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日本語でインターアクション

INTERACTION in JAPANESE

サウクエン・ファン 監修　吉田千春 編著

武田誠 , 徳永あかね , 山田悦子 著

B5判　224頁+別冊16頁　CD1枚付き　2,520円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-871-5　1 月下旬発売予定　

留学生が実生活のさまざまな場面に主体的に
参加するとともに、場面に適したインターア
クションができるようになることを目指した
一冊。「メールで連絡をする」「活動やイベント
を見学する」などの 10 の場面を取り上げ、「イ
ンターアクション能力」を構成する「言語能力」
「社会言語能力」「社会文化能力」を高めます。
主な対象レベルは初級後半～中級。付属 CD-
ROMには、音声データのほか、「じゅんびシー
ト」「ふりかえりシート」などを収載。

 凡人社ウェブサイトで「教師用手引き」を順次、

無料配信します。（営業部 坂井）

シャドーイング 日本語を話そう 初～中級編 

[ インドネシア語 ・ タイ語 ・ ベトナム語版 ] 

齋藤仁志 , 吉本惠子 , 深澤道子 , 小野田知子 ,

酒井理恵子 著

A5 判　144 頁　CD1 枚付き　1,470 円（税込）

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-606-1　好評発売中

大好評シャドーイング（音声を聞きながらすぐ
声に出す練習法）教材（初～中級）のインドネ
シア・タイ・ベトナム語翻訳版。自然な日常会
話を素材とし、初級から楽しんで使えます。話
したいフレーズ、すぐに使えるフレーズが満載
で生の日本語会話に触れられます。教室での
ウォーミングアップや自習にも最適。

フシギなくらい見えてくる ! 

本当にわかる言語学 

佐久間淳一 著

四六判　238 頁　1,680 円（税込）

日本実業出版社 発行

ISBN 978-4-534-05137-0　好評発売中

コミュニケーションの道具である言語は、人
間が進化の過程で言語を獲得したときから最
大の関心事。その研究はとどまることがなく、
心理学や哲学、社会学、情報工学、教育学など、
さまざまな領域から言語の探究が進んでいま
す。本書は、研究領域が広い言語学に対して「普
遍的な原理」を中心に解説。一読することで
言語学の全体像がスッキリわかります。



日本語教師の 7 つ道具シリーズ

⑤　読解授業の作り方編

大森雅美 , 鴻野豊子 著

B5 判　127 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2405-0　好評発売中

基本的な読解授業の組み立て方、さまざまな
生素材の使用法、オリジナル教材の作り方な
どをわかりやすく紹介。「読んで設問に答える」
だけではない、“読める喜び”を実感できる授
業を目指します。
⑥　聴解授業の作り方編

大森雅美 著

B5 判　128 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2406-7　好評発売中

学習者が聴解でつまずくポイントを整理し、
真の聴解力をつけるための授業の組み立て方
を豊富な事例とともに解説。CDを聞かせる
だけで終わらない聴解授業を目指しましょう。
授業に役立つ音声ダウンロード特典付き。
⑦　会話授業の作り方編

鴻野豊子 著

B5 判　140 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2407-4　好評発売中

アルク 発行

文型定着に偏った従来の会話授業を見直し、
本当に使える会話力を養う授業作りを、著者
の豊富な実践例から考えます。テーマ選択の
コツ、学習者のつまずきへの対応パターンな
ど、新しいアイデアや授業例が満載です。

はじめて学ぶ異文化コミュニケーション

多文化共生と平和構築に向けて

石井敏 , 久米昭元 , 長谷川典子 , 桜木俊行 , 石黒武人 著

四六判　310 頁　2,100 円（税込）

有斐閣 発行

ISBN 978-4-641-28133-2　好評発売中

多文化社会に生きる現代の学生・社会人にとっ
て必要な、異文化コミュニケーションの知識と
考え方を、具体例を多く用いてわかりやすく解
説します。本書の前身である『異文化コミュニ
ケーション』のよさを引き継ぎつつ、新たに新
進気鋭の研究・教育者 3名を加え、書名も変
更して内容を刷新しました。

世界に向けた日本語研究

遠藤喜雄 編

A5 判　272 頁　3,990 円（税込）

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-2192-3　好評発売中

本書は、世界で話題になっている言語研究のト
ピック（ムード、発話行為、副詞、形容詞、複合語、
フォーカス表現等）について、日本語研究から
貢献が期待できる一般性を備えた論考を取り揃
えた論文集です。すべての論文は、新しく書き
下ろされたものです。これから世界に向けて発
信されることが期待される最新の論文揃いです。

学習者の自律をめざす協働学習

中学校英語授業における実践と分析

津田ひろみ 著

A5 判　404 頁　7,140 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-617-4　好評発売中

中学校英語授業での実践から、自律的学習者
を育むための、メタ認知指導を重視した協働
学習を分析。質的・量的調査、相互行為の分
析などから学習者の意識やその社会文化的役
割を明らかにします。英語教員のみならず、
広く言語コミュニケーションに関心のある
人々にもおすすめの一冊です。



『文化初級日本語 改訂版 テキスト』
の特設ページを公開しました !

凡人社ウェブサイト内に、特設ペー
ジができました！

「新文化初級日本語」と
「文化初級日本語 改訂
版」の文型対照表のほ
か、目次や語彙リスト
（英語・中国語・韓国
語・ベトナム語）など
が無料でご覧いただけ
ます。 ぜひご活用くだ
さい。

http://www.bonjinsha.
com/20131227info/

◆ 新春アウトレットセール開催中 ! ! ◆
凡人社発行の人気テキストを特別価格にて販売いたします。どれも驚きのお値
段となっております。ぜひご来店ください。
＊ アウトレットセールで販売する商品は傷みや汚れのあるものです。尚、商品
は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。ご了承
ください。

●定員に達したため、現在お申し込みいただける麹町店イベントは
　ございません。（１月 15 日現在）
なお、新しいイベント情報は、「凡人社通信」、弊社ウェブサイト、メールマガ
ジンなどで随時お知らせします。次のイベントにご期待ください。

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

［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      日本語サロン研修会『日本文化を読む』教材説明会 

　

【講師】 西原純子先生（京都日本語教育センター京都日本語学校）
【日時】 １月 18日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP大阪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）

in
大阪      日本語教師塾 大阪編 Vol.1  

　『日本語教師のキャリアデザイン』
【講師】 河野俊之先生（横浜国立大学）
【日時】 ２月 15日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 30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）

「日本語教師塾 大阪編」今後の予定

◆日本語教師塾 大阪編 Vol.2 ◆ 
【講師】 岩城美也子先生（Ｊ国際学院）
【日時】 ８月２日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 30名（要予約）※まだ予約は受け付けておりません。
【参加費】2,000円（税込）※当日お支払いください。

◆日本語教師塾 大阪編 Vol.3 ◆ 
【講師】 横溝紳一郎先生（西南女学院大学）
【日時】 12月予定
【会場】 大阪市内（詳細未定） 
【定員】 30名（要予約）※まだ予約は受け付けておりません。
【参加費】2,000円（税込）※当日お支払いください。

※ Vol.2、Vol.3の予約受け付け開始時期は、後日、「凡人社通信」、
　ウェブサイト、メールマガジンなどでお知らせします。

展示販売

展示販売

展示販売

展示販売

１． 日本語教師の７つ道具シリー
 ズ⑦　会話授業の作り方編
 （アルク）

２． 日本語教師の７つ道具シリー
 ズ⑤　読解授業の作り方編

（アルク）

３． 日本語教師の７つ道具シリー
 ズ⑥　聴解授業の作り方編

（アルク）

４． KANJI IN CONTEXT
 WORKBOOK VOL.1 
 [Revised Edition]

（ジャパンタイムズ）

５． みんなの日本語初級Ⅱ 第 2版
 翻訳・文法解説 英語版

（スリーエーネットワーク）

 麹町店ベスト５（12 月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
N3

２. どんどん使える！日本語文型
トレーニング（初級）

３. 絵で導入・絵で練習
４. WEEKLY J book1
 日本語で話す 6週間
５. 五十音図表

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ


