新刊情報

No. 273 2014 年 4 月 15 日号
解放的語用論への挑戦
文化 ・ インターアクション ・ 言語
井出祥子 , 藤井洋子 編
A5 判 200 頁 1,800 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-620-7 好評発売中

多言語比較可能な映像談話データ、ミスター・
オー・コーパスを使用した、新しい「文化・
インターアクション・言語」研究への取り組
みを紹介します。文法現象比較からの文化比
較、「場の考え」の提示、視線による観察、談
話行動のメカニズムを求める試みなど、6 章

日本語教育学の歩き方

を収録しました。各章末には、今後の研究に

初学者のための研究ガイド

むけた執筆陣からのメッセージも。

本田弘之 , 岩田一成 , 義永美央子 , 渡部倫子 著

大阪大学出版会 発行

外国語教育Ⅴ
一般教育における外国語教育の役割と課題

ISBN 978-4-87259-468-3 好評発売中

吉島茂 , S. Ryan 編

日本語教育関連の研究分野が非常に拡大・細

B5 判 260 頁 CD-ROM1 枚付き 2,800 円＋税

分化している現状を踏まえ、本書ではその方

朝日出版社 発行

法論を丁寧に解説し、日本語教育の研究分野

ISBN 978-4-255-00761-8 好評発売中

を広く浅く鳥瞰的に紹介します。また、さら

外国語教育が一般教育、義務教育の重要な柱と

に詳しく勉強したい人のために、専門書や各

見なされる今日において、外国語教育がアジア

方法論を用いた研究論文も掲載しています。

の近隣諸国、ヨーロッパの国々の一般教育の中

日本語教育学に興味がある人は、いろいろな

でいかなる位置づけを与えられているかを見、

ルートを通って研究を進めます。そのルート

日本における外国語教育の理念的省察の便に供

は違っても、
「日本語教育の発展に貢献したい」

しようと編集されたものです。巻末には欧文論

というゴールは同じはずです。さあみなさん、

考のオリジナル・テクスト、和文論考の英語版

本書を片手に、旅に出ませんか？

を収録した CD-ROM を添付。

A5 判 294 頁 2,200 円＋税

初級が終わったら始めよう

最新 ICT を活用した私の外国語授業

新 ・ にほんご敬語トレーニング

吉田晴世 , 野澤和典 編著

金子広幸 著

A5 判 256 頁 2,500 円＋税

B5 判 208 頁 CD2 枚付き 2,000 円＋税

丸善プラネット 発行 丸善出版 発売

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86345-197-1 好評発売中

ISBN 978-4-87217-856-2 好評発売中

外 国 語 教 育 の 現 場 で、 最 新 の IT 技 術（PC、

「実生活で敬語を聞き取り、使う機会が多いに

タブレット、スマホ、クラウド他）がどのよ

もかかわらず、初級教科書では十分な学習でき

うに活用されているのか、IT 技術の活用がど

ない」そんな学習者のニーズに応えた初めての

のような成果を生んでいるのか。コンピュー

敬語教材としてロングセラーとなった本教材が

タ利用教育学会のメンバーによる外国語（英

使いやすくなって登場。英語・中国語・韓国語

語・日本語・韓国語・ドイツ語）教育の現場

訳を、語彙だけでなく解説にも付けました。ま

からの最前線のレポートです。

た、メールを書く活動を入れることで、書き言
葉をカバー。場面別の構成や CD を使った口

朝倉日英対照言語学シリーズ 3

慣らし練習はそのままです。

音韻論
菅原真理子 編
A5 判 180 頁 2,800 円＋税
朝倉書店 発行
ISBN 978-4-254-51573-2 好評発売中

日本語と英語学との比較・対照を通して、英
語学・言語学の理解を深めることを意図した
半期対応教科書シリーズの音韻論を取り上げ
た巻です。各章末に演習問題と参考文献を用
意しています。本巻では「音の体系と分類」
「音
節とモーラ」といった音韻論の基礎から、「最
適性理論」まで取り上げています。
まねして上達！

にほんご音読トレーニング

松浦真理子 , 福池秋水 , 河野麻衣子 , 吉田佳世 著

日本語の助動詞

A5 判 176 頁 CD2 枚付き 1,800 円＋税

北原保雄 著

アスク出版 発行

A5 判 256 頁 2,900 円＋税

ISBN 978-4-87217-888-3 好評発売中

大修館書店 発行

待望の本格的 音読 教材。音読とシャドーイ

ISBN 978-4-469-22234-0 好評発売中

ングにより、聴解力・会話力など総合的な力を

日本語文法の基本に関わる重要な助動詞「な

身につけることができます。ある程度まとまっ

り」。動詞から助動詞へと転じた「なり」と新

た分量の日本語を
「日本人らしいリズムや速度」

たに出現した構文により発生したもう一つの

で話すことに慣れていき、同時に使える表現の

「なり」は、かつて同一のものとも見なされ、

量を増やしていきます。
「基本・ゆっくり・リピー

いまだその議論は決着を見ていません。二つ

ト用」の 3 種類で音声収録。英語対訳付き（中

の「なり」の関係、違いとは何か？

国語・ベトナム語訳は専用 Web サイトより無

文法研究の第一人者・北原保雄先生があらゆ

料ダウンロード）
。

る角度から考察します。

二つの 「なり」 の物語

日本語

学級担任のための外国人児童生徒サポート
マニュアル

言語学、 文学そしてその彼方へ

臼井智美 著

都留文科大学英文学科創設 50 周年記念研究論文集編集

A5 判 168 頁 2,200 円＋税

委員会 編

明治図書 発行

A5 判 454 頁 20,000 円＋税

ISBN 978-4-18-096026-2 好評発売中

ひつじ書房 発行

外国人児童生徒の学級担任になって、
「困った」

ISBN 978-4-89476-682-2 好評発売中

「どうしよう…」とお悩みの先生必携！

都留文科大学英文学科創設 50 周年記念研究論文集

学級

本書は、都留文科大学文学部英文学科創設 50

経営で配慮すべきポイントや保護者との協力関

周年を記念し専任教員、名誉教授、本学英文

係の築き方、学力形成のための授業づくりの方

学科卒業の研究者が寄稿した 26 編の論文から

法、進路指導、外部協力者との連携まで、指導

なる論文集です。最新の言語学（生物言語学、

に必要な情報を完全網羅しました。

認知言語学、コーパス言語学、語用論、第 2
言語習得研究など）、英語教育学、英文学、米

文章力 ・ 論理力を高める日本語トレーニング

文学、英語文学また、生物学、物理学と様々

松谷英明 著

な研究分野の論文が収められています。日本

A4 判 92 頁 1,200 円＋税

語教育関係者にもおすすめの一冊です。

学事出版 発行
ISBN 978-4-7619-1948-1 好評発売中

若者の言語（日本語）力の低下は深刻な状況で、
大学や企業からは悲鳴があがっています。本書
は、大学での「初年次教育」テキストおよび、
高校・専門学校での「言語技術学習」テキスト
として開発されたものです。著者が長年、言語
教育に携わってきた中から独自に開発したプロ
グラムに基づいて作成された、実践にすぐに生
かせるテキストです。

新明解日本語アクセント辞典
（第２版） ＣＤ付き

日本語教育のためのタスク別書き言葉コー
パス
金澤裕之 編

金田一春彦 監修 秋永一枝 編

A5 判 448 頁 CD-ROM1 枚付き 6,500 円＋税

B6 判 1,152 頁 CD1 枚付き 4,000 円＋税

ひつじ書房 発行

三省堂 発行

ISBN 978-4-89476-698-3 好評発売中

ISBN 978-4-385-13672-1 好評発売中

本書は、
日本語母語話者と非母語話者（韓国語・

標準的な東京アクセントを収めた辞典の最新

中国語）各 30 名の書き言葉資料（日本語作文

改訂版です。新語や固有名詞等が増補され、

等）を収集、評価基準・レイティング方法等に

約 76,600 語を収録。判型も少し拡大され、文

ついて解説を加えたものです。非母語話者にお

字が一回り大きくなりました。ガ行鼻音や母

ける全 12 種類のタスクについての総合評価結

音の無声化、アクセント変化の注記もあり、

果をレベル別・母語別にまとめ、特徴を示した

付録「アクセント習得法則」や付属 CD で東

ほか、本資料を活用した研究の実例も紹介。全

京アクセントのしくみも学べます。

作文データ収録の CD-ROM 付き。

麹町店ベスト５ （３月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 4 月 23 日（水）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

講師：アルク日本語事業部 村上充氏
※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：佐々木）
TEL: 03-3239-8673 FAX: 03-3238-9125 E-mail: kojimachiten@bonjinsha.com

営業部からのお知らせ
［イベント情報］
凡人社日本語サロン研修会 『どんどん使える！日本語
in
東京 文型トレーニング』＆『日本語でインターアクション』 展示販売
【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 〜 16:45（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）

非漢字圏学習者に対する日本語指導を考える
in
大阪 ―『できる日本語』を使って―〈大阪会場〉

展示販売

【講師】 嶋田和子先生
【日時】 6 月 7 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）
【定員】 80 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）

非漢字圏学習者に対する日本語指導を考える
in
福岡 ―『できる日本語』を使って―〈福岡会場〉

展示販売

【講師】 嶋田和子先生
【日時】 6 月 8 日（日） 13:30 〜 16:30（受付開始 13:00）
【会場】 博多バスターミナル 9 階第 6 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 40 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）

凡人社日本語サロン研修会 in 大阪
in
大阪 『日本語でインターアクション』
（凡人社）＆

展示販売

『ブラッシュアップ日本語会話』
（ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ）

【講師】 徳永あかね先生 , 清水崇文先生
【日時】 6 月 29 日（日） 13:30 〜 16:45（受付開始 13:00）
【会場】 愛日会館 3 階多目的室（大阪市中央区本町 4-7-11）
【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】1,000 円（税込）
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

［新刊ベスト５］
１．アカデミック・ライティング
のためのパラフレーズ演習
（スリーエーネットワーク）
２．TRY! 日本語能力試験Ｎ 1
［ベトナム語版 ］
（アスク出版）
３．中上級のにほんご
2014 年 3 月号
（創作集団にほんご）
４．みんなの日本語中級Ⅱ
翻訳・文法解説フランス語版
（スリーエーネットワーク）
５．新・にほんご敬語トレーニン
グ
（アスク出版）
［凡人社の書籍ベスト５］
１．日本語でインターアクション
２. できる日本語 初級
わたしの文法ノート
３. できる日本語 初中級
わたしの文法ノート
４. 絵で導入・絵で練習
５. WEEKLY J book1
日本語で話す 6 週間

NEWS
● 2014 年 第 1 回
日本語能力試験（国内）
［試験日］
2014 年 7 月 6 日（日）
［申し込み受付期間］
2014 年 4 月 1 日〜 2014 年 4 月 30 日
＊インターネット申し込みは 17 時まで
＊郵送による申し込みは 4 月 30 日消印有効

［問い合わせ先］
日本語能力試験受付センター

03-6686-2974

＊ 10 時〜 17 時
（土・日・祝日・年末年始を除く）

●日本語教育学会春季大会
［開催日］5 月 31 日（土）
・6 月 1 日（日）
［場所］創価大学
＊書籍の展示販売をいたします。

