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平成 24 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 978-4-89358-851-7 好評発売中

「日本語教育能力検定試験」の平成 24 年 10 月
に行われた試験問題です。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

漢字たまご 初中級

の総まとめや実力試しとしても活用できる、

嶋田和子 監修 有山優樹 , 落合知春 , 立原雅子 ,

受験者必携の一冊です。平成 23 年度以前のも

林英子 , 山口知才子 著

のも発売中です。

B5 判 210 頁 + 別冊 24 頁 CD1 枚付き

凡人社 発行

平成 24 年度 日本留学試験 （第 2 回）
試験問題 聴解 ・ 聴読解問題 CD 付

ISBN 978-4-89358-832-6 ４月上旬発行予定

日本学生支援機構 編著

1,680 円（税込）

「漢字ができるようになる」とはどういうこと

B5 判 342 頁 CD1 枚付き 1,890 円（税込）

かという疑問からできた教科書。それぞれ 15

凡人社 発行

の場面・トピックに必要な漢字を学習します。

ISBN 978-4-89358-852-4 好評発売中

自分なりの漢字の学び方を身につけられる工

年 2 回実施されている「日本留学試験」の平

夫が随所にあるのも特長です。学習した漢字

成 24 年 11 月に行われた試験問題です。一冊

は、実際の場面に近い状況で、必要な情報を

に「日本語科目」
「理科」
「総合科目」
「数学（コー

読み取ったり、漢字で書いたりする練習をし、

ス 1 ／コース 2）」を全て掲載しています。巻

力を試します。「身近にある漢字が『わかる』

末には実施要項や出題範囲をまとめたシラバ

『できる』」という実感が得られます。『できる

スも掲載されています。受験指導をなさる方

日本語』準拠。初級、初中級で N4、N5 の漢

と受験者に必携の一冊です。過去の年度の在

字をカバーします。

庫はお問い合わせください。

日本留学試験対策

できる日本語準拠

速効 数学コースⅡ

たのしい読みもの５５ 初級＆初中級

市進ウイングネット 編

嶋田和子 監修

B5 判 例題・問題編 144 頁 + 別冊公式・解答 136 頁

B5 判 112 頁 + 別冊 63 頁 CD2 枚付き 2,730 円
（税込）

2,520 円（税込）

アルク 発行

凡人社 発売

ISBN 978-4-7574-2277-3 3 月下旬発行予定

ISBN 978-4-89358-850-0 好評発売中

読むことをとおして人とつながる力を養うこ

大変ご好評をいただいている「日本留学試験

とを目的とした 55 本の読みものを掲載。接触

対策

場面を中心にした「日本で暮らす」と、昔話、

速効シリーズ」の第三弾。理系対応「数

学コースⅡ」は、日本留学試験シラバスの数Ⅱ・

風習などを中心にした「日本を知る」の 2 部

B、数Ⅲ・C の範囲をカバー。「わかる」から
「問題が解ける」ならびに「得点できる」の 3

構成。音声 CD2 枚と別冊（英中韓＋ベトナム

段階に分けて、効率よく試験本番に備えるこ

語の語彙リスト）付き。初級から楽しみなが
ら読むことができる一冊です。

とができます。重要例題 40 と重要公式 60 を
初級者でも分かりやすく解説、豊富な問題演

異文化コミュニケーション事典

習で実戦練習ができます。

石井敏 , 久米昭元 編集代表
A5 判 650 頁 7,980 円（税込）
春風社 発行
ISBN 978-4-86110-333-9 好評発売中

異文化コミュニケーション分野の用語はもち
ろん、「国際理解教育」「日本語教育」など密
接に関連する用語を網羅。各項目について、
①用語の定義、②具体例を示しながら解説、
③研究・教育上の課題や今後の展望を提示。
辞書としての機能と解説書としての機能を一

できる日本語 中級 本冊

冊にまとめた画期的な事典。

嶋田和子 監修
できる日本語教材開発プロジェクト 著

実践日本語教育スタンダード

B5 判 320 頁 CD2 枚付き 3,570 円（税込）

山内博之 編著 橋本直幸 , 金庭久美子 , 田尻由美子 著

アルク 発行

B5 判 690 頁 8,400 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2278-0 4 月中旬発行予定

ひつじ書房 発行

「対話する力」を養うことに重点を置いた「で

ISBN 978-4-89476-463-7 好評発売中

きる日本語シリーズ」の中級編。各課ごとに

学習・教育・評価に生きる日本語教育スタン

「こんなときどうする？」「見つけた！」「耳で

ダードがここに完成。旧日本語能力試験出題

キャッチ」「伝えてみよう」などのタスクを設

基準に収録の実質語を含む約 9,300 語を 100

定し、学習者がそれらにチャレンジすること

種類の話題によって分類。その話題に関する

で、自ら考え、伝え合う力を高めます。「初級」

文が産出できるよう工夫を施した「語彙・構

「初中級」よりさらに多様で豊かな内容に取り

文表」です。話題別に分類した 2,000 種類の

組み、「できること」が増やせるよう構成され

ロールカード、約 700 の「場所」を言語活動

ています。

の難易度別に示したリスト付き。

みんなの日本語 初級 Ⅰ 第 2 版

「移動する子ども」 という記憶と力

スリーエーネットワーク 編著

ことばとアイデンティティ

スリーエーネットワーク 発行

川上郁雄 編著

本冊ローマ字版

A5 判 384 頁 3,990 円（税込）

B5 判 247 頁 + 別冊 52 頁 CD1 枚付き

くろしお出版 発行

2,625 円（税込）

ISBN 978-4-87424-579-8 好評発売中

ISBN 978-4-88319-634-0 好評発売中

複言語・複文化の中で成長した「移動する子ど

翻訳 ・ 文法解説 ローマ字版 （英語）

も」たち。彼らが日本語を学んだ経験は、その

B5 判 181 頁 2,100 円（税込）

後の人生やアイデンティティにどのように関

ISBN 978-4-88319-629-6 好評発売中

わっていったのでしょうか。当事者の語りや講

翻訳 ・ 文法解説 ベトナム語版

演会の記録など、16 編をまとめた「移動する

B5 判 181 頁 2,100 円（税込）

子ども」学のための論文集。リテラシーズ研究

ISBN 978-4-88319-633-3 3 月下旬発行予定

会企画のリテラシーズ叢書第二弾です。

翻訳 ・ 文法解説 ドイツ語版
B5 判 181 頁 2,100 円（税込）

読む力 中上級

ISBN 978-4-88319-639-5 3 月下旬発行予定

奥田純子 監修 竹田悦子 , 丸山友子 , 久次優子 ,

翻訳 ・ 文法解説 イタリア語版

八塚祥江 , 尾上正紀 , 矢田まり子 編著

B5 判 181 頁 2,100 円（税込）

B5 判 176 頁 + 別冊 36 頁 1,995 円（税込）

ISBN 978-4-88319-635-7 3 月下旬発行予定

くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-584-2 好評発売中

アカデミックな読みを鍛える読解教材
『読む力』
の中上級編。良質な文章を厳選して掲載。タス
クをとおして言語処理と認知処理をしっかり身
につけ、さらなるレベルアップを目指します。
さらに、クリティカル・リーディングで複眼的、
批判的思考力を養い、読みの上級者へ。

みんなの日本語 初級 Ⅱ 第 2 版 本冊
スリーエーネットワーク 編

留学生のための
アカデミック ・ ジャパニーズ 聴解 中級

B5 判 242 頁 + 別冊 57 頁 CD1 枚付き

東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著

2,625 円（税込）

B5 判 85 頁 + 別冊 32 頁 CD1 枚付き 2,100 円
（税込）

スリーエーネットワーク 発行

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-646-3 3 月下旬発行予定

ISBN 978-4-88319-641-8 好評発売中

『みんなの日本語 初級Ⅰ

第２版

本冊』（第

大学で学ぶために必要な「講義や口頭発表を

1 課〜第 25 課）に続く 25 課構成（第 26 〜第
50 課）で、初級後半レベルの総合的な日本語

聞く力」を養成するテキスト。単なる聞き取

力を身につけることを目的にしています。初

本文化・歴史に関するものや、自然科学への

版の学習項目（文法シラバス）を整理し、古

足がかりとなるものまで留学生が興味を持っ

くなった語彙・表現を新しくしました。「問題・

て聞けるテーマを集めました。

会話」の音声の入った CD 付きです。

りにとどまらず、さまざまな練習を掲載。日

麹町店ベスト５ （２月）

麹町店店頭イベント
麹町店店頭イベント
● 4 月 20 日（土）14:00 ～ 15:30

［新刊ベスト５］

（定員 20 名／無料）

ことばの覚え方、整理の仕方をみんなで考えよう！
～『できる日本語 わたしのことばノート』を使って～

講師：落合知春先生 , 永田晶子先生

● 5 月 11 日（土）14:00 ～ 15:30

（定員 20 名／無料）

ホントの読解授業とは？ ～『できる日本語準拠 たのしい読みもの 55』を使って～

講師：澤田尚美先生 , 田坂敦子先生

● 6 月 1 日（土）14：00 ～ 15：30

（定員 20 名／無料）

「できること」を重視した漢字授業の進め方
～『できる日本語準拠

漢字たまご

初中級』を使って～

講師：有山優樹先生 , 山口知才子先生
※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。
（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

［凡人社の書籍ベスト５］

営業部からのお知らせ

１．日本語能力試験 公式問題集

［イベント情報］
in 『NEJ －テーマで学ぶ基礎日本語－』を使って         
大阪 基礎（初級）日本語の学び方と教え方が変わる！

N2

展示販売

【講師】 西口光一先生
【日時】 5 月 11 日（土）14：00 〜 17：00（受付開始 13：45）
【会場】 ECC 国際外語専門学校 2 号館 502 教室
（大阪府大阪市北区中崎西 1-5-11）
【定員】 60 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】1,000 円
【お申し込み・お問い合わせ】 凡人社麹町店

    

『できる日本語』シリーズ教材説明会】
in 【
東京

２. 日本語能力試験 公式問題集

N1

３. 短期マスター 聴解ドリル１
［N2・N3 レベル］
４. 中級からの日本語プロフィ
シェンシーライティング
４. 日本語能力試験 公式問題集

N3

TEL:03-3239-8673 FAX:03-3238-9125
E-mail: kojimachiten@bonjinsha.com
WEB:http://www.bonjinsha.com/event/
in
大阪

１．日本語教育能力検定試験
50 音順 用語集
（翔泳社）
２．平成 24 年度日本留学試験
（第２回）試験問題
（凡人社）
３．改訂版 どんなときどう使う
日本語表現文型 200 初・中級
（アルク）
４．日本留学試験対策
速効 数学コースⅡ
（凡人社）
５．ゼッタイ合格！日本語能力試験
完全模試 N2 CD3 枚付
（Ｊリサーチ出版）

NEWS
展示販売

【講師】 嶋田和子先生
【定員】 各 80 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】凡人社営業部（担当：坂井）
TEL：03-3263-3959 FAX：03-3263-3116
E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

- 大阪 【日時】6 月 8 日（土）13：30 〜 16：30（受付開始：13：00）
【会場】愛日会館 2 階イベントホール（大阪市中央区本町 4-7-11）

- 東京 【日時】6 月 22 日（土）13：30 〜 16：30（受付開始：13：00）
【会場】ハロー貸会議室永田町（千代田区平河町 2-16-9 平河町 KD ビル 3 階）

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！
【開催日】
3 月 31 日（日）
【会場】
福岡女子大学 A11 教室
【講師】
伊東祐郎先生
【主催】九州日本語教育連絡協議会
【協力】アルク、凡人社
【問い合わせ・お申し込み】
九州大学（小山）koyama@isc.
kyushu-u.ac.jp

