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漢字だいじょうぶ !

生活の中で学ぶ漢字のツボ

中河和子 , 高畠智美 編 トヤマ・ヤポニカ 著
B5 判 228 頁 1,680 円（税込）
ココ出版 発行
ISBN 978-4-904595-40-4 好評発売中

地域日本語教室向けの漢字教材です。漢字の成
り立ちや熟語の語形成といった漢字のシステ
ムを学びながら、生活でよく用いられる基本的
な漢字が覚えられるので、漢字学習の最初のス
テップに最適です。また、サポーター（日本語

第二言語としての日本語習得研究 第 16 号

支援者）が学習者と対話しながら学習を進めら

第二言語習得研究会 編

れるように、支援に役立つ解説やヒントを豊富

B5 判 296 頁 2,100 円（税込）

に盛り込みました。どうやって漢字を教えれば

凡人社 発売 12 月下旬発売予定

いいのか悩むサポーターにも優しい教材です。

第二言語習得研究会が年に 1 回発行している
ジャーナルの最新号。特集論文 6 本、研究論

中級日本語教科書 わたしの見つけた日本

文 6 本、誌上講座 2 本の計 14 本の論文が掲

近藤安月子 , 丸山千歌 , 有吉英心子 編著

載されています。今号の特集は、
「第二言語習

B5 判 296 頁 2,730 円（税込）

得・言語教育からみた『タスク中心の教授法

東京大学出版会 発行

（TBLT）
』
」です。論文のほかにも、2012 年 12

ISBN 978-4-13-082018-9 好評発売中

月に開催された全国大会のパネルディスカッ

「日本留学で体験すること」をテーマにした、

ション「学習者言語が私たちに教えてくれるこ

四技能（聞く・読む・話す・書く）の総合教科

と」の報告が掲載されています。巻末には、博

書。特色は次の通り。① 42~70 時間で使える

士論文・修士論文の概要も掲載されています。

コンパクトな内容。②初級文法を復習しなが

研究者だけでなく、これからこの分野の勉強を

ら、
中級以降の学習に無理なく進める。③英語・

しようとする方も必読のジャーナルです。

中国語・韓国語に対応。④ウェブサイト http://

今号は頁数が多くなったため、前号と価格が異な

www.utp.or.jp/myeyes/ から音声教材、練習の

ります。バックナンバーについては、お問い合わ

解答例などを無料配信。中・上級『日本への招

せください。
（営業部 坂井）

待』
、上級『文化へのまなざし』の続刊です。

KANJI IN CONTEXT [Revised Edition]

アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター 著

みんなの日本語 初級Ⅱ 第 2 版
翻訳 ・ 文法解説 英語版／ベトナム語版／
書いて覚える文型練習帳／
絵教材 CD-ROM ブック

本冊 B5 判 432 頁 3,675 円（税込）

英語版 B5 判 157 頁 2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7890-1529-5 好評発売中

ISBN 978-4-88319-664-7 12 月発売予定

Workbook Vol. 1 B5 判 224 頁 2,310 円（税込）

ベトナム語版 B5 判 157 頁 2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7890-1530-1 好評発売中

ISBN 978-4-88319-673-9 12 月発売予定

Workbook Vol. 2 B5 判 156 頁 1,680 円（税込）

文型練習帳 B5 判 172 頁 1,365 円（税込）

ISBN 978-4-7890-1531-8 好評発売中

ISBN 978-4-88319-670-8 12 月発売予定

ジャパンタイムズ 発行

絵教材 B5 判 61 頁 CD-ROM1 枚付き 3,150 円
（税込）

新しい常用漢字全 2,136 文字を網羅した、語彙

ISBN 978-4-88319-667-8 12 月発売予定

数を確実に増やす必要のある中級以上の学習者

スリーエーネットワーク 発行

A Study System for Intermediate and Advanced Learners
中 ・ 上級学習者のための漢字と語彙 ［改訂新版］

向け教材。本冊は 2 色刷りで重要語彙を赤字
で表記、読みや書き順、語彙の英訳付きで、漢

『初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 インドネシア語』
も 12 月発売予定です。
（営業部 坂井）

字の音・形・意味が体系的に身につきます。本
冊掲載語彙の練習問題をまとめたワークブック
と併用することで、漢字と語彙の知識を自然に

平成 24 年度 国語に関する世論調査
日本人のコミュニケーション

積み上げながら、
効率よく学習を進められます。

文化庁文化部国語課 編
A4 判 133 頁 3,150 円（税込）

45 日間で確かな実力！

ぎょうせい 発行

日本語能力試験対策 N １ 漢字 ・ 語彙

ISBN 978-4-324-09755-7 好評発売中

遠藤由美子 , 遠藤ゆう子 著

毎年テレビや新聞でニュースになる世論調査

B5 判 416 頁 2,520 円（税込）

の結果を収録した唯一の出版物。今年度は、

三修社 発行

コミュニケーションについての意識、カタカ

ISBN 978-4-384-05762-1 好評発売中

ナ語についての意識や異字同訓の漢字の使い

9 週間の学習計画で日本語能力試験 N1 に出題

分けなどの意識等を調査しています。

される文字（漢字）と語彙をマスター、合格
レベルへ導きます。巻末には、漢字と語彙の

日本語構文意味論

チェックリストを収録しています。

益岡隆志 著
A5 判 304 頁 3,990 円（税込）

基礎から応用までこれ１冊！

くろしお出版 発行

日本語能力試験対策 N3 文法 ・ 語彙 ・ 漢字

ISBN 978-4-87424-602-3 好評発売中

山田光子 著 遠藤由美子 監修

本書では「構文」を「文の基幹的構成体」と

A5 判 200 頁 1,575 円（税込）

定義した上で、日本語を対象に補助動詞構文・

三修社 発行

叙述の類型・複文構文の 3 点を柱としてその

ISBN 978-4-384-05763-8 好評発売中

意味分析を試みています。また補説として尊

日本語能力試験 N3 に出題される文法と語彙、

敬構文や動詞の活用などについても論じられ

漢字を学習できます。合計 664 問の練習問題

ています。日本語文法研究に大きく資する一

と、模擬テスト 1 セットを収録しています。

冊です。

言語教育実践 イマ×ココ 創刊号

「やさしい日本語」 は何を目指すか

イマ×ココ編集委員会 編

多文化共生社会を実現するために

B5 判 112 頁 1,260 円（税込）

庵功雄 , イヨンスク , 森篤嗣 編

ココ出版 発行

A5 判 352 頁 2,520 円（税込）

ISBN 978-4-904595-39-8 好評発売中

ココ出版 発行

言語教育の現場で行われている「実践」の共有

ISBN 978-4-904595-38-1 好評発売中

を目指す年刊誌です。
「こんな授業をやってい

災害情報や公的文書などに、日本語が得意でな

ます！」という「実践紹介」や、実践事例につ

い外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」

いて深く掘り下げた「実践研究」など、14 本

を使おうという動きが広がっています。
本書は、

の投稿原稿を掲載。巻頭座談会では、横溝紳一

その「やさしい日本語」の最前線がわかる一冊

郎、森篤嗣の両氏をゲストに招き、
「実践の共有」

です。外国人だけでなく、子供や視・聴覚障碍

について熱い議論が繰り広げられています。

者へも対象を広げ、誰にとってもわかりやすい
「やさしい日本語」の可能性を示します。

第二言語教育におけるバフチン的視点
第二言語教育学の基盤として

談話論と文法論

西口光一 著

金珍娥 著

A5 判 248 頁 2,940 円（税込）

A5 判 336 頁 3,675 円（税込）

くろしお出版 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-604-7 好評発売中

ISBN 978-4-87424-601-6 好評発売中

「存在するということ ──それは対話的に接

日本語と韓国語を照らす

〈談話論〉と〈文法論〉
。その 2 つの統合された

触交流するということなのだ」（バフチン）。

平面を、日本語と韓国語を照らす対照言語学の

日本語教育をはじめとする、第二言語教育と

中に据える試み。ことばの使用についての話し

その研究のためにバフチンは欠かすことがで

手の意識と実際に話されることばはどのように

きません。日本語教育学研究者におくる知的

異なるのか。圧倒的な量と質の言語事実に基礎

興奮！「基礎日本語の学習と教育における自

を置き、理論的な枠組みや諸概念を最も深いと

己と言語」ほか全 11 章。

ころから照らします。序文：野間秀樹

日本語研究叢書 27

私はどのような教育実践をめざすのか

日本語数量詞の諸相

数量詞は数を表すコトバか

言語教育とアイデンティティ

岩田一成 著

細川英雄 , 鄭京姫 編

A5 判 256 頁 3,990 円（税込）

A5 判 262 頁 2,940 円（税込）

くろしお出版 発行

春風社 発行

ISBN 978-4-87424-611-5 好評発売中

ISBN 978-4-86110-379-7 好評発売中

「学生が三人来た」と「三人の学生が来た」
、こ

言語教育はなぜアイデンティティを問題にし

れらは基本的に同じ意味を表していますが全く

なければならないのか。
「教える／教えられる」

同じと言えるでしょうか。本書はこのような日

の関係を超えた言語活動主体のあり方を問い

本語数量詞についてさまざまな資料から用例を

なおし、人間形成としてのことばの教育の可

収集し、どのような形式が存在するか、どのよ

能性と意味を考えます。国際シンポジウムの

うな機能を担っているかを幅広く記述・考察し

講演録に加え、教育実践者らによる意欲的論

ています。今後の数量詞研究の礎となる一冊。

考を収録。

麹町店ベスト５ （10 月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
◆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
「
『初級』を教える」開催中！
11 月 16 日〜 12 月 28 日は、「『初級』を教える」をテーマに、おススメの書籍
をご紹介しています。
※ フェア期間中は対象の書籍を特別価格にて販売します（店頭レジでの現金払
いに限る）。対象商品は各フェアの期間中、店頭でご案内いたします。

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

［イベント情報］
展示販売

【講師】『文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ テキスト 改訂版』著者（文化外国語専門学校）
『文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ 改訂版 教師用指導例集』著者（文化外国語専門学校）
【日時】11 月 30 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】文化学園大学 C091 教室（渋谷区代々木 3-22-1）
【定員】 100 名（要予約。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】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

日本語教師塾 Vol.6
in
東京 日本語教師のアクティブ・コミュニケーション

展示販売

【講師】 毛利元貞先生（言語行動研究所）
【日時】12 月 8 日（日） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】凡人社麹町店
【定員】 20 名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】2,000 円（税込）※当日お支払いください。
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

地域で活動する日本語ボランティアのための研修会
in
東京 in 新宿

展示販売

【講師】 根津誠先生 , 清水崇文先生 , 鈴木英子先生
【日時】1 月 18 日（日） 13:30 〜 16:55（受付開始 13:00）
【会場】新宿文化センター３階小ホール（新宿区新宿 6-14-1）
【定員】 200 名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
※予約は 12 月 5 日（木）受付開始となります。
【参加費】無料
【お申し込み・お問い合わせ】公益財団法人新宿未来創造財団 文化交流課
TEL：03-3350-1141 FAX：03-3350-4839

日本語サロン研修会『日本文化を読む』教材説明会
in
大阪

１．日本文化を読む 初・中級学
習者向け日本語教材
（アルク）
２．PERFECT MASTER KANJI

N2

（凡人社）

３．ハイレベル総合科目
（ アスク出版）

営業部からのお知らせ
in 『文化初級日本語 テキスト 改訂版』改訂のポイント
東京

［新刊ベスト５］

展示販売

【講師】 西原純子先生（京都日本語教育センター）
【日時】１月 18 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】TKP 本町ビジネスセンター５A（大阪市中央区本町 2-3-4 アソルティ本町）
【定員】 70 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（税込）※当日お支払いください。
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：kojimachiten@bonjinsha.com（担当：四塚）

４．TRY ！日本語能力試験 N4
文法から伸ばす日本語［ベト
ナム語版］
（アスク出版）
５．NEJ:A NEW APPROACH TO

ELEMENTARY JAPANESE
VOL.2 中国語版

（くろしお出版）

［凡人社の書籍ベスト５］
１．絵で導入・絵で練習
２. 短期マスター 日本語能力試
験ドリル N4
３. WEEKLY J book1
日本語で話す 6 週間
４. 日本語能力試験 公式問題集

N2

５. 平成 24 年度日本語教育能力
検定試験 試験問題

NEWS
次回「凡人社通信」は
１月 15 日発行予定です。
例年、「凡人社通信」は 8 月と 12 月
にお休みをいただいております。
次号は、2014 年 1 月 15 日号となり
ますので、ご了承ください。
なお、各種イベント情報や新刊・近
刊情報などは、凡人社ウェブサイト
で随時ご案内しておりますので、ぜ
ひご覧ください。

http://www.bonjinsha.com/

