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漢字たまご　初級

嶋田和子 監修　有山優樹 , 落合知春 , 立原雅子 , 林英子 ,

山口知才子 著

B5判　176頁+別冊24頁　CD1枚付き　1,680円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-834-0　6 月下旬発売予定

「漢字ができるようになる」とはどういうこと
かという疑問からできた教科書。それぞれ 15
の場面・トピックに必要な漢字を学習します。
自分なりの漢字の学び方を身につけられる工
夫が随所にあるのも特長です。学習した漢字
は、実際の場面に近い状況で、必要な情報を
読み取ったり、漢字で書いたりする練習をし、
力を試します。「身近にある漢字が『わかる』
『できる』」という実感が得られます。『できる
日本語』準拠。初級、初中級で N4、N5の漢
字をカバーします。初中級も刊行予定。

 教師向けの「漢字たまごのヒント＆ポイント」は、

アクラス日本語教育研究所のウェブサイトで配信

予定です。（営業部 坂井）

AJALT35 号　

特集 「プロフェッショナルの日本語」

国際日本語普及協会 編

A4 判　80 頁　840 円（税込）

国際日本語普及協会 発行

ISBN 978-4-906096-81-9　6 月中旬発売予定

創刊 35周年を迎えた「AJALT」は、日本語
を使って自立的に仕事をする外国人に焦点を
当てました。国内で活躍する学習者の座談会、
外国人社員受け入れ企業へのインタビュー、
日本語教育専門家の寄稿、中上級ビジネスコ
ミュニケーション教材の開発、外交官・ビジ
ネスパーソン・就職予備軍留学生への授業実
践等、多角的な視点からグローバル時代の課
題をとらえています。

日本語ボランティアのための話題カード

英語版／中国語版

神戸 YWCA・PTC 研究会 著

各 CD-ROM1 枚　各 3,990 円（税込）　

神戸 YWCA・PTC 研究会 発行　好評発売中

CDデータをプリントアウトして使う会話カー
ド教材。自己紹介、家族、学校、国、コンビニ、
食べ物などから身近な話題を選び、カードの
会話の流れに沿って楽しくおしゃべりできま
す。すべて翻訳付き。また日本語の文型を意
識できるような工夫や、留意点や話題を広げ
るヒントなどが用意されています。（ポルトガ
ル語版は 2012年 7月発売予定）



みんなの日本語 初級Ⅰ　第２版 

本冊　　スリーエーネットワーク 編

B5判　247頁＋別冊56頁　CD1枚付き　2,625円（税込）

ISBN 978-4-88319-603-6

標準問題集　　スリーエーネットワーク 編

B5 判　64 頁＋別冊 15 頁　945 円（税込）

ISBN 978-4-88319-606-7

書いて覚える文型練習帳　　平井悦子 , 三輪さち子 著

B5 判　138 頁＋別冊 32 頁　1,365 円（税込）

ISBN 978-4-88319-607-4

漢字練習帳　　東京国際日本語学院 著

B5 判　114 頁＋別冊 10 頁　945 円（税込）

ISBN 978-4-88319-602-9

絵教材 CD-ROM ブック　　スリーエーネットワーク 著

B5 判　70 頁＋ CD-ROM1 枚付き

（白黒イラスト 315 枚収録予定）　3,150 円（税込）

ISBN 978-4-88319-612-8

翻訳 ・ 文法解説 英語版　　スリーエーネットワーク 編

B5 判　210 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-88319-604-3

翻訳 ・ 文法解説 中国語版　　スリーエーネットワーク 編

B5 判　210 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-88319-605-0

導入 ・ 練習イラスト集　　飯島ひとみ , 芝薫 , 高本佳代子 ,

村上まさみ 著

B5 判　89 頁＋別冊 40 頁　2,310 円（税込）

ISBN 978-4-88319-608-1

スリーエーネットワーク 発行

すべて 8 月上旬発売予定

1998年に出版されて以来、日本語教科書の定
番としてロングセラーの『みんなの日本語 初
級Ｉ 本冊』が、より使いやすく生まれ変わり
ました。整理された学習項目（文法シラバス）
はそのままに、古くなった語彙を新しい語彙
に差し替え、イラストを使った練習を増やし
ました。「問題・会話」の音声の入った CD付
きで、価格は初版と同じ 2,625円（税込）です。
周辺教材の第 2版も随時発行の予定です。

 スリーエーネットワークのウェブサイトに、発行

予定などの情報があります。（営業部 佐々木）

初級日本語げんき　教師用指導書 ［第２版］

坂野永理 , 池田庸子 , 大野裕 , 品川恭子 , 渡嘉敷恭子 著

B5 判　176 頁＋別冊 82 頁　データ CD1 枚付き

5,250 円（税込）

ジャパンタイムズ 発行

ISBN 978-4-7890-1446-5　6 月中旬発売予定

昨年改訂した『初級日本語げんき』の教師用
指導書。指導の留意点や発展アイデアの加筆・
改訂と共に、データ CDを新たに付属。採点
に便利な解答入りワークブック PDF、新出単
語・漢字のパワーポイントスライド、テキス
ト「文法」全文の日本語訳、シラバス実例集
など、1,000頁超のデータを収録。また旧版同
様、別冊として「げんき解答」も付属。

日本語能力試験レベルアップトレーニング

文法　N1 ／ N2

坂本勝信 , 吉原こずえ 著

N1　　B5 判　192 頁　1,890 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2209-4　6 月中旬発売予定

N2　　B5 判　192 頁　1,890 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2210-0　6 月中旬発売予定

アルク 発行

本書の特長は、1）文法項目を一つ一つ積み上
げるのではなく、まず問題を解いて苦手な文法
項目を確認し、それを着実に理解した上で（3
カ国語で詳しく解説）、再度問題を解いてきち
んと確認できること、２）日本語能力試験の問
題が解けるということに留まらず、文法項目を
「運用できる」レベルにまで言語能力を伸ばす
トレーニングができる、という２点です。



新完全マスター聴解／文法 

日本語能力試験 N3

聴解　　中村かおり , 福島佐知 , 友松悦子 著

B5 判　85 頁＋別冊 45 頁　CD2 枚付き　1,575 円（税込）

ISBN 978-4-88319-609-8　６月下旬発売予定

文法　　友松悦子 , 福島佐知 , 中村かおり 著

B5 判　190 頁　1,260 円（税込）

ISBN 978-4-88319-610-4　７月下旬発売予定

スリーエーネットワーク 発行

日本語能力試験 N3に合格するための力を養
う問題集です。どちらも問題紹介（問題の形
式とその解法を概観）、実力養成編（問題形式
別に、問題を解くために必要なスキルを学習）、
模擬試験（聴解は 2回分、文法は 1回分）の
３部からなっています。日本語能力試験の受
験者だけではなく、全般的な「聴解の力」や「文
法の力」をつけたい方にもおすすめです。

大修館 最新国語表記ハンドブック

大修館書店編集部 編

A5 判　256 頁　735 円（税込）

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-22219-7　好評発売中

2010年改定の「常用漢字表」など、国語表記
の各種資料を収録。問題となることが多い事項
については語例集や検索表を作成し、調べやす
く使いやすい構成に。さらに、資料では取り上
げられていない、同音異義語や書き間違えやす
い漢字の情報も充実。国語表記の目安を手軽に
調べられる、コンパクトで実用的な資料集。

漢検 ・ 漢字ファンのための同訓異字辞典

浅田秀子 著

四六判　514 頁　3,360 円（税込）

東京堂出版 発行

ISBN 978-4-490-10817-0　好評発売中

漢字の表記でも同じ読みの同訓異字の漢字は使
い分けに迷う場合が多い。日本語教師である著
者が、表記に迷いやすい 287項の漢字の使い分
けを懇切丁寧にわかりやすく、かつ使いやすく
工夫した新基軸の辞典。単なる「漢字使い分け
辞典」とは異なり、漢字のもともとの意味にた
ちかえり、豊富な例文を示しています。

接触場面における三者会話の研究

シリーズ言語学と言語教育　27

大場美和子 著

A5 判　340 頁　7,875 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-587-0　好評発売中　

同じ言語的・文化的背景を持っている参加者
同士の会話＝内的場面と、異なる背景の参加
者同士の会話＝接触場面の両方において、三
者間の自由会話を分析。発話者・発話の方向・
発話の種類などの観点から、二者会話とは異
なる三者会話の実態を解き明かします。多様
な会話への参加実態の分析を教育現場で活用
する可能性を示唆した 1冊。

現代日本語のとりたて助詞と習得

シリーズ言語学と言語教育　28

中西久実子 著

A5 判　308 頁　5,040 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-606-8　好評発売中

とりたて助詞の特徴を語用論的に規定し、そ
の使用実態と習得の実態を明らかにする 1冊。
「だけ」「しか」「ばかり」「こそ」などのそれ
ぞれのとりたて助詞について、包括的に解説。
前半では先行研究を集約、それぞれの助詞の
役割を明らかにし、後半では日本語教育にお
けるとりたて助詞の使用実態をコーパス分析
によって読み解きます。



［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
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
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』										
		日本語教師塾Vol.2

【講師】 牧野成一先生，川端一博先生，伊東祐郎先生
【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 ※ご参加申し込みの際は件名を「日本語教師塾 Vol.2」として、

 　本文にご氏名・ご所属・ご連絡先をご記入ください。

【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

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』										
		日本語教師塾Vol.3

【講師】 毛利元貞先生
【日時】 9月 9日（日）14:00～ 16:00
【会場】 凡人社麹町店（東京都千代田区平河町 1-3-13 8F）
【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 ※ご参加申し込みの際は件名を「日本語教師塾 Vol.3」として、

 　本文にご氏名・ご所属・ご連絡先をご記入ください。

【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

展示販売

展示販売

展示販売

※当日は，『どんどん使える！日本語文型トレー
ニング　初級』を使用します。参加ご希望の方
は事前に準備お願いします。（当日購入可能）

１．できる日本語　初中級　本冊
（アルク）

１．みんなの日本語　中級Ⅰ　
標準問題集
（スリーエーネットワーク）

２．ドラマチック日本語コミュ
ニケーション

　（ココ出版）
４．NEJ:A New Approach to 

Elementary Japanese [Vol.1]
（くろしお出版）

４．生きた素材で学ぶ　新・中級
から上級への日本語

（ジャパンタイムズ）

 麹町店ベスト５（４月）

１．日本語能力試験 公式問題集
 N5
２. 日本語能力試験 公式問題集
 N1
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
 N3
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

日本語教育国際研究大会
名古屋 2012

ことばが拓く新たな地平：人をむすび
社会をつくる日本語教育を目指して

2012 年 8 月 17 日（金）～ 20 日（日）
http://www.nkg.or.jp/icjle2012/

　　		日曜つながる広場
　　		＜教材でつながる広場＞
教材の著者の方々から、直接貴重な
お話が聞ける広場です。『どんどん
使える！日本語文型トレーニング』

『WEEKLY J』の著者も登場します。
必見です！

　日時：8 月 19 日（日）
　　　　10:00 ～ 14:45
　会場：名古屋大学東山キャンパス

● 6月 20 日（水）18:00-19:30　（定員 20 名／無料）
【6/20 開催】泉の合格指南 ! 日本語教育能力検定試験対策セミナー
講師：泉 均先生（言語デザイン研究所 代表）

● 6月 29 日（金）18:00-19:30　（定員 20 名／無料）
【6/29 開催】泉の合格指南 ! 日本語教育能力検定試験対策セミナー
講師：泉 均先生（言語デザイン研究所 代表）
　　　　※6月 20日（水）・29日（金）の講演内容は同じです。

● 7月 22 日（日）14:00-16:00　（定員 20 名／無料）
どんどん使える ! 日本語文型トレーニング
講師：坂本正先生（南山大学）

　※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


