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日本語プロフィシェンシー研究

日本語プロフィシェンシー研究会 編

B5 判　156 頁　2,100 円（税込）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-854-8　好評発売中

日本語における「プロフィシェンシー」をキー
ワードとして、日本語教育におけるさまざま
なテーマについて、わいわいがやがやと気楽
に議論し、学び合っていけるような研究会を
目指す「日本語プロフィシェンシー研究会」
が発行する研究誌。創刊号となる本書には鎌
田修氏、嶋田和子氏、伊東祐郎氏、由井紀久
子氏、川口義一氏、齋藤あづさ氏・榊原芳美
氏からの寄稿をはじめ、坂口昌子氏の研究論
文、麻生迪子氏の展望論文、萩原孝恵氏の調
査報告・展望論文、木村かおり氏の実践報告
を掲載しています。年 1回発行。

短期マスター

日本語能力試験ドリル　第 2 版

凡人社編集部 編著

凡人社 発行　

N1　

B5 判　92 頁 + 別冊 36 頁　CD1 枚付き　

1,365 円（税込）

ISBN 978-4-88319-845-6　好評発売中

N2

B5 判　88 頁 + 別冊 32 頁　CD1 枚付き　

1,365 円（税込）　

ISBN 978-4-89358-846-3　好評発売中

N3

B5 判　76 頁 + 別冊 24 頁　CD1 枚付き　

1,365 円（税込）　

ISBN 978-4-89358-847-0　好評発売中

日本語能力試験で出題される試験科目（文字・
語彙、文法、読解、聴解）を全て 1冊で勉強
できる問題集です。短い期間で全ての科目が
勉強できるので、苦手な科目を見つけたり、
試験直前の総仕上げとして使うことができま
す。巻末には実際の試験の約半分に相当する
問題数の「まとめのテスト」があります。（「N4」
「N5」は初版のまま好評発売中です。）

 『短期マスター日本語能力試験ドリル　第 2 版』

では大幅に問題の見直しをしました。授業のまと

めやレベルチェックなどにもご活用ください。『日

本語能力試験 公式問題集 N1/N2/N3/N4/N5』（各

735 円）も好評発売中です。（営業部 坂井）



留学生の動機とホームステイ

ソーシャルサポートによる異文化適応へのプロセス

原田登美 著

A5 判　304 頁　3,150 円（税込）

ふくろう出版 発行

ISBN 978-4-86186-538-1　好評発売中

来日留学生の日本語コミュニケーション上の
進歩には目を見張るものがあります。留学経
験は第二言語学習と自己形成にどう影響する
のか。日本社会に適応していくプロセスにお
いて、ホームステイがどのような役割を果た
すかに重点を置き、特にソーシャル・サポー
トの理論的観点からまとめた希少な調査研究。

ことばの力学　応用言語学への招待

白井恭弘 著

新書判　224 頁　756 円（税込）

岩波書店 発行　

ISBN 978-4-00-431419-6　好評発売中

ことばは知らない間に人間の行動を左右します。
標準語と方言、英語と現地語など、複数の言語
が関わる状況では、優劣を生み出す無意識の力
学が働きます。問題を科学的に解決するための
言語学―応用言語学の最新の研究から、外国語
教育、バイリンガリズム、異文化との接し方、
法言語学、手話、言語障害など幅広い話題を紹介。

ＴＲＹ！日本語能力試験 N4 ／ N5

文法から伸ばす日本語

アジア学生文化協会 著

アスク出版 発行　

N4

B5 判　208 頁 + 別冊 28 頁　CD1 枚付き

1,785 円（税込）

ISBN 978-4-87217-846-3　好評発売中

N5

B5 判　152 頁 + 別冊 20 頁　CD1 枚付き

1,575 円（税込）

ISBN 978-4-87217-845-6　好評発売中

N5、N4各レベルの文法を整理するためのテ
キスト。見本となる短い会話と丁寧な解説で、
文法を「適切に」使えるようになることを目
指す。基本練習に加え、日本語能力試験と同
形式の問題があり、聴解や読解の練習、模擬
試験もできます。文法を切り口に、いろいろ
な練習ができるお得な一冊。解説に英語訳付
き。特設ウェブサイトに語彙リストを用意。

研究社 日本語コロケーション辞典

姫野昌子 監修　柏崎雅世 , 藤村知子 , 鈴木智美 編

四六判　1,304 頁　5,880 円（税込）

研究社 発行　

ISBN 978-4-7674-9110-3　好評発売中

国語辞典ではなかなか引くことができないコロ
ケーション（語と語の慣用的な結びつき）に着
眼した辞典。動詞、形容詞、形容動詞が見出し
語になっており、45,000を超える生きた例文
は、「正しい日本語」を用いるためのお手本と
なります。学習者の便を考え、漢字にはルビを
多用しました。本辞典は、『研究社 日本語表現
活用辞典』を大幅に増補した改訂版です。

授業を変えるコトバとワザ

小学校教師のコミュニケーション実践

森篤嗣 著　

A5 判　192 頁　1,575 円（税込）

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-585-9　好評発売中

子どものコミュニケーション力を伸ばすには、
まず教師自身が良いモデルになることが重要。
何気なく口にしてしまう「コトバ」や、さりげ
ない「ワザ」に着目し、「伝わる」授業を目指
して教室でのコミュニケーションを見直すため
の具体的なポイントを解説。小学校の先生だけ
でなく、日本語教師の方にも参考になる一冊。



ヨーロッパ言語共通参照枠 （CEFR） から

学ぶ英語教育

キース・モロウ 編

和田稔 , 高田智子 , 緑川日出子 , 柳瀬和明 , 齋藤嘉則 著

A5 判　220 頁　3,360 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-327-41083-4　4 月下旬発行予定

「ヨーロッパ言語共通参照枠」（CEFR）の全
体像を理解し、授業で生かすための一冊。ヨー
ロッパでの先進的な導入事例を挙げ、その意
義や課題を述べています。「Can-doリスト」
やヨーロッパ言語ポートフォリオの活用、自
己評価、学習者の自律、 シラバス・試験との
関連づけ等、幅広いテーマを扱っています。

第二言語習得における言語適性の役割

向山陽子 著

A5 判　240 頁　3,780 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-32-9　好評発売中

近年、認知心理学の発展を背景に「言語適性」
の再概念化が進んでいます。本書は、この「言
語適性」が、第二言語習得に与える影響につ
いて実証的に研究したものです。言語分析能
力、音韻的短期記憶、ワーキングメモリといっ
た適性要素が、日本語学習に与える影響を縦
断的に検討しています。

概説　社会言語学

岩田祐子 , 重光由加 , 村田泰美 編著

A5 判　328 頁　2,310 円（税込）　

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-637-2　好評発売中

地域と言語や言語と社会階層や言語とジェン
ダーなどの従来からのトピックから、ポライト
ネスや相互行為的社会言語学などの新しいテー
マ、言語人類学や認知言語学からみた言語と思
考と文化についてなど、オーソドックスから新
しいところまで、現在の社会言語学を全般的に
概説した入門書・教科書です。

コミュニケーション能力の諸相

変移 ・ 共創 ・ 身体化

片岡邦好 , 池田佳子 編著

A5 判　480 頁　6,090 円（税込）　

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-611-2　好評発売中

裁判員裁判、診療場面、教室など、さまざまな
場面における相互行為を分析した論文集。タイ
やカナダの日本語教育の現場での教師と生徒の
相互行為を、教室の設計、教師の立ち位置やジェ
スチャーなどの視点から分析した論考も収録。
「コミュニケーション能力」を問い直す、新た
な知見に富んだ一冊です。

「ている」 「ていた」 「ていない」 のアスペクト

異なるジャンルのテクストにおける使用状況とその用法

江田すみれ 著

A5 判　304 頁　3,780 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-581-1　好評発売中

「ている」に加え、これまで注視されてきたと
はいえない「ていた」「ていない」を調査。学
習者がすぐに使うであろう会話および、大学生
が読むであろう新書のテクストを詳細に分析
し、それぞれの機能や用法に迫ります。より学
習者にとって必要な項目について、どのように
使われているかという観点で編まれた一冊。

大学生のための

文章表現＆口頭発表　練習帳

銅直信子 , 坂東実子著

B5 判　168 頁　1,680 円（税込）

国書刊行会 発行　

ISBN 978-4-336-05644-3　好評発売中

「基本の型」を学んで文章を書く・発表するた
めに必要なスキルを身につけるトレーニング
15課を収録。課題ごとに提示される見本を見
て、〈設計図〉を埋め、「セルフチェック」を
するというステップで自分の考えを言葉にす
る力を磨きます。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

 NEWS　 

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
大阪

	『NEJ －テーマで学ぶ基礎日本語－』を使って										 		
　基礎（初級）日本語の学び方と教え方が変わる！

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

in
大阪 					　　　【『できる日本語』シリーズ教材説明会】　

in
東京 　

【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）

展示販売

展示販売

１．大学生のための文章表現＆
　　口頭発表  練習帳
 （国書刊行会）
２．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）
３．できる日本語準拠　たのしい

読みもの 55  初級＆初中級
（アルク）

４．読む力　中上級
（くろしお出版）

５．留学生のためのアカデミック・
　　ジャパニーズ　聴解［中級］

（スリーエーネットワーク）

 麹町店ベスト５（3 月）

１．もっと　中級日本語で挑戦！
 スピーチ＆ディスカッション

２. 絵で導入・絵で練習
３. できる日本語　わたしの
　　ことばノート　初中級

４. どんどん使える！日本語
　　文型トレーニング　中級

５. できる日本語　わたしの
　　ことばノート　初級

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　（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

2013 年度
日本語教育学会春季大会

　【開催日】
　　5 月 25 日（土）・26 日（日） 
　【会　場】
　　立教大学池袋キャンパス
　【予稿集代】
　　会員＝ 4,000 円 一般＝ 5,000 円
　　参加の際には予稿集の購入が必要となり
　　ます。
　【参加申し込み】
　　大会当日受付でお申し出ください。

※書籍の展示販売を行っています。ぜひお立
ち寄りください。

※ 春季大会に関する詳細については、主催団
体（日本語教育学会）にお問い合わせくだ
さい。

 http://www.nkg.or.jp/
taikai/13springprogram.pdf


