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日本語教育　実践

鮎澤孝子 編

A5 判　360 頁　1,900 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-878-4　5 月下旬発売予定

日本語教師として必要な基礎知識を幅広く提
供するために編まれた一冊。読者が知識と技
能を多角的に学び、実践につなげられるように
なることを目的としています。大きく 2部に
分かれており、第 1部では日本語および日本
語教育についての基礎知識を概観し、第 2部
では日本語教育の実践について考えます。各
章で扱う内容は次のとおりです。第 1部「日
本語教育概論」「外国語教授法」「第二言語習得」
「日本語音声と音声教育」「日本語文法」「対照
研究」「異文化理解」「評価とコースデザイン」。
第 2部「日本語教育実習演習」「タスクとプロ
ジェクトワークを中心とした教室活動」「教材・
教具」「アクション・リサーチ」。

日本語教育叢書 「つくる」 聴解教材を作る

関正昭 , 平高史也 編　宮城幸枝 著　

A5 判　270 頁（予定）　2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-682-1　6 月発売予定

聴解教材の作り方の実例を通して、日本語教育
における「音声言語を聞く」ことの重要性につ
いて語られています。音声言語の特質と言語教
育・聴解行動など、教材作成前に知っておきた
い理論に始まり、教材作成の手順やその指導方
法などが具体的に紹介。音声インプットを通し
た日本語教育や音声教育のあり方について考え
る手がかりとなる一冊です。

 シリーズ既刊 5 冊も好評発売中。（営業部 坂井）

日本語学と通言語的研究との対話

テンス ・ アスペクト ・ ムード研究を通して

定延利之 編

A5 判　240 頁　3,000 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-624-5　好評発売中

本書はテンス・アスペクト・ムードを取り上げ、
各々記述・歴史・方言・対照研究を専門とす
る第一線の日本語学者が、やはり第一線の言
語類型論者と対話を展開している論文集です。
この対話を通して、世界の言語を広く見渡す
通言語的な研究文脈の中で個別言語（日本語）
について追究する日本語学を見てみるとどう
であるか、その答えを探っています。



実力アップ！　日本語能力試験 Ｎ４　読む　

（文字 ・ 語彙 ・ 文法 ・ 読解）

JLCI 新試験研究会・代表 松本節子 著

A5 判　304 頁　2,100 円＋税

ユニコム 発行　

ISBN 978-4-89689-494-3　好評発売中

シリーズ最新刊『N4読む』では、日本語能力
試験 N4の「文字・語彙」「文法」「読解」各
分野の練習問題が豊富に掲載してあります。
試験対策に役立つのはもちろんのこと、問題
文・例文は会話体で書いてあるので、実用的
な日本語力を身につけたい方にもおすすめで
す。解説の重要な部分には英語訳が付いて、
理解を助けます。

がっこうのにほんご　絵カード 200

村野良子 , 藤川美穂 , 豊島教材作成チーム 作成・編集

B6 判　絵カード 200 枚＋活動案冊子 36 頁

4,800 円＋税

ココ出版 発行　

ISBN 978-4-904595-45-9　好評発売中

日本の小学校に入ってきた、外国につながる
子どもたちのための日本語教材です。学校生
活で使われる基本的な語彙や表現を、教具・
教材、給食、掃除、行事、人間関係、通学時
の安全など、幅広いトピックから厳選しまし
た。それぞれのトピックごとの活動案を丁寧
に紹介した小冊子付きです。

Good Writing へのパスポート

読み手と構成を意識した日本語ライティング

田中真理 , 阿部新 著

B5 判　192 頁　2,000 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-618-4　5 月下旬発売予定

相手に伝わる、効果的かつ魅力的な文章を書
くには？　ライティング研究の成果を取り入
れた、小手先の技術ではない、一生役に立つ
文章力を身につける「日本語表現」入門書。
豊富な実例とタスクで実践的に学ぶことがで
きます。巻末には評価基準・チェックシート・
文章構成要素一覧付き。２色刷。

異文化コミュニケーション能力を問う

超文化コミュニケーション力をめざして

佐藤慎司 , 熊谷由理 編

A5 判　268 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行　

ISBN 978-4-904595-46-6　5 月下旬発売予定

日本語教育／国語教育／英語教育に携わる研
究者たちによる「異文化コミュニケーション
能力」概念再考の書です。文化、コミュニケー
ション、能力という概念が理論化されてきた
背景を追い、その問題点を指摘。さらにその
問題点を乗り越えるための新たなビジョンを
示し、教育実践を紹介しています。

異文化コミュニケーションを問いなおす

ディスコース分析 ・ 社会言語学的視点からの考察

イングリッド・ピラー 著　高橋君江 , 渡辺幸倫ほか 訳

A5 判　264 頁　2,400 円＋税

創元社 発行　

ISBN 978-4-422-31026-8　好評発売中

著者が長年研究テーマとしてきた「人権」「社
会的包摂」を対話の軸とした新しい形の異文
化コミュニケーション学を紹介しています。
グローバル化が進む中で生きる人々や多国籍
企業のビジネス戦略、移民や亡命者の体験な
ど、世界各国の事例をまとめた一冊です。



日本語の配慮表現の多様性

歴史的変化と地理的 ・ 社会的変異

野田尚史 , 高山善行 , 小林隆 編

A5 判　320 頁　3,700 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-622-1　5 月下旬発売予定

配慮表現とは、聞き手や読み手に悪い感情を
持たれないようにするために使う表現のこと
です。本書では、現在日本語研究で新たな分
野として注目を集めているこの配慮表現につ
いて、古代語から現代語までの歴史的変化と、
現代の日本各地に見られる地理的・社会的変
異という 2つの観点から、使用場面を分析の
中心に据え、その多様性を追究します。

戦後の国家と日本語教育

山本冴里 著

A5 判　360 頁　3,500 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-621-4　5 月下旬発売予定

戦後の国家政策の中で、日本語教育はどのよう
な意味を持たされてきたのかに答え、いま日
本語教育に関わる私たちが、どのような流れ
の先にいるのかを描きます。同化・適応・相
互理解・国際化・多文化共生といった用語は
その時々でどんな意味で用いられたのでしょ
うか。緻密な分析かつ、長編小説のような豊
穣な文章でその変遷を描き出す意欲作です。

英語教師のためのコーパス活用ガイド

赤野一郎 , 投野由紀夫 , 堀正広 編著

A5 判　256 頁　2,000 円＋税

大修館書店 発行　

ISBN 978-4-469-24585-1　好評発売中

例文を作る、教材の英語の特徴を調べる、英
作文を添削する、生徒の学習の傾向をつかむ
など、コーパス英語教師の強い味方になりま
す。本書では、中学校・高校・大学の英語教
師のために、「どのようなコーパスを使うか」
「どうやって調べるか」を豊富な実例とともに
基礎から解説します。

文脈をえがく 

運用力につながる文法記述の理念と方法

太田陽子 著

A5 判　360 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行　

ISBN 978-4-904595-47-3　好評発売中

近年、盛んに議論されている「日本語教育文法」
をもう一度見直し、本当に教育に役立つ文法
記述の方法を探っています。これまでの文法
説明や文型指導には「文脈」という観点が欠
けていることを訴え、「文脈」を重視した新た
な文法記述の方法を、モダリティ表現の「ハ
ズダ」を例に、具体的に提案します。

言語教師認知の動向

笹島茂 , 西野孝子 , 江原美明 , 長嶺寿宣 編著

A5 判　224 頁　2,800 円＋税

開拓社 発行　

ISBN 978-4-7589-2197-8　好評発売中

言語教師認知の研究は進化しています。『言語
教師認知の動向』は、日本における言語教師
認知の研究の現状を理論と実践面からまとめ
た言語教師認知の研究の必読書であり、既刊
の『言語教師認知の研究』の進化発展形であ
ります。併せて読むことで「言語教師認知と
は何か？」が理解できます。



●麹町店で「アルク創業 45 周年
　特別フェア」開催中
現在、凡人社麹町店ではフェアを開
催中です。アルクの商品をご購入の
際に、麹町店限定の特典がございま
す。この機会に、ぜひご来店ください。

●『日本語でインターアクション』
　のサポートページ開設
本書の特長や目次をご覧いただける
ほか、「教師用手引き」の PDFが無
料でダウンロードできます。
凡人社 wesiteトップページ＞凡の本＞リ
ソース＞日本語でインターアクション
h t t p : / / w w w . b o n j i n s h a . c o m /
interactioninjapanese/

● 5 月 28 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

［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      非漢字圏学習者に対する日本語指導を考える　

  ―『できる日本語』を使って―〈大阪会場〉
【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）

in
福岡      非漢字圏学習者に対する日本語指導を考える　

  ―『できる日本語』を使って―〈福岡会場〉
【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）

in
大阪      凡人社日本語サロン研修会 in 大阪　

 『日本語でインターアクション』（凡人社）＆
 『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）

in
福島      地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 　

 in 福島
【講師】 辻亜希子先生 ,大久保雅子先生 ,
 齋藤美幸先生 ,沼田宏先生 ,加藤早苗先生
【日時】 7月 5日（土）　13:30 ～ 16:50（受付開始 13:00）
【会場】 ビッグパレットふくしま 3階小会議室 2+3
 （福島県郡山市南二丁目 52番地）
【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】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

展示販売

展示販売

１． 平成 25年度日本語教育能力
検定試験　試験問題

（凡人社）

２． まねして上達！にほんご音読
トレーニング 

（アスク出版）

３． TRY!日本語能力試験 N3　
文法から伸ばす日本語　

 改訂版
（アスク出版）

３． 日本語初級１　大地
 漢字学習帳 <英語版 >

（スリーエーネットワーク）

３． みんなの日本語中級Ⅱ
 翻訳・文法解説ドイツ語版

（スリーエーネットワーク）

 麹町店ベスト５（４月）

１． 平成 25年度日本語教育能力
検定試験　試験問題

２． 絵で導入・絵で練習
３． WEEKLY J book1
 日本語で話す 6週間
３． 日本語でインターアクション
３． 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


