教師の本棚
日本語教師必携本を集めました

●今から始める
日本語教育能力検定試験対策
受験までの勉強の流れや最新の対策
本を紹介

in
日本語教師塾 vol.2
東京

●今年はこれに挑戦！
一歩進んだ自分をめざそう

【講師】 牧野成一先生，川端一博先生，伊東祐郎先生
展示販売
【日時】 ７月 21 日（土）10:30 〜 17:15（受付開始 10:00）
【会場】 アルク イベントホール（東京都杉並区永福 2-54-12）
【定員】 100 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】5,000 円 ※お名前、連絡先、ご所属を明記の上、下記にお送りください。
【お申し込み・お問い合わせ】 凡人社営業部（担当：坂井）

ブラッシュアップをテーマに、おす
すめの参考書を紹介

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

（メールマガジン）
＊「麹町メール通信」
を配信中。詳細は下記まで。

凡人社 麹町メール通信担当
E-mail: kojimachiten@bonjinsha.com

