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No. 279 2014 年 11 月 15 日号
第二言語としての日本語の習得研究 第 17 号
第二言語習得研究会 編
B5 判 160 頁 1,500 円 + 税
凡人社 発売 12 月下旬発売予定

第二言語習得研究会が年に 1 回発行している
研究誌の最新号。研究論文 3 本に加え、書評
論文 1 本、誌上講座 3 本が掲載されています。
巻末には、博士論文・修士論文の概要も紹介
されています。研究者だけでなく、これから

新版 ロールプレイで学ぶ 中級から上級への
日本語会話

この分野の勉強をしようとする方も必読です。
第二言語習得研究会の全国大会は 2014 年 12 月

山内博之 著

13 日（土）
，14 日（日）に筑波大学で行われます。

B5 判 144 頁 + 別冊 56 頁 CD1 枚付き 2,400 円＋税

詳細は第二言語習得研究会のウェブサイトの「全

凡人社 発行

国大会」のページをご参照ください。

ISBN 978-4-89358-880-7 12 月上旬発売予定

http://jasla.sakura.ne.jp/index.html

アルクから 2000 年に出版された『ロールプ
レイで学ぶ中級から上級への日本語会話』が、

すぐに使える日本語会話超ミニフレーズ 200

装いも新たに、生まれ変わりました。まず、

水谷信子 監修 森本智子 , 高橋尚子 , 松本知恵 著

タスクを与え、その後で文型・語彙を教える

A5 判 224 頁 1,600 円＋税

「タスク先行型」の教育を具現化した本書は、

J リサーチ出版 発行

今もなお、学習者はもちろん、教師にも刺激

ISBN 978-4-86392-206-8 好評発売中

的な一冊です。新版では、
「復習しよう！」「練

日本人が会話でよく使うフレーズの中から、

習しよう！」の解答例と、「機能別上級会話表

短くても、コミュニケーションや人間関係づ

現」を別冊として付けたほか、
「復習しよう！」

くりに効果バツグンの「ひとこと」を集めた

の会話文の音声を付属の CD に収録。ロール

本です――例：「助かります」「とんでもない

プレイで話し、
「復習しよう！」で聞き、「練

です」「おかでさまで」「そうなんだ」「ちょっ

習しよう！」で書いて覚えることができます。

といいですか」。豊富な会話例で実践練習をし

『指導用のポイント』が凡人社ウェブサイトか
らダウンロードできます。

ながら、どんな場面でどう使うか、意味と使
い方がしっかりマスターできます。

その日本語、 どこがおかしい？

多文化共生のための異文化コミュニケーション

日本語教師のための文型指導法ガイドブック

原沢伊都夫 著

関かおる 監修 高嶋幸太 編著

四六判 248 頁 2,500 円＋税

A5 判 256 頁 1,600 円＋税

明石書店 発行

国際語学社 発行

ISBN 978-4-7503-4064-7 好評発売中

ISBN 978-4-87731-711-9 好評発売中

多文化共生社会を迎えた昨今、共通する価値

日本語学習者が誤用しやすい 26 の代表的な文

観で暮らしてきたわれわれ日本人に求められ

型を取り上げ、「なぜ誤用されるのか」、「どの

ているのは、異なる視点や考え方を受け入れ

ように教えれば理解されるのか」を解説する、

ることだと思います。本書は、異文化コミュ

日本語教師向けの参考書です。授業ですぐに

ニケーションのエッセンスを伝えると同時に、

使える導入のアイディアを多数掲載していま

日常生活を振り返りながら、異文化コミュニ

す。ページをコピーしてそのまま使える練習

ケーション力を高めていく一冊です。

問題実例集・イラスト教材付き。

異文化コミュニケーション入門ワークブック
日本語文型辞典 ベトナム語版 ［新装］

自発学習型

グループ・ジャマシイ 編著 村上雄太郎ほか 訳

中村良廣 , 石丸暁子 著

A5 変判 1,015 頁 3,300 円＋税

A5 判 77 頁 1,800 円＋税

くろしお出版 発行

松柏社 発行

ISBN 978-4-87424-640-5 好評発売中

ISBN 978-4-88198-701-8 好評発売中

日本語教師・学習者に定番のベストセラー辞

異文化体験に興味はあるが経験のない学生を

典『日本語文型辞典』のベトナム語版が新装

対象に、異文化間コミュニケーションにおけ

されて再販売。

る基本的な重要項目に触れるよいきっかけと

※ベトナムで発行されたものの輸入商品です。

なるよう、短くわかりやすい解説と練習問題

※紙質・製本の仕様上、旧版よりかなり厚い

を織り交ぜた構成になっています。各章末に

仕上がりになっています。
※新装にともない、旧版（本体 2,800 円）よ

は、異文化間コミュニケーション用語を日英
対照で紹介し、語彙増大にも役立ちます。

り価格を改定しています。

ことばと社会 16 号
英単語運用力判定ソフトを使った語彙指導
門田修平 , 氏木道人 , 長谷尚弥 , 野呂忠司 編著

特集 ： セクシュアリティ、 権力、 撹乱
『ことばと社会』編集委員会 編

A5 判 177 頁 CD-ROM1 枚付き 2,100 円＋税

A5 判 276 頁 2,300 円＋税

大修館書店 発行

三元社 発行

ISBN 978-4-469-24587-5 好評発売中

ISBN 978-4-88303-365-2 好評発売中

「知っているはずの英単語がいざとなると使え

例えばセクハラヤジが公然と許されてしまう

ない。英単語を使いこなせるとはどのような

といった「権力の磁場」をセクシュアリティ

ことか？」に注目した一冊です。その測定ツー

の視点で考えることにより、自明視される規

ルとして新たに開発したコンピュータソフト

範を撹乱しようと試みる

ことばとセクシュ

（CELP）の内容と効用、授業での活用例を紹

アリティ 特集です。中村桃子、クレア・マリィ

介します。さらに、「使える」英単語力の増強

ほか 5 論攷に加え、関連書誌も掲載。その他、

法とその効果についてもとりあげました。

好評連載「多言語社会ニッポン」、書評など。

文章理解の認知心理学

コレモ日本語アルカ？

ことば ・ からだ ・ 脳

異人のことばが生まれるとき

川﨑惠里子 編

金水敏 著

A5 判 206 頁 2,600 円＋税

B6 判 246 頁 1,800 円＋税

誠信書房 発行

岩波書店 発行

ISBN 978-4-414-30002-4

好評発売中

ISBN 978-4-00-028630-5 好評発売中

文および文章理解の心理学について、その心

「これながいきの薬ある。のむよろしい。」こ

理モデル、推論と照応、眼球運動との関係、

の台詞から思い浮かぶ話者は中国人。でも現

読書と語彙獲得、身体化理論、物語理解の知覚・

実の中国人はこんなふうに話しません。近代

運動処理、認知神経科学的基盤、社会認知神

の日中関係のなかでピジンとして生まれ、創

経科学としての物語研究などを解説しました。

作作品のなかで役割語としての発達を遂げた

学部生のテキストとして、また卒業論文への

〈アルヨことば〉は、それがまとう中国人イメー

導入として、さらに修士論文へも発展可能な

ジを変容させつつ生き延びてきました。

具体的な研究を紹介しています。

日本語文法史研究 2
岩波講座 コミュニケーションの認知科学

青木博史 , 小柳智一 , 高山善行 編

第１巻 言語と身体性

A5 判 298 頁 3,200 円＋税

第２巻 共感

ひつじ書房 発行

第３巻 母性と社会性の起源

ISBN 978-4-89476-742-3 好評発売中

第４巻 社会のなかの共存

日本語文法の歴史的研究をテーマとする論文

第 5 巻 自律と支援

集の第 2 号。「これ」「それ」といった指示詞

安西祐一郎 , 今井むつみ , 入來篤史 , 梅田 聡 , 片山容一 ,

がどのように感動詞化したのか、副詞「どうも」

亀田達也 , 開 一夫 , 山岸俊男 編

の歴史的変遷、など、今号も優れた研究成果

第１巻 A5 判 342 頁

3,800 円＋税

が並びます。「アスペクト」
「条件表現」といっ

ISBN 978-4-00-011371-7 好評発売中

たテーマをわかりやすく解説した読み物も提

第２巻 A5 判 204 頁

供し、文法史研究者だけではなく、広く日本

3,600 円＋税

ISBN 978-4-00-011372-4 好評発売中
第３巻 A5 判 196 頁

語に興味のある方必読の書です。

3,200 円＋税

韓国語と日本語

ISBN 978-4-00-011373-1 好評発売中

日本語ライブラリー

第４巻 A5 判 242 頁

沖森卓也 , 曺喜澈 編著

3,400 円＋税

ISBN 978-4-00-011374-8 好評発売中

A5 判 168 頁 2,600 円＋税

第５巻 A5 判 232 頁

朝倉書店 発行

3,400 円＋税

ISBN 978-4-00-011375-5 11 月下旬発売予定

ISBN 978-4-254-51612-8 好評発売中

岩波書店 発行

韓国語と日本語の「似ているが 、やっぱり

コミュニケーションを情報伝達という狭い意味

違う」ことと「違うが 、やっぱ り似ている」

ではなく、人間が共存・共生するための基本機

ことを 、文法や語彙など言語的な側面を中心

能とみなし、共感や信頼、利他行動などはいか

に比較対照し 、そ れぞれの語の持つ背景を

に生まれ備わってきたのかを心理学や進化学、

明らかにします。韓国語・日本語を教え 、学

神経科学の知見を踏まえ紹介します。また医療

ぶのに役立つテキストです。姉妹編『中国語

や介護現場での特徴を明らかにします。

と日本語』
（既刊）と内容構成をそろえました。

麹町店ベスト５ （10 月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 11 月 29 日（土）15:00 ～ 16:30（受付開始 14:30） （定員 20 名／無料）
第１部：実践を共有しよう（15:00 ～ 16:20）
第２部：横浜国立大学大学院説明会（16:20 ～ 16:30）
講師：河野俊之先生
※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.co.jp

営業部からのお知らせ

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

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）

日本語教師塾大阪 Vol.3
in
大阪 ～授業を多角的に分析し , 教師力を上げよう ! ～

２．まるごと 日本のことばと文化
初級 2（A2） りかい
（三修社）
３．日本語教師のための実践・
作文指導
（くろしお出版）

５．〈役割語〉小辞典

（研究社）

［凡人社の書籍ベスト５］
１．日本語能力試験 公式問題集

N2

２．日本語能力試験 公式問題集

N3

３．日本語能力試験 公式問題集

N4

４．短期マスター 日本語能力試
験ドリル N5
５．日本語能力試験 公式問題集

N1

展示販売

【講師】 横溝紳一郎先生
【日時】 12 月 6 日（土） 13:30 〜 16:30（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 丁目 7-11）
【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】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）

日本語教師塾 Vol.7
in
東京 ～プロフェッショナルな教師になる～

１．まるごと 日本のことばと文化
初級 2（A2） かつどう
（三修社）

４．日本語能力試験対策Ｎ４
漢字・語彙・文法
（三修社）

［イベント情報］
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

［新刊ベスト５］

展示販売

【講師】 溝部エリ子先生
【日時】 12 月 21 日（日） 14:00 〜 17:00（受付開始 13:30）
【会場】 凡人社麹町店（地下鉄麹町駅・半蔵門駅より徒歩 3 分）
【定員】 20 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）

NEWS
次回「凡人社通信」は
１月 15 日発行予定です。
例年、「凡人社通信」は 8 月と 12 月
にお休みをいただいております。
次号は、2015 年 1 月 15 日号となり
ますので、ご了承ください。
なお、各種イベント情報や新刊・近
刊情報などは、凡人社ウェブサイト
で随時ご案内しておりますので、ぜ
ひご覧ください。

http://www.bonjinsha.com/

