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No. 278 2014 年 10 月 15 日号
2015 年度版
私費外国人留学生のための大学入学案内
アジア学生文化協会 編著
B5 判 461 頁 2,300 円＋税
アジア学生文化協会 発行 凡人社 発売
ISBN 978-4-89358-879-1 好評発売中

全国 476 の大学について、2015 年 4 月入学の
試験日程、出願期間、選考方法、過去問題の入
手方法等を詳しく紹介。巻末には日本留学試験
利用校を一覧で掲載しています。学部学科索引
で探すことも可能です。日本で唯一の外国人向

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
初級で読めるトピック 25 ／ CD5 枚セット

け大学入学案内です。日本語学校の進路指導に
最適です。

初級で読めるトピック 25
牧野昭子 , 澤田幸子 , 重川明美 , 田中よね , 水野マリ子 著

〈役割語〉 小辞典

B5 判 67 頁 + 別冊 44 頁 1,400 円＋税

金水敏 編

ISBN 978-4-88319-689-0 12 月発売予定

四六判 270 頁

CD5 枚セット

研究社 発行

スリーエーネットワーク 編著

ISBN 978-4-7674-9113-4 好評発売中

B5 判 19 頁 8,000 円＋税

2,000 円＋税

「そうじゃ、わしが知っておるんじゃ」
「わたく

ISBN 978-4-88319-686-9 11 月発売予定

しが存じておりますわ」というセリフを聞くと、

スリーエーネットワーク 発行

どんな人物が話しているのか、なぜだか難なく

『初級で読めるトピック 25』は、初級の早い

わかるはず。こうした特定のキャラクターと密

段階から読むことに慣れ、その楽しさを味わ

接に結びついた言葉づかいを「役割語」とし、
〈老

うことを目指した教材です。別冊には、
『本冊』

人語〉
〈お嬢様語〉などと定義をした上で、役

で未習の語彙の訳（英語・インドネシア語・タ

割語としての語義や成り立ち、使用場などを丁

イ語・ベトナム語・中国語・韓国語）等を掲載

寧に解説したのが本辞典です。代表的な役割語

してあります。『CD5 枚セット』は、新出語彙、

を約 120 語収録、小説やマンガなどの大衆作品

文型、例文、練習 A 〜 C 等が収録されています。

から多数の用例を掲載。

わかる！話せる！日本語会話 基本文型 88

言語教育実践 イマ×ココ 第 2 号

水谷信子 監修・著 松本隆 , 有田聡子 , 高橋尚子 共著

イマ×ココ編集委員会 編

A5 判 192 頁 1,600 円＋税

B5 判 126 頁

J リサーチ出版 発行

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86392-205-1 好評発売中

ISBN 978-4-904595-51-0 好評発売中

1,200 円＋税

話し言葉の特徴やパターンをつかみ、耳と口

『言語教育実践 イマ×ココ』は、言語教育にお

を鍛えながら会話でよく使う文型（〜よ、〜ね、

ける実践の共有を目的に創刊された年刊誌（毎

〜って、〜し、〜でしょ？

など）を集中的

年 10 月刊行）です。本号はその第 2 号。巻頭

に学習することで、日本語会話の基礎がしっ

の Agora には、佐藤学氏、文野峯子氏による 2

かり身につきます。教師以外の日本人の話が

本の論考を掲載しています。その他、4 つのカ

聴き取れない、場面に合った会話表現が出て

テゴリー（実践のアイディア・リソース、実践

こない、といった学習者共通の悩みを解消し、

紹介、実践報告、実践研究）への投稿原稿とコ

誰とでも気軽に話せるようになります。

ラムを収録。広く投稿を募っています。

言語の事典 新装版
中島平三 編
B5 判 748 頁

19,000 円＋税

朝倉書店 発行
ISBN 978-4-254-51045-4 好評発売中

言語学はこの半世紀に大きく発展を遂げてき
ました。さまざまな領域で言葉の研究が盛ん
になり学際研究も盛んになってきました。本
書はこうした高度に専門化し、かつ多岐にわ
たる研究の全領域を鳥瞰できる総合事典です。
各章で研究成果と関連領域の知見を紹介、図
表を積極的に用いて平明に記述しています。

日本語能力試験対策 N4 漢字・語彙・文法

日本語大事典 【上 ・ 下巻 ： ２分冊】

遠藤由美子 監修 山田光子 著

佐藤武義 , 前田富祺ほか 編

A5 判 224 頁 1,600 円＋税

B5 判 2,456 頁 65,000 円＋税

三修社 発行

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-384-05779-9

10 月下旬発売予定

ISBN 978-4-254-51034-8 10 月下旬発売予定

日本語能力試験 N4 に出題される漢字、語彙、

「日本語の世界」を日本語学・言語学の成果を

文法を 20 日で学習できます。15 日分の練習

集大成して描いた大事典です。日本語をとり

問題（計 630 問）と、確認テストを 5 回分（計

まく環境の変化をとらえ、グローバルで複合

200 問）収録しています。漢字パートと語彙

的な視点に基づいて構想してきました。関連

パートは生活の場面に合わせたグループで構

用語から人物・資料まで約 3,500 項目を 50 音

成しています。文法パートは 127 の機能語と

順に掲載したほか、日本語関係年表・古典文

表現をピックアップ。解説には、英語とベト

献目録なども収録しています。見出し項目す

ナム語の対訳付きです。

べてに英語を付記したのは本邦初です。

日本語を学ぶ／複言語で育つ

話し言葉と書き言葉の接点

子どものことばを考えるワークブック

石黒圭 , 橋本行洋 編

川上郁雄 , 尾関史 , 太田裕子 著

A5 判 292 頁

B5 判 132 頁

ひつじ書房 発行

1,600 円＋税

5,600 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-89476-708-9 好評発売中

ISBN 978-4-87424-635-1 好評発売中

フィクションの言葉やヴァーチャル方言、語

複数の言語環境で育ち、国内外で日本語を学ぶ

用論的視点やコーパスによる視点をとりあげ

子どものことばの学びについて、さまざまな

た共時的研究から、古代語や鎌倉時代、明治

テーマから考えるためのテキストです。子ども

時代の言葉などをテーマとする通時的研究ま

のエピソードやライフストーリーを読んだり、

で、言語研究の各方面から書き言葉・話し言

問いに対して受講生同士が話し合ったりしなが

葉へ迫ります。日本語学会 2013 年度春季大会

ら理解を深めます。巻末に授業デザイン付き。

（大阪大学）において行われた学会シンポジウ

年少者日本語教育を学ぶすべての人に。

ムをもとにした論文集。

日本語研究のための認知言語学

比喩の理解

籾山洋介 著

東眞須美 著

A5 判 216 頁

2,000 円＋税

A5 判 256 頁

3,800 円＋税

研究社 発行

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-327-38468-5 10 月中旬発売予定

ISBN 978-4-89476-653-2 好評発売中

予備知識がなくても認知言語学の基本が身に

比喩の理解に関わる問題を認知言語学の観点

つけられるわかりやすい入門書です。日本語

から分析。これまで国内外で発信された知見

文を題材にして、認知言語学の基本と重要理

を考察し、比喩の特性と「ひと」の認知との

論をわかりやすく解説します。日本語研究へ

関わり、文化的要素が比喩の理解に及ぼす影

の橋渡しとして、あるいは認知言語学に関心

響を詳述しています。英語を対象に日本語母

がある人や日本語教師志望者などこれから認

語話者と英語母語話者が行う比喩の解釈を比

知言語学を勉強したい人にぴったりです。

較、分析し、日本人英語学習者の言語力向上
に役立つヒントも満載です。

琉球諸語の保持を目指して
消滅危機言語をめぐる議論と取り組み

入試面接試験対策対応

下地理則 , パトリック・ハインリッヒ 編

外国人留学生のための進学の手引き

四六判 372 頁

京祥太郎 著

2,400 円＋税

ココ出版 発行

B5 判 82 頁 1,600 円 + 税

ISBN 978-4-904595-50-3 好評発売中

白帝社 発行

本書は、琉球諸語をはじめとする消滅危機言

ISBN 978-4-86398-171-3 好評発売中

語の復興・維持に関する、社会言語学、記述

本書は、主として日本国内の日本語学校や専

言語学、言語教育学の専門家たちの議論、お

門学校で進学を目指して勉強している私費外

よび、コミュニティの現場におけるさまざま

国人留学生向けの「進学の手引き」になるこ

な取り組みを紹介したものです。消滅危機言

とを目的とした教材です。留学生には自習用

語に対して言語学には何ができるのか、その

として、教師には一斉授業用として活用でき

課題と可能性を示します。

るようになっているのが特徴です。

麹町店ベスト５ （９月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 11 月 1 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30） （定員 20 名／無料）
中国で日本語教師になる !!
～中国派遣日本語教師が語る、中国で日本語を教える魅力について～
講師：田丸勉先生
※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

［イベント情報］
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）
※件名を「漢字たまご札幌」とし、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）
※件名を「漢字たまご仙台」とし、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．みんなの日本語初級 第 2 版
やさしい作文
（スリーエーネットワーク）
２．みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
翻訳・文法解説 ロシア語版
（スリーエーネットワーク）
３．日本語を教えよう ! 2015
（イカロス出版）
４．タスクで学ぶ日本語ビジネス
メール・ビジネス文書
（スリーエーネットワーク）

営業部からのお知らせ
（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】『文化初級日本語 改訂版』著者
【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）

４．日本語学習のための よく使
う順 漢字 2200
（三省堂 ）
［凡人社の書籍ベスト５］
１．日本語能力試験 公式問題集

N3

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

N2

４．日本語能力試験 公式問題集

N5

５．平成 25 年度日本語教育能力
検定試験 試験問題

NEWS
日本語教材リスト No.43
配布開始！
国内外の日本語教材と関連書籍を
約 4,000 点掲載した書籍カタログ
です。凡人社麹町店や各種イベン
トの展示販売ブースにて無料配布
しております。送付ご希望の方は
弊社ウェブサイトをご参照くださ
い。
（http://www.bonjinsha.com/）

