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平成 26 年度日本留学試験 （第１回）

試験問題

日本学生支援機構 編著

B5 判　344 頁　CD1 枚付き　1,800 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-865-4　9 月上旬発売予定

「日本留学試験」の平成 26 年 6月に行われた
試験問題です。一冊に「日本語」「理科」「総
合科目」「数学（コース 1 ／コース 2）」がす
べて掲載されています。また、「日本語」以外
の科目は英語版も掲載されています。付属の
CD には日本語科目の「聴解・聴読解」の音
声が収録されており、巻末には参考資料とし
て実施要項、応募者数・受験者数一覧、試験
会場一覧、シラバス（出題範囲）、音声スクリ
プトが掲載されています。受験指導をなさる
方と受験者に必携の一冊です。過去の年度の
在庫はお問い合わせください。

NEJ ： A New Approach to 

Elementary Japanese [vol.2] 

ベトナム語版 

テーマで学ぶ基礎日本語

西口光一 著　チャン・コン・ヤン 訳

B5 判　192 頁 + 別冊 64 頁　1,900 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-627-6　8 月中旬発売予定

テーマについて自分の話ができるようになる
ことを目標とした自己表現活動中心の基礎日
本語教科書『NEJ』に、ベトナム語版が登場
です。vol.2では、vol.1で習得した「マスター
テクストアプローチ」でさらに複雑な話がで
きるようになります。WEBサイト「NEJの
ひろば」も充実しています。

日本語文法事典

日本語文法学会 著

A5 判　762 頁　8,000 円＋税

大修館書店 発行　

ISBN 978-4-469-01286-6　好評発売中

20世紀後半以降、格段の多様化・深化を遂げ
た日本語文法研究の成果を集大成。重要事項
514項目を 50音順に配列し、第一線の研究者
133名がわかりやすく解説します。多角的な
論議が交わされている事項については立脚点
の異なる複数の研究者が執筆し、問題点を全
体像の中で捉え直し複眼的な視点から今後を
展望する基盤を提供します。



みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版　漢字練習帳

東京国際日本語学院 著

B5 判　176 頁 + 別冊 13 頁　1,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-693-7　7 月下旬発売予定

『第 2版本冊』にあわせ、漢字の提出順序や練
習で扱う文型、語彙を一部改めました。日常
生活でよく使われる漢字（約 300字）を身に
つけることができます。練習は「漢字シート」
で漢字の音訓、書き方とその漢字を使った言
葉を確認し、短い文での「読み練習」と「書
き練習」で定着を図る構成になっています。
ページは一枚ずつ切り離し可能で、ファイル
保存用に２つ穴が開いています。

留学生のためのアカデミック ・ ジャパニーズ 

聴解 中上級

東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著

B5 判　87 頁 + 別冊 35 頁　CD1 枚付き　2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-687-6　好評発売中

2013年冬に発行された『留学生のためのアカ
デミック・ジャパニーズ　聴解　中級』の中
上級編。大学などで必要な「講義や口頭発表
を聞く力」を養成するテキストです。単に聞
くだけではなく、資料を速読する、要約を書
く、テーマについて話す、文章の構成を理解
することにより、総合的な日本語能力育成が
可能です。資料は巻末に、動画（資料、音声付）
は弊社 HPよりダウンロード可能。

学校英語教育は何のため？

江利川春雄 , 斎藤兆史 , 鳥飼玖美子 , 大津由紀雄 著

対談：内田樹×鳥飼玖美子

A5 判　176 頁　1,000 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-727-0　好評発売中

政府や経済界は小学校英語の低年齢化と教科
化などの無謀な政策を進めています。本書で
は、公教育で英語を教える目的とは何かとい
う根本問題に立ち返り、英語教育の目指すべ
き方向を提言。内田樹、鳥飼玖美子による白
熱した対談も収録。英語教育だけではなく、
教育そのものの問題にも迫ります。

大学における 「学びの場」 づくり

スーザン A. アンブローズ , マイケル W. ブリッジズ ,

ミケーレ ディピエトロ , マーシャ C. ラベット , マリー 

K. ノーマン 著　栗田佳代子 訳

A5 判　268 頁　3,200 円＋税

玉川大学出版部 発行　

ISBN 978-4-472-40489-4　好評発売中

学生の学習をどのように支援すればよいので
しょうか。実際の事例を題材にした分析を通し、
教員の遭遇する問題の核心を解明します。導き
出された原理を学習に活かすための方法、授業
設計に役立たせる方策を具体的に提示。授業の
改善を目指し、よりよい教育のための必携書。

メタファー体系としての敬語

日本語におけるその支配原理

アラン・ヒョンオク・キム 著

A5 判　288 頁　3,800 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-4002-9　好評発売中

日本語の敬語は「上位者はタブーのような存
在」であるという比喩をもとに成立している
一つのメタファー体系であり、その原理が尊
敬・謙譲・丁寧の表現の背後で働いています。
従来の記述的・応用的な接近法を越え、敬語
現象を支配する原理体系の根源に迫る試み。



ベトナムの日本語教育　歴史と実践

宮原彬 著

A5 判　176 頁　1,500 円＋税

本の泉社 発行

ISBN 978-4-7807-1168-4　好評発売中

本書はベトナムにおける日本語教育の実情や
歴史、ベトナム語母語話者への日本語教育上の
問題点等について書かれています。ベトナム
は、言語一つをとっても、日本人の日本語教師
には大変興味深い国の一つです。また、その
日本語学習者に深くかかわればかかわるほど、
ベトナムの歴史や文化とともに発展途上にあ
るこの国の現状と将来に興味がつのります。

テスティングの基礎理論　

野口裕之 , 大隅敦子 著

A5 判　200 頁　2,800 円＋税

研究社 発行

ISBN 978-4-327-38464-7　好評発売中

外国語教育研究や実際の言語テスト作成に役
立つ理論を広く網羅した解説書。言語テスト
の背後にある特性や測定の構成概念などを理
論的に解きほぐし、モデル化にまで踏みこみ
ます。具体的な適用場面を意識しながらテス
ティング理論を基礎から体系的に学びたい大
学院生・学部生や研究者などに最適。

日本語のオノマトペ　音象徴と構造

浜野祥子 著

A5 判　180 頁　2,500 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-623-8　好評発売中

「成績がグングンあがる」に対して「成績がグ
ングン下がる」はなぜ言いにくいのでしょう。
それは、オノマトペの使い方に一定のルール
があるからです。本書では、日本語話者が日
常的に何気なく使っているオノマトペが、い
かに豊かな構造的特徴を持っているかを明ら
かにします。また、方言のオノマトペの重要
性も指摘します。

ウェブ検索による日本語研究

荻野綱男 著

B5 判　208 頁　2,900 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51044-7　好評発売中　

ウェブには恐ろしい量の「日本語」が漂って
います。それらを資料としたウェブコーパス
活用が議論され、難しい本はたくさん出てい
ます。しかし本書の内容は容易です。レポート、
卒論でウェブに手を出したいが敷居が高いと
いった心配はいりません。検索のイロハ、有
効なデータの取り方、テーマ設定、よくある
間違いまで、優しく教えてくれます。

中国語と日本語

沖森卓也 , 蘇紅 編著

A5 判　160 頁　2,600 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51611-1　好評発売中

日本と中国は近いですが、日本語と中国語は意
外に遠いものです（漢字であれば看板ぐらい
は読めますが）。本書は言語的側面をメインに、
文法・語彙・表現・漢字などを比較対照してそ
の共通点、相違点を探り、外国語を学び、教え
る鍵となる生活習慣や考え方の拠り所を知る
ことで、言語上の距離を縮めるテキストです。

歴史語用論の世界

金水敏 , 高田博行 , 椎名美智 編

A5 判　320 頁　3,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-690-7　好評発売中

時代や文化の異なる社会で、人は場面に応じ
て言葉をどう使い分けてきたのか？　その言
葉の使用法は時代と共にどう変わってきたの
か？　この問いに答えるべく本書では、文法化
と待遇表現について論じた後、人を取り調べ
る、人を説得する、人に伝えるという観点から
英語史・日本語史・ドイツ語史におけるトピッ
クを掘り起こし、新たな研究へと誘います。



●九州日本語教育連絡協議会設立
25周年イベント

	 「みんなの九日連」
【日時】 8月 24日（日）10:00～ 16:00
【会場】 九州大学箱崎キャンパス
 国際ホール
【参加費】500円（税込）
　　※前日開催の「日本語教材まつり」
　　　に参加された方は無料
【お申し込み】九日連事務局
h t tp : / / kokucheese . com/even t /
index/168738/
＊ 「私たちの実践・工夫（ポスター
発表）」や「日本語教育よろず相談」
「ラウンドテーブル　withよろず
相談講師」などが行われます。

● 8月 2日（土）13:30 ～ 15:00（受付開始 13:00）　（定員 20名／無料）
日本語能力試験 N1/N2の読解試験に役立つ
『中・上級者のための速読の日本語［第 2版］』の使い方
講師：岡まゆみ先生

● 8月 9日（土）14:00 ～ 16:00（受付開始 13:30）　（定員 20名／無料）
教材説明会『どんなときどう使う 日本語語彙学習辞典』
講師：安藤栄里子先生 ,恵谷容子先生

● 8月 30 日（土）14:00 ～ 16:00（受付開始 13:30）　（定員 20名／無料）
教材説明会『日本語教師の 7つ道具シリーズ 5 読解授業の作り方』 『日本語教師
の 7つ道具シリーズ 6 聴解授業の作り方』 
講師：大森雅美先生

※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：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 					日本語教師塾大阪編	Vol.2	　	「学習者のキャリアデザインと教師の成長」
【講師】 岩城美也子先生
【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。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】2,000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
福岡 					九州日本語教育連絡協議会25周年協賛企画	　	日本語教材まつり2014	in	福岡
【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）

［2014 年度	各種試験の出願期間のご案内］
●平成 26年度日本語教育能力検定試験
 出願期間：6月 23日（月）～ 8月 11日（月） 試験日：10月 26日（日）

●平成 26年度日本留学試験（第 2回）
 出願期間：6月 30日（月）～ 7月 25日（金） 試験日：11月 9日（日）

●平成 26年度日本語能力試験（第 2回）
 出願期間：9月 1日（月）～ 10月 1日（水） 試験日：12月 7日（日）

展示販売

展示販売

１． まるごと　日本のことばと
文化　初級 1 A2　かつどう

（三修社）

２． まるごと　日本のことばと
文化　初級 1 A2　りかい

（三修社）

３． みんなの日本語中級Ⅱ　教え
方の手引き
（スリーエーネットワーク）

４．ビジネスケースで学ぶ日本語
（ジャパンタイムズ）

５． どんなときどう使う 日本語
語彙学習辞典

（アルク）

 麹町店ベスト５（6 月）

１． 平成 25年度日本語教育能力
検定試験　試験問題

２．平成 24年度日本語教育能力
検定試験　試験問題

３． 絵で導入・絵で練習
４． 日本語能力試験　公式問題集

N4
５． 日本語能力試験　公式問題集

N3

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ


