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まるごと 日本のことばと文化 初級１ A2
かつどう／りかい
国際交流基金 編著
来嶋洋美 , 柴原智代 , 八田直美 , 今井寿枝 , 木谷直之 著
かつどう A4 判 184 頁 1,800 円＋税
ISBN 978-4-384-05754-6 好評発売中
りかい A4 判 270 頁 1,900 円＋税
ISBN 978-4-384-05755-3 好評発売中
三修社 発行

日本語教育実践

JF 日本語教育スタンダード準拠、待望の第二
弾です。A2 とは、家族、趣味、仕事、健康など、

鮎澤孝子 編

日常的な情報交換に応じたり、身の回りの状況

A5 判 360 頁 1,900 円＋税

を簡単な言葉で説明できるようになるレベルで

凡人社 発行

す。音声教材は http://marugotonihongo.jp より

ISBN 978-4-89358-878-4 好評発売中

無料でダウンロードできます。

日本語教師として必要な基礎知識を幅広く提

「入門 A1」も好評発売中です。
（営業部 坂井）

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

こんにちは、 にほんご！ 〈ベトナム語版〉

なることを目的としています。大きく 2 部に

すぐに使える暮らしのかんたん表現

分かれており、第 1 部では日本語および日本

てくてく日本語教師会 著

語教育についての基礎知識を概観し、第 2 部

A5 変判 160 頁 1,300 円＋税

では日本語教育の実践について考えます。各

ジャパンタイムズ 発行

章で扱う内容は次のとおりです。第 1 部「日

ISBN 978-4-7890-1565-3 好評発売中

本語教育概論」
「外国語教授法」
「第二言語習得」

日常の挨拶から緊急時の表現までを網羅した

「日本語音声と音声教育」「日本語文法」「対照

好評既刊『こんにちは、にほんご！〈英中韓

研究」
「異文化理解」
「評価とコースデザイン」。

訳付き〉』のベトナム語版。本書を手掛かりに

第 2 部「日本語教育実習演習」「タスクとプロ

コミュニケーションをとりながら、自然に日

ジェクトワークを中心とした教室活動」
「教材・

本語が身につくことを目指します。ゼロレベ

教具」「アクション・リサーチ」。

ルから使える便利な「道具」となる一冊。

中級から伸ばす

ビジネスケースで学ぶ日本語

どんなときどう使う 日本語語彙学習辞典

筒井通雄 監修 高見智子 著

安藤栄里子 , 惠谷容子 , 阿部比呂子 , 飯嶋美知子 著

B5 判 144 頁 2,400 円＋税

A5 判 552 頁 2,800 円＋税

ジャパンタイムズ 発行

アルク 発行

ISBN 978-4-7890-1567-7 好評発売中

ISBN 978-4-7574-2456-2 好評発売中

ビジネススクールで行われるケーススタディ

本書は例文が充実し、またそれぞれの語の合

の手法を使い、総合的に日本語力を伸ばす、

成語・類義語・対義語・関連語・コロケーショ

新機軸の中・上級者向け教材。実在する 5 つ

ン情報も豊富です。この 1 冊があれば、新出

のグローバル企業――日本コカ・コーラ、任

語の適切かつ幅広い学習ができます。語の意

天堂、コーチ、ウォルマート、トヨタ――に

味は英語・中国語・韓国語・ベトナム語の 4

おける商品開発やビジネス戦略の事例を日本

か国語の翻訳付き。例文を読み上げた音声ダ

語で読み、考え、話し合うことを通して、上

ウンロードサービスもあります。教師の授業

級へのレベルアップをめざします。N3 以上ま

準備にも使い勝手のいい辞典です。

たは OPI 中級の中以上の学習者対象。

シャドーイング 日本語を話そう
中～上級編 ［インドネシア語 ・ タイ語 ・ ベトナム語訳版］
斎藤仁志 , 深澤道子 , 酒井理恵子 , 中村雅子 ,
吉本惠子 著
A5 判 168 頁 CD2 枚付き 1,800 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-625-2 好評発売中

大好評『シャドーイング日本語を話そう』シ
リーズ第 4 弾。自然な日常会話を収録。日常

みんなの日本語中級Ⅰ 翻訳 ・ 文法解説
ベトナム語版

生活やビジネスシーンなど必要な場面ですぐ

スリーエーネットワーク 編著

に使える表現を身につけられます。インドネ

B5 判 114 頁 1,600 円＋税

シア・タイ・ベトナム語訳付きで自習にも最適。

ISBN 978-4-88319-692-0 好評発売中

みんなの日本語中級Ⅱ 教え方の手引き

レベル別日本語多読ライブラリー レベル０
vol.3

スリーエーネットワーク 編著

日本語多読研究会 監修

B5 判 約 260 頁 2,500 円＋税

A5 判 16 頁× 6 冊 CD1 枚付き 2,300 円＋税

ISBN 978-4-88319-685-2 好評発売中

アスク出版 発行

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-87217-912-5 6 月下旬発売予定

『みんなの日本語中級Ⅱ』の編集方針、具体的

1 冊 あ た り 400 字（ 語 彙 数 350） 以 内 と し、

な使い方などをまとめた教師用手引きができ

ほぼ絵だけでストーリーが理解できます。日

ました。授業の進め方の参考になります。ま

常の挨拶や習慣、文化を織り込んだ話やノン

た、『〃中級Ⅰ』には、待望の『〃翻訳・文法

フィクションが挿絵とともに楽しめる構成。

解説

ベトナム語版』が加わりました。シリー

朗読 CD には効果音も入っており、楽しく聞

ズ既刊書籍は、スリーエーネットワークのウェ

きながら読むことができます。日本語の勉強

ブサイトで確認できます。

を始めたばかりの方に最適です。

日本語／日本語教育研究 ［5］ 2014

はじめよう、 ロジカル ・ ライティング

日本語／日本語教育研究会 編

名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校国語科 著

A5 判 312 頁 2,400 円＋税

戸田山和久 執筆協力

ココ出版 発行

B5 判 224 頁 1,600 円＋税

ISBN 978-4-904595-48-0 好評発売中

ひつじ書房 発行

2009 年に設立された日本語／日本語教育研究
会の研究会誌第 5 号です。今号の巻頭論文は、

ISBN 978-4-89476-700-3 好評発売中

『論文の教室』（2002、日本放送出版協会）の

砂川有里子氏による「コーパスを活用した日

戸田山和久名古屋大学教授とともにつくった

本語教師のための類似表現調査法」。ほかに

日本語表現の教科書。論理的な思考・文章作

18 本の投稿論文を掲載しています。今号より
茂木俊伸氏による連載「博士課程生活講座 !」

成法を身につけるため、「論理的」とはどうい

が始まりました。会員以外も投稿できる、レ

データを分析し、自己の主張につなげるまで

フリー付きの年刊誌（5 月刊行）です。

を学びます。中学生から社会人までを対象。

うことかに始まり、他者の意見や与えられた

豊富な例題・練習問題も収録。

「序列の接続表現」 に関する実証的研究
日中両言語話者による日本語作文の比較から
黄明侠 著
A5 判 188 頁 3,600 円＋税
ココ出版 発行
ISBN 978-4-904595-36-7 好評発売中

複雑な内容をわかりやすく整理するのに使わ
れる「まず」「次に」「最後に」といった序列
の接続表現。本書では、中国人日本語学習者
が書いた説明文と意見文に出現する序列の接
続表現を分析し、その特徴と問題点を、日本
語母語話者との比較の中で考察します。

概説コーパス言語学
手法 ・ 理論 ・ 実践

実践研究は何をめざすか

トニー・マケナリー , アンドリュー・ハーディー 著

日本語教育における実践研究の意味と可能性

石川慎一郎 訳

細川英雄 , 三代純平 編

A5 判 434 頁 3,800 円＋税

A5 判 360 頁 3,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ココ出版 発行

ISBN 978-4-89476-705-8 好評発売中

ISBN 978-4-904595-49-7 好評発売中

コーパス言語学の格好の入門書。本書のユニー

実践に参加する人たちが、協働で、かつ、批判
的にその実践を省みること、そして、その際に
「社会を変革する」という意識を持つこと……。
本書では、
「実践研究」とは何か／どうあるべ
きか、という根本的な問いを追究します。
「実
践研究」を問い直した理論編、それぞれの実践
研究をもとに執筆された実践編の 2 部構成です。

クな点は、あえて中立的な記述をするのではな
く、著者の信念と視点から概説されている点で
す。特に「コーパスそのものを独自の理論とみ
なす考え方」と「コーパスを広義の研究手法と
みなす考え方」とをあえて対立させることで、
刺激的にコーパス言語学の概要と、その可能性
を知ることができます。

麹町店ベスト５ （５月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 6 月 21 日（土）15:00 ～ 16:30（受付開始 14:30） （定員 20 名／無料）
泉の合格指南 ! ～検定に受かる人・受からない人～ （※ 6 月 26 日のイベントと同じ内容です）

講師：泉均先生（言語デザイン研究所）

● 6 月 26 日（木）18:30 ～ 20:00（受付開始 18:00） （定員 20 名／無料）
泉の合格指南 ! ～検定に受かる人・受からない人～ （※ 6 月 21 日のイベントと同じ内容です）

講師：泉均先生（言語デザイン研究所）

● 6 月 28 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

講師：村上充氏（アルク日本語事業部）
※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

［イベント情報］

展示販売

【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）

九州日本語教育連絡協議会 25 周年協賛企画
in
福岡 日本語教材まつり 2014 in 福岡

２．みんなの日本語初級Ⅰ
第 2 版 漢字 英語版
（スリーエーネットワーク）
３．日韓中でつくる国際理解教育
（明石書店）
３．TRY! 日本語能力試験 N1
文法から伸ばす日本語
［改訂版］
（アスク出版）

［凡人社の書籍ベスト５］
展示販売

『中上級学習者のための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】 80 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）
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 in 福島

１．TRY! 日本語能力試験 N4
文法から伸ばす日本語
［改訂版］
（アスク出版）

３．語用論キーターム事典
（開拓社）

営業部からのお知らせ
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）＆

［新刊ベスト５］

展示販売

【講師】［基調講演］小林ミナ先生 ,［研修会①］西川寛之先生 ,
［研修会②］桑島卓男先生 ,［研修会③］原沢伊都夫先生
【日時】 8 月 23 日（土） 10:30 〜 17:30（受付開始 10:00）
【会場】 九州大学国際ホール（箱崎キャンパス）（福岡市東区箱崎 6-10-1）
【対象】 日本語教育に興味のある方（ボランティア , 日本語教師 , 養成講座受講生など）
【定員】 120 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）

１．平成 25 年度日本語教育能力
検定試験 試験問題
２．日本語能力試験 公式問題集

N1

３．日本語能力試験 公式問題集

N3

４．日本語でインターアクション
４．文化初級日本語Ⅰ テキスト
改訂版

NEWS
●第 3 回「なごや日本語教育を
語る会」
日本語教育に魅せられて
～日本語を通して世界が見える～
【講師】嶋田和子先生（アクラス日本
語教育研究所代表理事）
【日時】2014 年 6 月 28 日（土）
15:00 〜 17:00
【会場】南山大学 R 棟 5 階 R56 号教室
【定員】60 名（先着順。お名前（必須）
とご所属（任意）をお書きの
上、下記アドレスまで。）
【お申し込み・お問い合わせ】

fujiwara@kinjo-u.ac.jp

藤原雅憲（金城学院大学）

