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『新文化初級日本語』の特長を生かし、より効
果的に楽しく日本語が学習することができるよ
うに工夫された『文化初級日本語Ⅰ／Ⅱ 改訂
版』
。実際の場面での言語使用に結びつくよう
に、留学生にとってより身近な場面を取り上げ
ました。また、学習者が自分自身のことについ
て話す練習も数多く盛り込まれています。見や
すくわかりやすいフルカラーの紙面に、イラス
トを多数掲載しているのも特長です。8 月には

文化初級日本語Ⅰ／Ⅱ テキスト 改訂版
文化初級日本語Ⅰ／Ⅱ 練習問題集 改訂版
文化初級日本語Ⅰ ・ Ⅱ 改訂版 教師用指導
例集
文化外国語専門学校 編

『練習問題集』
、10 月には『教師用指導例集』
が発売予定です。
初級総合教科書の定番シリーズがさらに使いやす
く生まれかわりました。運用力養成を目指した工
夫に注目です。
（営業部 坂井）

Ⅰ テキスト B5 判 263 頁 + 別冊 17 頁 CD2 枚付き

ISBN 978-4-89358-858-6 ８月上旬発行予定

平成 25 年度 日本留学試験 （第 1 回）
試験問題 聴解 ・ 聴読解問題 CD 付

Ⅱ テキスト B5 判 235 頁 + 別冊 14 頁 CD2 枚付き

日本学生支援機構 編著

2,940 円（税込）

B5 判 342 頁 CD1 枚付き 1,890 円（税込）

ISBN 978-4-89358-859-3 ８月上旬発行予定

凡人社 発行

Ⅰ 練習問題集 B5判 143頁+別冊15頁 1,260円
（税込）

ISBN 978-4-89358-863-0 9 月上旬発行予定

ISBN 978-4-89358-860-9 ８月下旬発行予定

年 2 回実施されている「日本留学試験」の平

Ⅱ 練習問題集 B5判 103頁+別冊10頁 1,260円
（税込）

成 25 年 6 月に行われた試験問題です。一冊に

2,940 円（税込）

ISBN 978-4-89358-861-6 ８月下旬発行予定

「日本語科目」
「理科」
「総合科目」
「数学（コー

Ⅰ ・ Ⅱ 教師用指導例集 B5 判 80 頁 CD-ROM1 枚付き

ス 1 ／コース 2）」を全て掲載しています。巻

価格未定

末には実施要項や出題範囲をまとめたシラバ

ISBN 978-4-89358-867-8 10 月発行予定

スも掲載されています。受験指導をなさる方

凡人社 発売

と受験者に必携の一冊です。過去の年度の在
庫はお問い合わせください。

中級からはじめる
ニュースの日本語 聴解 40

中・上級者のための 速読の日本語 ［第２版］

瀬川由美 , 紙谷幸子 , 北村貞幸 著

B5 判 176 頁＋別冊 32 頁 2,730 円（税込）

B5 判 134 頁 + 別冊 40 頁 CD1 枚付き

ジャパンタイムズ 発行

2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7890-1518-9 好評発売中

スリーエーネットワーク 発行

内容指向の読解力を養う好評テキストの大改訂

ISBN 978-4-88319-665-4 8 月発行予定

版。ウェブの記事・情報を多数採り入れ、練習

ニュースの構成を理解し、特徴的な表現や語

を全面刷新。記事、広告、カタログ、メニュー

彙を学ぶことで、中級レベルからニュースを

など、多彩な生教材を使ってスキャニング（情

聞き取る力を養成。全 40 のニュース本文には、

報の拾い出し）とスキミング（大意の把握）を

経済・政治・社会・生活など、幅広い分野か

段階的に練習します。日本語能力試験や日本留

ら様々な話題を取り上げている。ニュースの

学試験の読解対策にも有効。

岡まゆみ 著

面白さを知り、日本社会をより深く理解する
きっかけにもなります。

まんが クラスメイトは外国人 入門編
はじめて学ぶ多文化共生
「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 編
みなみななみ まんが
A5 判 180 頁 1,260 円（税込）
明石書店 発行
ISBN 978-4-7503-3825-5 好評発売中

期待と不安を胸に中学校に進学した翔と歩夢。
ブラジルや中国など様々な国にルーツを持つ友
達と出会い、彼・彼女らと共に、時には泣き、
笑い、悩み、考えながら、少しずつ成長してい

みんなの日本語初級Ⅰ 第２版
翻訳 ・ 文法解説 韓国語版

きます。さあ、あなたも二人と一緒に、新しい

B5 判 181 頁 2,100 円（税込）

中学校生活を送ってみましょう。

ISBN 978-4-88319-647-0 好評発売中

みんなの日本語初級Ⅰ 第２版
翻訳 ・ 文法解説 フランス語版

言語学の教室

B5 判 181 頁 2,100 円（税込）

西村義樹 , 野矢茂樹 著

ISBN 978-488319-645-6 好評発売中

新書判 256 頁 882 円（税込）

みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 標準問題集

中央公論新社 発行

B5 判 66 頁 945 円（税込）

ISBN 978-4-12-102220-2 好評発売中

ISBN 978-4-88319-663-0 好評発売中

哲学者と学ぶ認知言語学

「雨に降られた」はよくて「財布に落ちられた」

スリーエーネットワーク 発行

がおかしいのは、なぜ？ 「西村さんが公園の

みんなの日本語初級Ⅱ 第２版
導入 ・ 練習イラスト集

猫に話しかけてきた」の違和感の正体は？ 認
知言語学の奥深さに魅了された哲学者が、専門

飯島ひとみ , 芝薫 , 高本佳代子 , 村上まさみ 著

家に難問奇問を突きつけます。本書は、豊富な

B5 判 140 頁 2,520 円（税込）

例文、痛快な議論によってココロとコトバの謎

ISBN 978-4-88319-668-5 9 月発行予定

をあばく、スリリングな一冊です。

言語研究のためのプログラミング入門

英語教育、 迫り来る破綻

Python を活用したテキスト処理

大津由紀雄 , 江利川春雄 , 斎藤兆史 , 鳥飼玖美子 著

淺尾仁彦 , 李在鎬 著

A5 判 184 頁 1,000 円（税込）

A5 判 288 頁 3,360 円（税込）

ひつじ書房 発行

開拓社 発行

ISBN 978-4-89476-663-1 好評発売中

ISBN 978-4-7589-2188-6 好評発売中

大学入試等に、TOEFL 等の外部検定試験を導

本書は、近年、注目を集めている Python を取

入する案が、自民党教育再生実行本部によって

り上げ、フィールドワークでも実験研究でも

提案されました。この提案に強い危機感を持っ

コーパス研究でも、電子テキストを使ったあ

た著者 4 人が反論と逆提案に立ち上がり、緊急

らゆるタイプの研究者にすぐに実践できるテ

出版。アメリカの大学向けの外部検定試験を導

クニックを紹介しています。英語や日本語の

入し、英語の到達度の判断も外部まかせとなっ

言語分析のための具体的な処理例が多数収録

たとき、日本の教育はどうなるのでしょうか。

されています。

日本の教育を破壊しかねない重大な問題を、英
語教育史や認知言語学等の専門家が検証し、こ

CAN-DO リスト作成 ・ 活用 英語到達度指標
CEFR-J ガイドブック CD-ROM 付

れからの日本のあるべき教育の姿に迫ります。

投野由紀夫 編
A5 判 322 頁 CD-ROM1 枚付き 3,360 円（税込）
大修館書店 発行
ISBN 978-4-469-24578-3 好評発売中

昨今注目される CEFR（欧州言語共通参照枠）。
本書はその形式に則り、新たに策定された日
本人学習者の英語到達指針 CEFR-J の概説書
です。CAN-DO リストの作成、指導への活用
にも役に立つ一冊となっています。付属 CD-

ＮＩＰＰＯＮ 3.0 の処方箋

ROM には CAN-DO リスト作成に役立つリ

當作靖彦 著

ソースを収録。

新書判 143 頁 1,000 円（税込）
講談社 発行

心と身体の言葉の日中英対照

ISBN 978-4-06-218461-8 好評発売中

介護 ・ 看護従事者のために

日中言語文化出版社 発行

SNA（ソーシャルネットワーキングアプローチ）
が日本を救う、人を育てる―。Version3.0 のグ
ローバル社会から置いてけぼりの NIPPON に
必要な 5 つの「つながる」力。社会的動物で

ISBN 978-4-905013-04-4 好評発売中

ある人間が求める究極のコミュニケーション

本書は今後ニーズが増えるとされる医療福祉

は「つながる」こと。インターネット上ですべ

グローバル人材育成のための用語・会話ハン

ての情報とつながってしまう今の時代だからこ

ドブックです。「実際に持ち運びできるハンド

そ、より高度な思考力をもって人と関わり、一

ブックを」という現場のニーズに応え編集さ

緒に問題を解決し、新しい価値を創り出す力が

れた、介護・看護従事候補者や医療福祉教育

必要です。そうした「つながる力」を獲得する

機関の留学生や教育関係者必携の一冊です。

最新の理論と方法を説きます。

吉永尚 著
A5 判 横型 134 頁 1,260 円（税込）

麹町店ベスト５ （６月）

麹町店店頭イベント
麹町店店頭イベント
● 9 月 7 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30） （定員 20 名／無料）
『TRY! 日本語能力試験 文法から伸ばす日本語』シリーズ教材説明会

講師：町田恵子先生（財団法人アジア学生文化協会）
※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

◎スリーエーネットワーク・凡人社合同企画「創立 40 周年記念フェア」
スリーエーネットワークおよび凡人社は 2013 年、創立
40 周年を迎えることができました。麹町店では、これ
を記念し、7 月から半年間の合同フェアを開催します。
フェア期間中には、対象書籍を特別価格にて販売するほか、記念グッズのプレ
ゼントもございます。この機会にぜひ凡人社麹町店にご来店ください。

営業部からのお知らせ

展示販売

【講師】 嶋田和子先生 , 深江新太郎先生 , 妹川幸代先生
【日時】7 月 27 日（土）13:30 〜 16:30（受付開始 13:00）
【会場】博多バスターミナル 9 階 第 1、2 ホール

３. 日本語能力試験 公式問題集

N4

４. 日本語能力試験 公式問題集

N5

５. 絵で導入・絵で練習
展示販売

【講師】 山田智久先生
【日時】8 月 24 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】ヒートウェーブレンタルルーム新宿
（新宿区歌舞伎町 2-46-5KM 新宿ビル７階）
【定員】 30 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】3,000 円（税込）
【お申し込み・お問い合わせ】凡人社営業部（担当：坂井）
E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

日本語教材まつり 2013
in
大阪 教材作成により教師力を上げよう
【講師】 西原純子先生 , 根津誠先生 , 松田浩志先生 , 村上京子先生
【日時】8 月 31 日（土）10:30 〜 17:30
【会場】大阪梅田センタービル 16 階 E 会議室
（大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 12 号梅田センタービル）
【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（税込）
【お申し込み・お問い合わせ】凡人社営業部（担当：坂井）
E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

１．平成 24 年度日本語教育能力
検定試験 試験問題
２. 日本語能力試験 公式問題集

N3

（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 50 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）
E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp
今さら聞けない… 日本語教師塾 vol.5
in
東京 「デジタルで授業の負担を減らそう！」

１．日本語教育能力検定試験実戦
予想問題 '13
（晶文社）
２．日本語文法演習 まとまりを
作る表現
（スリーエーネットワーク）
３．日本語教師の７つ道具シリー
ズ２ 漢字授業の作り方編
（アルク）
４．中・上級者のための速読の日
本語［第 2 版］
（ジャパンタイムズ）
５．まんが クラスメイトは外国
人 入門編
（明石書店）
［凡人社の書籍ベスト５］

［イベント情報］
『できる日本語』シリーズ教材説明会】
in 【
福岡 教科書が変わると、教師が変わる 教師が変わると、学習者が変わる

［新刊ベスト５］

NEWS
日本語教材リスト No.42
配布開始！

展示販売

日本語教材リストは国内外の日本
語教材と関連書籍を網羅した冊子
です。凡人社麹町店や各種イベン
トの展示販売ブースで無料配布し
て お り ま す。 ７ 月 下 旬 に は 紙 媒
体に加えて PDF データをウェブ
サイトからダウンロードできるよ
うになります。詳細は下記ウェブ
サイトをご覧ください。（http://
www.bonjinsha.com/）

来月の『凡人社通信』はお休みです。
次号は 9 月 15 日の発行予定です。

