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中級からの

日本語プロフィシェンシー ライティング

由井紀久子 , 大谷つかさ , 荻田朋子 , 北川幸子 著

B5 判　163 頁 + 別冊 91 頁　1,890 円（税込）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-842-5　好評発売中

パソコンや携帯のメール、貼り紙、自己 PRな
どを書く際の「プロフィシェンシー」を高める
ことを目的としたライティング教材です。①読
み手に対する配慮ができる「対人性」、②場面、
状況に応じた調整ができる「場面性」、さらに
③自分自身で推敲を重ね、修正することができ
る「自己推敲能力」の 3つに重点を置き、より
円滑なコミュニケーションを図れるようになる
ことをめざします。 

 練習用フォーマットを凡人社のウェブサイトから

無料でダウンロードすることができます。授業活

動にご活用ください。（営業部 石毛）

もっと　中級日本語で挑戦 !

スピーチ & ディスカッション

黒﨑典子 編著　

石塚久与 , 髙橋純子 , 二瓶知子 , 渡辺恵子 著

B5 判　93 頁　1,575 円（税込）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-843-2　好評発売中

大学・大学院留学生に必要とされる、「公の場
でまとまった内容のことを話したり議論したり
する」口頭表現能力を身につけるための教材で
す。スピーチ、ディスカッションを柱にした 6
つのユニットによる構成。日本語能力試験 N3
合格レベルを目安にしています。

 シリーズ既刊本も好評発売中。（営業部 佐々木）

日本語能力試験対応 

短期マスター 聴解ドリル1 ［N2・N3レベル］

浅野陽子 , 武田聡子 , 長崎清美 著

B5判　76頁+別冊48頁　CD2枚付き　1,575円（税込）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-839-5　好評発売中

日本語能力試験対応問題集の新シリーズ !　シ
リーズ第 1弾は、聴解の力をつけるためのポイ
ント 8つを学び、基礎固めをします。「まずは
確認」「耳慣らし&口慣らしタスク」から「基
本練習」「応用練習」へと、さまざまな練習形
式で段階的に学べる構成。試験対策のコースで
集中的に使うほか、毎日の授業に少しずつ取り
入れることもできます。

2012 年 10 月以降に出版されたおすすめ書籍です。



絵で見てわかる　日本語表現文型　初 ・ 中級

インターカルト日本語学校 著

B5 判　288 頁　2,415 円（税込）

ナツメ社 発行　

ISBN 978-4-8163-5335-2　好評発売中

日本語の学習者および日本語教師の方を対象に、
初～中級の文型・文法を整理。表現の意味・機
能別に構成し、各文型のニュアンスや使い分け
をイラストや図を用いて丁寧に解説。各文型に
は、様々なバリエーションの例文を豊富に掲載。
各章の最後に、学習した文型を使った会話例を
収録していますので、実践的な練習ができます。

できる日本語 初中級

教え方ガイド＆イラストデータＣＤ - ＲＯＭ

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　96 頁　CD-ROM1 枚付き　5,040 円（税込）

アルク 発行　

ISBN 978-4-7574-2232-2　好評発売中

『できる日本語 初中級 本冊』を使った授業の具
体的な進め方の説明と、授業に必須のイラスト
が PDFデータ化され、1冊になった本書。収
録されたイラストの数はなんと 1,042点！「で
きる日本語」を使っていなくても活用できます。 

 『文法ノート 初中級』『ことばノート 初中級も好

評発売中。（営業部 坂井）

中上級学習者向け日本語教材　日本文化を読む

京都日本語教育センター

西原純子 , 吉田道子 , 桑島卓男 編

B5判　112頁+別冊48頁　CD2枚付き　2,520円（税込）

アルク 発行　

ISBN 978-4-7574-2231-5　好評発売中

村上春樹やよしもとばなななど、海外で翻訳
されることも多い人気作家の作品や、科学、
建築学、医学、法律など、さまざまな分野の
評論、20篇を選定。選び抜かれた上質な作品
から、日本文化、日本事情まで学べる読解教
材です。本文に対応した内容確認の問題、英語・
中国語・韓国語・ベトナム語の 4か国語対訳
入り別冊語彙リスト、朗読音声を入れた CD
が 2枚が付いています。 

第二言語習得研究と言語教育

畑佐一味 , 畑佐由紀子 , 百濟正和 , 清水崇文 編

A5 判　320 頁　3,675 円（税込）

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-576-7　好評発売中

国内外を問わず活動する第二言語習得研究者
の論文を収録。「1．語彙と習得」「2．文法と
習得」「3． 語用と習得」「4．音韻と習得」「5．
テクノロジーと習得」の 5部に分け、各部に、
専門論文を読むにあたっての前提知識となる
総論（1編）および，最先端の研究論文（2編）
を収録。日本語教育研究への示唆に富む一冊。

使う順と連想マップで学ぶ漢字＆語彙

日本語能力試験Ｎ１

飯嶋美知子 , 山田京子 , 田中里実 , 吉田雅子 ,

藤野安紀子 著

B5 判　264 頁　1,890 円（税込）

国書刊行会 発行　

ISBN 978-4-336-05561-3　好評発売中

最新の研究に基づき「使う」順で漢字をまと
めています。語彙が覚えやすい「連想マップ」、
わかりやすい例文、日本語学習者が陥りやす
い弱点を補強する練習問題で日本語能力試験
N1レベルの漢字＆語彙を効率的に学べます。
日本語能力試験の試験対策のための「試験模
擬問題」も収録。漢字圏、非漢字圏学習者用
のWebダウンロード問題も。



日本語教師の７つ道具シリーズ①

授業の作り方 Q&A78 編

大森雅美 , 鴻野豊子 著

B5 判　139 頁　2,100 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-2249-0　好評発売中

「この授業でいいのだろうか」「もっといい教え
方はないか」。「日本語教師の 7つ道具」は授
業に悩めるすべての日本語教師にお届けするシ
リーズです。第 1弾となる本書は、授業の作り
方の疑問にお答えします。授業をどう作ればい
いのかまったくわからない新人教師から、もっ
とよい授業を作りたい教師まで、教師が直面す
る 78の疑問を取り上げて説明しています。本
書で授業の作り方の “7つの道具”を確認して
ください。

日本語教育叢書 「つくる」 作文教材を作る

関正昭 , 土岐哲 , 平高史也 編　村上治美 著

A5 判　204 頁　1,890 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-613-5　好評発売中

作文教育の現状を踏まえ、教材を作成する上
でのヒントやアイディア、教材開発の実例、
教材を用いた指導や授業運営の方法が紹介さ
れています。作文教育について考える際のヒ
ントが得られる日本語教師必携の一冊です。

 シリーズ既刊本も好評発売中です。（営業部 坂井）

シリーズ社会言語科学１

「配慮」 はどのように示されるか

三宅和子 , 野田尚史 , 生越直樹 編

A5 判　272 頁　3,990 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-603-7　好評発売中

「対人関係における配慮行動の心理学」（大坊郁
夫）、「配慮したつもりなのによい印象を与えな
い日本語非母語話者の言語表現・言語行動」（野
田尚史）、「日本語の配慮言語行動の歴史的研究」
（高山善行）、「「配慮」の示し方―日本と韓国の
言語行動の比較から」（生越直樹）など、配慮
をめぐる現象を扱う 12本の論文集。

初級から中級への日本語ドリル 〈文法〉

チャレンジ編

松本節子 , 岩見智恵子 , 浜畑祐子 , 盛田真規子 , 山田純子 ,

松倉有紀 , 冨山典子 著

B5 判　160 頁　1,260 円（税込）

ジャパンタイムズ 発行　

ISBN 978-4-7890-1510-3　好評発売中

既刊『初級から中級への日本語ドリル〈文法〉』
の続編です。基礎復習に加え、日常的な口語表
現や、新聞などで使われる書き言葉も多数収録、
既刊からレベルアップした多彩なドリルでコ
ミュニケーション能力をさらに伸ばします。文
法説明は英中韓の3か国語訳付き。クラス教材、
自習用、日本語能力試験 N2対策など、さまざ
まな目的で使用できます。 

「ことばの市民」 になる

言語文化教育学の思想と実践

細川英雄 著

A5 判　294 頁　3,780 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-27-5　好評発売中

日本語教育における「学習者主体」の提案者
である筆者による、ことばと文化の教育に関
する先端思想の集大成です。言語研究者であっ
た著者が、ことばと文化の統合をめざした実
践研究を経て、言語文化教育学をめざすよう
になるまでの思想的変遷を 15本の論文と 5つ
の論点で提示しました。言語教育の未来を照
らす一条の光が、ここにあります。



麹町店店頭イベント

『凡人社通信』について大切なお知らせ

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
福岡	

	九日連「春」の研修会
	テストを見直して、授業の改善につなげよう！	

講師：伊東祐郎先生
日時：3月 31日（日）13:30～ 16:30
会場：福岡女子大学　A11教室
 （福岡市東区香住ヶ丘 1-1-1）
定員：120名
 （要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：1,000円 （当日お支払いください）
※お申し込み方法，お問い合わせにつきましては九日連

HPをご覧ください。（http://kyuunichiren.main.jp/）

in
大阪

	凡人社日本語サロン研修会
	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
日時：3月 16日（土）14:00～ 16:00
 （受付開始 13:30）
会場：愛日会館　3階多目的室
 （大阪市中央区本町 4-7-11）
定員：60名
　　　（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：1,000円 （当日お支払いください）
お申し込み・お問い合わせ：
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

　いつも『凡人社通信』をご愛読賜り、心より御礼申し上げます。
　皆さまに支えられ、弊社は『凡人社通信』を20年以上にわたり発行しつづけてまいりました。
近年は、弊社ウェブサイトでPDFファイルの配信を開始するなど、その形態も時代の要請に応
じて変化してまいりました。現在にいたっては、その電子ファイルの配信の需要が紙媒体のそれ
をしのぐ勢いとなっております。
　そこで、まことに勝手ではございますが、今回お届けするNo.261をもちまして、紙媒体での
発行を終了し、PDFファイルの配信のみとさせていただきたく存じます。今後は、弊社ウェブ
サイトから、PDFファイルをダウンロードしてご活用くださいますようお願い申し上げます。
（URL：http://www.bonjinsha.com/）
　これからも有益な情報を皆さまにお届けできるよう努力してまいります。なにとぞ次号以降も
ご愛読賜りたくお願い申し上げます。	 2013年 2月　株式会社凡人社

● 2月 9日（土）16:00 ～ 17:30
	 （定員 20 名／無料）
聴解と会話の力を伸ばす授業の作り方　
～『短期マスター 聴解ドリル１』を使って～
講師：浅野陽子先生 , 武田聡子先生 ,長崎清美先生

● 2月 23 日（土）14:00 ～ 15:30
	 （定員 20 名／無料）

「会話上手」ってどういうこと？
～日本語の会話のしくみを考える授業づくり～
講師：岩田夏穂先生 ,初鹿野阿れ先生

● 3月 2日（土）14:00 ～ 15:30
	 （定員 20 名／無料）

日本留学試験・数学コース１の傾向と対策
～「速攻トレーニング」を使った短期得点アップ術～
講師：宇留野聡美先生

● 3月 16 日（土）14:00 ～ 15:30
	 （定員 20 名／無料）
中級のスピーチ＆ディスカッション力を伸ばそう！
～『中級日本語で挑戦！スピーチ＆ディスカッション』
を使ったスパイラル構造での指導例～
講師：黒﨑典子先生 ,髙橋純子先生 ,細川美紀先生 ,　　

渡辺恵子先生

※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。（当日は、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


