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研究社日本語教育事典
近藤安月子 , 小森和子 編
A5 判 490 頁 3,360 円（税込）
研究社 発行
ISBN 978-4-7674-9109-7 ７月下旬発売予定

日本語教育に携わる方全般を対象に、重要分
野を広く網羅した用語事典。代表的な基本用
語と重要用語を厳選して、最先端の知見を結
集し詳細にわかりやすく解説しています。情
日本語能力試験対応

報の検索はもちろんのこと、基本学習用に使

きらり☆日本語 N5 語彙

える推薦文献も掲載して、各分野の学習用に

齋藤美幸 , 沼田宏 , 加藤早苗 著

も使用できます。日本語教師を志ざす人や、

B5 判 120 頁 + 別冊 12 頁 1,260 円（税込）

日本語教育能力検定試験の受験者にも威力を

凡人社 発行

発揮します。

ISBN 978-4-89358-834-0 好評発売中

日本語能力試験 N5 レベルに対応した語彙の
「辞書」と「練習帳」
「模擬試験」の要素を併

日本語教師のための多読授業入門
日本語多読研究会 監修

せ持ったテキスト。普段の学習に使うことで、

粟野 真紀子 , 川本 かず子 , 松田 緑 編著

語彙の運用力をのばすことはもちろん、日本

A5 判 136 頁 1,260 円（税込）

語能力試験合格を目標に使うこともできます。

アスク出版 発行

かたまりで覚える、イラストで印象づける、

ISBN 978-4-87217-813-5 好評発売中

文脈の中で使いながら覚えるなど、言葉を覚

多読授業の理論と方法がよくわかる、教師向

えるための工夫が満載。日本語能力試験の模

け指南書。レベル別読みものの成り立ちや授

擬問題は５回分掲載。巻末には、アクセント

業のポイントが丁寧に解説されています。ま

と英語訳を付けた語彙リストを収録。皆さん

た、国内外の現場教師による実践報告や、学

の日本語をより豊かに " きらり☆ " と輝かせ

習者の声など、多読授業を始めるときに役立

る一冊です。

つ情報が満載。外国語で本を読むとはどうい

地域の日本語教室でも活用しやすい！ 「きらり☆

うことか、ことばを吸収する原動力になるの

日本語」
シリーズにご期待ください。
（営業部 坂井）

は何かを見直すきっかけになる一冊。

NEJ:A New Approach to Elementary
Japanese <vol.2>

日本語能力試験 N1 ・ N2 対策に役立つ！

テーマで学ぶ基礎日本語

姫野昌子 監修 山口久代 , 竹沢美樹 , 崔美貴 著

西口光一 著

B5 判 約 160 頁 1,470 円（税込）
（予価）

B5 判 224 頁＋別冊 64 頁 1,995 円（税込）

研究社 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-327-38463-0 8 月上旬発売予定

ISBN 978-4-87424-562-0 8 月上旬発売予定

日本語能力試験＜ N1・N2 レベル＞によく出

自己表現活動中心の基礎日本語教科書『NEJ』

る表現が、コロケーション（名詞＋名詞・動詞・

の第 2 巻。vol.1 で習得した「マスターテクス

形容詞の組み合わせ）の形で学べる。効率よ

トアプローチ」を用い、さらに複雑でまとま

く自然に語彙を身につけたい人に最適！

りのある内容の話ができるようになることを

1,255 のコロケーションと約１万語の語彙を、

目指します。別冊に「漢字シート」
「文法シート」

関連するトピックごとに収録。練習問題も豊

を付属。音声は WEB よりダウンロード。

富で試験対策にぴったり。巻末には総合問題

コロケーションが身につく日本語表現練習帳

計

と索引を掲載。英中韓訳＆ルビ付き。

ストーリーで覚える漢字Ⅱ 301-500
英語 ・ インドネシア語 ・ タイ語 ・ ベトナム語訳版
ボイクマン総子 , 岩崎陽子 著
B5 判 248 頁 1,890 円（税込）
くろしお出版 発行

オタジャパ！ オタクな例文で覚える上級文法
と重要表現

ISBN 978-4-87424-561-3 8 月上旬発売予定

『ストーリーで覚える漢字 300』の続編。アジ
ア語版。初中級漢字 200 字の字形と意味を、オ

『オタジャパ！』製作委員会 編著
B5 判 約 120 頁 1,365 円（税込）
（予価）

リジナルストーリー（イラスト付き）で覚えた

国書刊行会 発行

後に、読み・書き練習を導入することで、漢字

ISBN 978-4-336-05537-8 8 月上旬発売予定

学習を楽しく短期間にできます。日本語能力試

マンガ＆アニメ好きの日本語学習者のあなた

験 N5 〜 N4 相当の漢字にも対応。前作・本作

に送る、オタクな例文満載のテキスト！

を通して、初〜初中級漢字 500 字を網羅。

楽

しい例文で上級（日本語能力試験 N1 レベル）
の表現＆文型を覚えよう！

講座 IT と日本語研究 8

質問調査法と統計処理
イラストでわかる日本語表現 中級

荻野綱男 , 田野村忠温 編

川端葉子 著

A5 判 256 頁 2,520 円（税込）

B5 判 約 230 頁 1,470 円（税込）
（予価）

明治書院 発行

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-625-43445-7 好評発売中

ISBN 978-4-336-05536-1 8 月上旬発売予定

ウェブ上での質問調査、調査データの集計・分

中級レベル（日本語能力試験 N2 〜 N3 レベ

析法、そして統計処理の基礎から応用まで、IT

ル）の文型＆表現を使った例文を、イラスト

で効率化・高度化できる手法を幅広く紹介。IT

でわかりやすく解説。日本語能力試験の
「文法」

の利用によって、どのような日本語研究を開拓

対策にも。

していけるのかを展望する待望の講座、第 8 巻。

語と語彙

ひつじ意味論講座 第 4 巻

沖森卓也 編著

モダリティⅡ ： 事例研究

木村一 , 鈴木功眞 , 吉田光浩 著

澤田治美 編

A5 判 192 頁 2,835 円（税込）

A5 判 272 頁 3,360 円（税込）

朝倉書店 発行

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-254-51528-2 好評発売中

ISBN 978-4-89476-504-7 好評発売中

日本語とその語彙が、いかにして成り立って

本講座は、言語学のほか様々な分野で活躍す

いるのかを、
「日本語」の構造、語と語彙の種類、

る第一線の研究者による、あらたな「意味」

歴史、社会とのかかわり、使用のありかたな

研究のシリーズです。第 3 回配本の本書では、

どからやさしく解説したテキストです。各テー

日本語学・日本語教育学・英語学・中国語学

マに対し、本文の具体例を参照して解けるレ

におけるモダリティの事例研究をとりあげま

ベルの基本課題と、調査や研究のテーマとし

す。それぞれの言語における事例にさまざま

て設定できるレベルの発展課題の、２種類の

な視点からの分析を加え、同時に、言語教育

演習を節ごとに用意しました。

への応用を試みる一冊です。

明治詩の成立と展開
学校教育との関わりから
山本康治 著
A5 判 400 頁 5,880 円（税込）
シリーズ 「知のまなざし」

ひつじ書房 発行

日本語学のまなざし／コミュニケーション論
のまなざし／社会学のまなざし

ISBN 978-4-89476-592-4 好評発売中

日本語学のまなざし 安田敏朗 著

う批判が寄せられることがありますが具体的な

四六判 164 頁 1,680 円（税込）

検討はなされていません。本書は明治期に新体

ISBN 978-4-88303-314-0 好評発売中

詩が急速に人々に認知された理由に学校教育と

コミュニケーション論のまなざし 小山亘 著

日本語教育から「国語教育は道徳教育だ」とい

「学校令」の影響を見、さらに叙情詩へと移行

四六判 218 頁 1,785 円（税込）

する「美文」を推したヘルバルト派教育学の関

ISBN 978-4-88303-313-3 好評発売中

係を明らかにします。現在の国語教育観の歴史

社会学のまなざし ましこ・ひでのり 著

的経緯を知る必読書です。

四六判 216 頁 1,785 円（税込）
ISBN 978-4-88303-311-9 好評発売中

日本語教育のためのコーパス調査入門

三元社 発行

李在鎬 , 石川慎一郎 , 砂川有里子 著

本シリーズは、大学で何を学ぶかを考えてい

A5 判 248 頁 1,890 円（税込）

る高校生、また、入学間もない大学一年生に、

くろしお出版 発行

「知」の照らし出すものを分かり易く示し、併

ISBN 978-4-87424-560-6 8 月中旬発売予定

せて「知」の構造を解説したものです。今ここ

これならできる！ 日本語教育での活用を前提

の、自分の周りの出来事を、新たな視点から捉

に，コーパスの概念的紹介から具体的なコーパ

え直し、自ら考えるための手順と方法を手に入

スの例・分析方法・作り方まで一通りをカバー。

れてもらえるよう、
具体例を提示しつつ、
「学ぶ」

専門的背景やパソコンの知識を前提にせず説明

とは何かを論じています。

用語を選択。他書に頼らず読み進められる。

麹町店ベスト５ （６月）

麹町店店頭イベント
● 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）

● 8 月 4 日（土）15:00-17:00

※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）

（定員 20 名／無料）

教師としての能力を高めるために誰が何をどうするか & 横浜国立大学大学院説明会
講師：河野俊之先生（横浜国立大学）

● 8 月 25 日（土）14:00-15:30

（定員 20 名／無料）

「できること」重視で漢字を学ぼう―『漢字たまご初級』を使って―
講師：有山優樹先生 , 落合知春先生（『漢字たまご初級』著者）
※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

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

［新刊ベスト５］
１．どんどん使える！日本語文型
トレーニング 中級
（凡人社）
１．ロールプレイで学ぶビジネ
ス日本語
（スリーエーネットワーク）
３．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
（凡人社）
４．初級からはじまる「活動型
クラス」
（スリーエーネットワーク）
５．漢字たまご 初級

（凡人社）

［凡人社の書籍ベスト５］

in
今さら聞けない…、業界を生き抜くための『日本語教師塾』         
東京 日本語教師塾 Vol.2

１．日本語能力試験 公式問題集

【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）
展示販売
【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、

２. 日本語能力試験 公式問題集

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
今さら聞けない…、業界を生き抜くための『日本語教師塾』         
東京 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）
展示販売
【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
in
日本語教材まつり 2012 「読む」を考える         
東京
【講師】 舘岡洋子先生，筒井千絵 , 奥田純子 , 西原純子先生
【日時】 10 月 27 日（土）10:30 〜 17:30（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】1,000 円 ※ご参加申し込みの際は件名を「日本語教材まつり 2012」として、

N2
N5

２. 日本語能力試験 公式問題集

N3

４. 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
５. 日本語能力試験 公式問題集

N4

NEWS
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。
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

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

※次号は、
「9 月 15 日号」です。
（８月は休刊です）

