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タスクで学ぶ日本語ビジネスメール ・ ビジネ
ス文書
適切にメッセージを伝える力の養成をめざして
村野節子 , 向山陽子 , 山辺真理子 著
B5 判 90 頁 + 別冊 41 頁 1,400 円＋税
スリーエーネットワーク 発行
ISBN 978-4-88319-699-9 10 月発売予定

日本（日系）企業への就職を目指す留学生や
ビジネスパーソンを対象としたメールや文書
の書き方を養成するためのテキストです。「受
注する」「クレームを受ける」「報告書・始末
書を書く」などの場面に役立つ表現を学習し

まるごと 日本のことばと文化 初級２ （A2）
かつどう／りかい

た後、与えられた状況で課題解決のために、
実際に自ら考えて書く練習を行います。

独立行政法人国際交流基金 編著
来嶋洋美 , 柴原智代 , 八田直美 , 木谷直之 , 根津誠 著

NIHONGO ACTIVE TALK

かつどう A4 判 186 頁 1,800 円＋税

The First Japanese Textbook for Beginners

ISBN 978-4-384-05756-0 10 月発売予定

上原由美子 , 菊池民子 著

りかい A4 判 202 頁 1,900 円＋税

B5 変判 112 頁 + 別冊 20 頁 CD1 枚付き

ISBN 978-4-384-05757-7 10 月発売予定

1,700 円＋税

三修社 発行

アスク出版 発行

JF 日本語教育スタンダード準拠コースブック、
第 3 弾です。A2 は、日常的な情報交換に応

ISBN 978-4-87217-915-6 好評発売中

じたり、身の回りの状況を簡単な言葉で説明

ミュニケーションを目指すビギナー向け会話

できるレベルです。初級 2 では、相談、質問、

テキストです。コミュニケーションに必要な

説明など、自分のアイディアをきちんと伝え、

文型などの知識を体系的に学べるだけでなく、

相手の応えをしっかり受けとめる力を磨きま

日本人との活動を組み込み、会話に必要な日

す。音声教材は http://marugotonihongo.jp よ

本語を効率よく習得できるよう作られていま

り無料でダウンロードできます。

す。ローマ字表記・英語訳付き。

受け身のままで終わらない積極的な日本語コ

新完全マスター文法 日本語能力試験 N4
友松悦子 , 福島佐知 , 中村かおり 著

日本語学習のための よく使う順
漢字 2200

B5 判 138 頁 + 別冊 15 頁 1,200 円＋税

徳弘康代 編著

スリーエーネットワーク 発行

A5 判 544 頁 2,500 円＋税

ISBN 978-4-88319-694-4 10 月下旬発売予定

三省堂 発行

初級文法を短期間で総復習するとともに、日

ISBN 978-4-385-14074-2 好評発売中

本語能力試験 N4 に合格する力を養うための

習得に苦労する日本語の漢字が、これ一冊で

教材です。構成は問題紹介、形の練習、実力

楽しく学べる実用的な漢字辞典です。新常用

養成編、模擬試験となっています。実力養成

漢字の情報とインターネットの検索エンジン

編では文法形式を意味機能別に提示し、助詞

で調査した頻度が反映された最新の内容です。

の使い分け、「て形」の用法、自他動詞など初

部首、各種検定・試験の級数、筆順、音訓、意味、

級文法が整理できます。英訳解説付き。

単語・用例などの要素を掲載し、
付録として「練
習問題」ほかも収録しています。

漢字ビギナーズ

24 の法則でわかる！

武部良明 著
B5 判 180 頁 2,000 円＋税
アルク 発行
ISBN 978-4-87234-694-4 10 月発売予定

漢字を 24 の法則に分類して紹介します。各漢
字にはイラストと説明文が付いており、はじめ
て漢字に接する学習者が「漢字っておもしろ
い！」と感じ、イメージを膨らませながら楽し
く学習できます。非漢字圏学習者向け。説明文
には英語、ベトナム語訳付き。1993 年に発行
された『漢字はむずかしくない』の改訂版です。

TRY! 日本語能力試験 N1/N2 中国語版
アジア学生文化協会 著

ピアで学ぶ大学生の日本語表現 ［第 2 版］

N1 B5 判 192 頁 + 別冊 16 頁 1,800 円＋税

プロセス重視のレポート作成

ISBN 978-4-87217-916-3 好評発売中

大島弥生 , 池田玲子 , 大場理恵子 , 加納なおみ , 高橋淑郎 ,

N2 B5 判 232 頁 + 別冊 20 頁 1,800 円＋税

岩田夏穂 著

ISBN 978-4-87217-917-0 好評発売中

B5 判 150 頁 1,600 円＋税

アスク出版 発行

ひつじ書房 発行

文法を軸に総合的な日本語力を伸ばす TRY シ

ISBN 978-4-89476-709-6 好評発売中

リーズの「N1」「N2」中国語版。効率よく文

2005 年の初版刊行後、変化した学生生活に合

法を整理しながら学習することで、適切に使

わせてリニューアル。相手に伝わるレポート

いこなす力が身につきます。収録されている

の書き方・発表のしかたを身につけるための

文型数は N1 が 129、N2 は 149。まとめの問

実践的表現活動をタスク化したテキストで、

題は日本語能力試験の出題形式で収録しまし

情報収集技術の向上、日本語表現やスタディ

た。文法解説は中国語です。

スキルの基礎を学ぶのに最適の教科書です。

日本語を教えよう ! 2015

言語はどのように学ばれるか

B5 判 164 頁 1,550 円＋税

外国語学習 ・ 教育に生かす第二言語習得論

イカロス出版 発行

パッツィ・M. ライトバウン , ニーナ・スパダ 著

ISBN 978-4-86320-907-7 好評発売中

白井恭弘 , 岡田雅子 訳

日本語教師になるための情報を総合的にわか

A5 判 280 頁 2,800 円＋税

りやすくまとめたガイドブックです。豊富な

岩波書店 発行

インタビュー取材を通じてさまざまなタイプ

ISBN 978-4-00-005328-0 9 月下旬発売予定

の現役教師の方々の声を紹介しています。 そ

初版以来、世界中で定評を得ている入門書の待

の他、全国各地の養成講座のリストや日本語

望の邦訳（原書は 2013 年刊の第 4 版）
。L1・

学校の採用リスト、日本語を学べる大学・大

L2 学習の比較に始まり、学習者の個人差、L2

学院の情報も充実しています。

習得の説明理論、学習環境の違いを取り上げた
のち、これまでに提案されてきた 6 つの外国語

外国語コミュニケーション力に情動が及ぼす
影響 CEFR 自己評価に基づく分析から

教授法を検討します。効果的な学び方・教え方
を実証的に考えたい教師のための必読書です。

荒木史子 著

日本思想におけるユートピア

A5 判 234 頁 2,800 円＋税

日本研究シリーズ１

渓水社 発行

高橋武智 著 砂川有里子 , 砂川裕一ほか 編

ISBN 978-4-86327-271-2 好評発売中

A5 判 107 頁 1,200 円＋税

外国語コミュニケーション力と学習者の心の

くろしお出版 発行

在り方の関連性を論じています。学習者の基

ISBN 978-4-87424-631-3 好評発売中

本的情動要素と CEFR（ヨーロッパ言語共通

専門家が書き下ろした単行本を読み解き、日

参照枠）を評価尺度とした独自の調査方法を

本の文化・社会への知識や教養を高める上級

用い、多面的かつ包括的に量的・質的研究を

日本語学習者用読み物。日本語学習から専門

行い、その結果をもとに日本の英語教育に警

的日本研究へつなげるシリーズ第 1 弾は、日

鐘を鳴らしています。

本の古代神話、中世から近代までの宗教的な
民衆運動、現代の文学などをテーマに、日本

日本語教師のための 実践 ・ 作文指導

におけるユートピア思想の歴史をたどります。

石黒圭 編著 安部達雄 , 有田佳代子 , 烏日哲 , 金井勇人 ,

日本の映画史 10 のテーマ

志賀玲子 , 渋谷実希 , 志村ゆかり , 武一美 , 筒井千絵 ,

日本研究シリーズ 2

二宮理佳 著

平野共余子 著 砂川有里子 , 砂川裕一ほか 編

A5 判 224 頁 2,200 円＋税

A5 判 173 頁 1,400 円＋税

くろしお出版 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-636-8 10 月中旬発売予定

ISBN 978-4-87424-632-0 好評発売中

日本語教師のための「実践」シリーズ第二弾。

専門家が書き下ろした単行本を読み解き、日

経験豊かで多彩な執筆陣が、作文指導の基本

本の文化・社会への知識や教養を高める上級

と実践に分けて、その基本的ノウハウとユニー

日本語学習者用読み物シリーズ、第２弾。日

クな授業実践を包み隠さず公開、共有。独創

本映画を 10 のテーマから、多彩な日本文化や

的かつ理にかなった作文授業の数々に出会え

人間模様、時代の変遷と映画のスタイルの変

ます。新米教師にはもちろん、授業のマンネ

化、日本アニメの人気の秘密、特有の映画手

リ化に悩むベテラン教師にも必読の書。

法など、その魅力の数々を描きます。

麹町店ベスト５ （8 月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 9 月 20 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30） （定員 20 名／無料）
『まねして上達 ! にほんご音読トレーニング』話す力が UP する音読トレーニング〜実践事例を交えて〜
講師：松浦真理子先生 , 福池秋水先生
※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

営業部からのお知らせ

    

展示販売

【講師】 有山優樹先生
【日時】 10 月 25 日（土） 13:30 〜 15:30（受付開始 13:00）
【会場】 北海道立道民活動センター（かでる 2.7）1 階レクリエーション研修室
（札幌市中央区北 2 条西 7 丁目）
【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）
※件名に「漢字たまご札幌」と入れて , 本文にお名前 , ご所属 , ご連絡先ご記入ください。

    

（凡人社刊）を使った楽しい漢字授業の
in 『漢字たまご』
宮城 作り方 in 仙台

展示販売

【講師】 落合知春先生
【日時】 11 月 16 日（日） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 泉中央駅ビル会議室 SWING4 階会議室大（仙台市泉区泉中央 1-7-1）
【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）
※件名に「漢字たまご仙台」と入れて , 本文にお名前 , ご所属 , ご連絡先ご記入ください。

    

日本語教師塾特別編 in 福岡
in
福岡 学習者の視点に立った授業実践

展示販売

【講師】 横溝紳一郎先生 , 鈴木英子先生
【日時】 11 月 22 日（土） 14:00 〜 17:00（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル 9 階大ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【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】2,000 円（税込）※当日会場にてお支払いください。
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

    

in 『文化初級日本語 改訂版』教材説明会 in 福岡
福岡

１．NIHONGO ACTIVE TALK
（アスク出版）
２．みんなの日本語初級Ⅱ 第２
版 漢字練習帳
（スリーエーネットワーク）
３．ピアで学ぶ大学生の日本語
表現［第 2 版］プロセス重
視のレポート作成
（ひつじ書房）
４．留学生のためのアカデミック

［イベント情報］
（凡人社刊）を使った楽しい漢字授業の
in 『漢字たまご』
北海道 作り方 in 札幌

［新刊ベスト５］

展示販売

【講師】 横溝紳一郎先生 , 鈴木英子先生
【日時】 11 月 29 日（土） 14:00 〜 16:15（受付開始 13:30）
【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）

・ジャパニーズ 聴解 中上級
（スリーエーネットワーク）
５．日本語教育叢書つくる 聴解
教材を作る
（スリーエーネットワーク）

［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．日本語能力試験 公式問題集

N3

３．平成 25 年度日本語教育能力
検定試験 試験問題
４．絵で導入・絵で練習
５．平成 24 年度日本語教育能力
検定試験 試験問題

NEWS
● 2014 年度 日本語教育学会秋季
大会（富山）
【日時】10 月 11 日（土）
、12 日（日）
【会場】富山国際会議場
＊書籍の展示販売をいたします。

『日本語でインターアクション』
（凡人社刊）が「教材紹介コーナー
in 富山」に出展します！
会場：３階ホワイエ（南側）
【ブース１】
日時：10 月 11 日 14:00 〜 14:50
紹介者：サウクエン・ファン
吉田千春
参加費・予約：不要
＊詳細は学会 HP をご覧ください。

