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平成２５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　1,400 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-873-9　4 月初旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の平成 25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
の総まとめや実力試しとしても活用できる、
受験者必携の一冊です。平成 24年度以前のも
のも発売中です。

アカデミック ・ ライティングのための

パラフレーズ演習

鎌田美千子 , 仁科浩美 著　

B5 判　74 頁＋別冊 15 頁　1,400 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

978-4-88319-681-4　3 月下旬発売予定

アカデミック・ライティング能力の向上を図
るテキストです。自らの考えを正しい日本語
で伝えることができるよう、目的や伝達手段
などに応じた言い換えを学習します。前後の
意味を読み取りながら自分の文章の展開に合
わせた言い換え方法など、さまざまなパラフ
レーズ演習を通してライティング能力の向上
を目指しています。

日本語プロフィシェンシー研究　第 2 号

日本語プロフィシェンシー研究会 編

B5 判　160 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-875-3　3 月下旬発売予定

「日本語プロフィシェンシー研究会」が年 1回
発行する研究誌。第 2号となる本書は「地域
日本語教育とプロフィシェンシー」を特集テー
マとして、野山広氏・森本郁代氏、嶋田和子
氏、岡田達也氏、櫻井千穂氏・中島和子氏、
新矢摩紀子氏の論文を掲載しています。また、
プロフィシェンシーの向上を目指した教材に
ついての書評も掲載しています。白石佳和氏
と佐久間みのり氏がそれぞれ『できる日本語』
について、奥野由紀子氏が『新・生きた素材
で学ぶ中級から上級への日本語』について、
一条初枝氏が『「大学生」になるための日本語』
について述べています。

2013 年に発行した創刊号も発売中です。（営業部 

坂井）



日本語教育教科書

日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 

第 3 版

ヒューマンアカデミー 著

B5 判　544 頁　CD1 枚付き　3,200 円＋税

翔泳社 発行

ISBN 978-4-7981-3477-2　好評発売中

大好評の検定試験対策書が内容刷新、第 3版と
なって新登場！　多くの合格者を輩出している
ヒューマンアカデミーの講師陣が、幅広い試験
分野を 1冊で学習できるよう内容を厳選して、
わかりやすく解説。試験 II対策用には CDを、
試験 IIIの記述問題対策用に添削例や模擬解答
を入れた特別編を付けるなど、独学でも合格す
る力が十分につくよう工夫されています。

＜中学に向けて＞

かんじ　だいすき　社会 ・ 理科編　練習帳

国際日本語普及協会 著

A4 判　約 190 頁　価格未定

国際日本語普及協会 発行

ISBN 978-4-906096-0　4 月発売予定

「＜中学に向けて＞ かんじだいすき 社会・理
科編」の副教材として作成された練習帳。練
習帳では、書きの力をつけながら、子どもの
学習進度に合わせて年表、応用問題、「豆知識」
「もっと知ろう」などのコラムで知識を深める
ことができます。クイズやすごろくの楽しい
頁、また、書き練習参照用の漢字筆順カード
も備えています。

「非母語話者の日本語」 は、 どのように評

価されているか

評価プロセスの多様性をとらえることの意義

宇佐美洋 著

A5 判　392 頁　4,000 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-41-1　好評発売中

本書は、外国人の書いた「謝罪文」に対する
日本人の「評価」を調査・分析し、その評価
プロセスをモデル化します。その「評価プロ
セスモデル」を用いて、日本人の抱く「外国
人の使う日本語」への意識にクリティカルな
問い直しを迫るのが本書のねらいです。

講義理解過程におけるアカデミック ・ イン

ターアクションに関する実証的研究

留学生の視線行動から考えるグローバル化時代の大学教育

毛利貴美 著

A5 判　496 頁　4,000 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-44-2　好評発売中

留学生は、大学の講義をどのように理解する
のか。本書は、講義中の視線行動やインタ
ビューなどから、それを明らかにしていきま
す。本書の示す、理解しやすく、学びを促す
講義のあり方は、留学生だけでなく日本人学
生にとっても有意義なものになるでしょう。

日本語教育における評価と 「実践研究」

対話的アセスメント ： 価値の衝突と共有のプロセス

市嶋典子 著

A5 判　280 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-43-5　好評発売中

本書は、日本語教育における評価研究と実践
研究の変遷を過去の文献からたどり、その問
題点を明らかにしています。その上で、自身
の実践を示し、「対話的アセスメント」という
新たな評価の概念とアプローチを提案。評価
のパラダイムシフトを図る意欲作です。



日本語複文構文の研究

益岡隆志 , 大島資生 , 橋本修 , 堀江薫 , 前田直子 ,

丸山岳彦 編

A5 判　736 頁　9,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-675-4　好評発売中

日本語の研究の中でも、単文に比べて発展の
余地を多く残す「複文」について、総合的に
取り組んだ研究論文集です。内容は四つの部
に分かれ、それぞれ「連用複文・連体複文」「文
法史」「コーパス言語学・語用論」「言語類型論・
対照言語学」からなります。大著ですが複文
を知るには欠かせない一冊です！

コミュニケーションデザイン

西條美紀 著

A5 判　224 頁　1,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-613-9　好評発売中

複雑な問題について漠然と議論をはじめても
問題解決は進みません。本書では、コミュニ
ケーションデザイン（解決のための設計）を
行うことによって、問題を明確にし、その解
決のためにどうすればよいかを紹介します。
太陽光発電・地域医療における多職種連携・
裁判員裁判の議論に携わった著者の実例を中
心に、読者とともにその解決方法を探ります。

リテラシーズ叢書 3

マイノリティの社会参加 障害者と多様なリテラシー

佐々木倫子 編

A5 判　232 頁　2,200 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-617-7　好評発売中

だれもが安心して暮らせる社会のあり方とは、
何でしょうか。視覚障害、聴覚障害、読み書
き障害などを持つ当事者たちが、自身の生い
立ちや、今後の教育と社会のあるべき姿につ
いて語ります。非当事者による研究論文、海
外の論文も収録した、渾身の一冊です。

言語コミュニケーション能力を育てる

発達調査をふまえた国語教育実践の開発

位藤紀美子 監修

A5 判　330 頁　4,600 円＋税

世界思想社 発行

ISBN 978-4-7907-1618-1　好評発売中

通じ合うことば、響き合う心、分かち合う思い：
小学校から中学校までの国語科授業における
子どもの言語コミュニケーション発達調査の
分析・検討と、言語コミュニケーション能力
を育てる国語教育実践の開発に取り組んだそ
の成果を踏まえて、通じ合うことばの育つ教
室実践の具体像を多角的に描きます。

複合動詞研究の最先端

謎の解明に向けて

影山太郎 編

A5 判　468 頁　8,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-691-4　好評発売中

日本語にみられる「晴れ渡る」といった複合
動詞が、どのような仕組みで、どういった歴
史があるのか、また外国語の場合はどうか。
これらの謎に若手からベテランの研究者が挑
みます。トルコ語や韓国語との対照研究もあ
り、日本語教育にとっても有益な一冊です。

国際英語としての 「日本英語」 のコーパス

研究

日本の英語教育の目標

藤原康弘 著

A5 判　260 頁　7,000 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-687-7　好評発売中

日本の英語教育では「ネイティブ英語」が目
標と考えられてきました。しかしそれは本当
に妥当なのでしょうか。本書は日本人英語使
用者コーパスを構築し、その言語的特徴を明
らかにした上で、「母語話者信奉」から脱却し
実現可能な英語教育の必要性を説きます。



『できる日本語　中級』　
ヒント＆ポイントを公開！

「中級」から『でき
る日本語』使用した
いという方には、「ど
うやって使ったらい
いのだろう？」と戸
惑う方もいるかもし
れません。そんな方
に朗報です！
アクラス日本語教育研究所のウェブ
サイトに、「授業の流れ」「各課のヒ
ント＆ポイント」が順次アップロー
ドされる予定です。

アクラス日本語教育研究所
http://www.acras.jp/?p=2497

● 3 月 29 日（土）14:00 ～ 16:00（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
『NAFL（ナフル）日本語教師養成プログラム』説明会

担当：村上充氏

● 4 月 19 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
「中級の壁」をすみやかに超える！　四技能を伸ばす学習をめざして

―『中級日本語教科書　わたしの見つけた日本』の活用法―

講師：近藤安月子先生 ,丸山千歌先生 ,有吉英心子先生

　※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

★凡人社麹町店は、日本語教育に関する様々な情報をお届けし、教材について気軽
に相談していただけるお店を目指しております。教材をゆっくりご覧いただけ
る席、国内求人情報の掲示スペースもございます。是非一度ご来店ください。
　［アクセス］ 東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅（出口 1）より徒歩 3分
　  東京メトロ有楽町線　麹町駅（出口 1）より徒歩 3分

［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
福井      地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 

　in 福井
【講師】 宿谷和子先生 ,浅野陽子先生 ,鈴木英子先生
【日時】 4月 12日（土）　13:30 ～ 16:55（受付開始 13:00）
【会場】 福井県国際交流会館 2階第 1・2会議室（福井県福井市宝永 3丁目 1-1）
【定員】 60名（要予約。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】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

in
東京      凡人社日本語サロン研修会　『どんどん使える！日本語

   文型トレーニング』＆『日本語でインターアクション』
【講師】 坂本正先生 ,サウクエン・ファン先生 ,吉田千春先生
【日時】 5月 17日（土）　13:30 ～ 16:40（受付開始 13:15）
【会場】 新宿文化センター 4階第 1会議室（東京都新宿区新宿 6-14-1）
【定員】 60名（要予約。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】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

展示販売

展示販売

１． ＴＲＹ！日本語能力試験Ｎ５
  < ベトナム語版 >
 （アスク出版）

２． ドリル＆ドリル　日本語能力
試験　Ｎ３　聴解・読解

（ユニコム）

３． 日本語教育能力検定試験　完
全攻略ガイド　第３版

（翔泳社）

４．中上級のにほんご　2014年
2月号

（創作集団にほんご）

５． 日本語教師のための TIPS77 
第３巻  音声教育の実践

（くろしお出版）

 麹町店ベスト５（2 月）

１． 日本語でインターアクション
２. 日本語能力試験　公式問題集

N2
３. 絵で導入・絵で練習
４. 短期マスター　聴解ドリル 2
 N1・N2レベル
５. 日本語能力試験　公式問題集

N1

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ

凡人社ウェブサイトはで、
各本を使ううえで役立つ
リソースを配信中です。
http://www.bonjinsha.
com/feature/
＊一部、制作中のものもあります。


