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平成 27 年度日本語教育能力検定試験
合格するための本
アルク日本語チーム 編
B5 判 200 頁 CD1 枚付き 2,800 円 + 税
アルク 発行 好評発売中

2015 年 10 月に行われる、平成 27 年度日本語
教育能力検定試験を受験する人は必読の検定
対策問題集です。試験の最新傾向を徹底分析
し、聴解問題や記述式含め、試験全般の問題

Weekly J for Starters1

演習を充実させました。認定団体の日本語教

Dive into Japanese

育学会や主催団体の日本国際教育支援協会に

加藤早苗 監修 秋山信子 , 坂本舞 著

も直撃インタビュー！

B5 判 176 頁 2,000 円＋税

後の就職事情も役に立ちます。

時事問題や検定合格

凡人社 発行

本書は、「伝えたいこと」をもとに、そのため

新版 ロールプレイで学ぶ 中級から上級への
日本語会話

に必要な文型・表現・語彙を学んでいくこと

山内博之 著

ができる教科書です。初級前半レベルの基本

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

的な動詞、形容詞、助詞と数字（時間、日に

凡人社 発行

ち、値段）をまとめたプレセッションと、15

ISBN 978-4-89358-880-7 好評発売中

のユニットでできています。ユニットは、初

新版では、(1) 音声 CD が付きました。ナチュ

級学習者が日本語で話す機会が多いと思われ

ラルスピードのものと少し遅いものの 2 パ

るトピックで構成されています。文型・表現

ターンが収録されています。本書付属の『シャ

が、トピックを変えて繰り返し出てくるのが

ドーイングの勧め』（日・英・中・韓・越）が

特長の 1 つです。また、文型・表現のポイント、

CD 活用のヒントになります。(2)「復習しよ

文型と一緒に使う語彙が一目でわかるように

う！」
「練習しよう！」に解答例が付きました。

工夫されています。イラストも豊富で楽しく

(3)「機能別上級会話表現」が付きました。(4)

学べます。音声と語彙リストが、凡人社のウェ

『指導のポイント』が凡人社ウェブサイトから

ISBN 978-4-89358-881-4 2 月上旬発売予定

ブサイトからダウンロードできます。

ダウンロードできます。

テーマ別 中級から学ぶ日本語 〈三訂版〉

どんどんつながる漢字練習帳 初級

松田浩志 , 亀田美保 著

鈴木英子 , 佐藤紀生 , 秀眞知子 , 佐藤佳子 著

本冊 B5 判 156 頁 2,300 円＋税

B5 判 176 頁 2,000 円＋税

ISBN 978-4-327-38465-4 好評発売中

アルク 発行

ワークブック B5 判 160 頁 + 別冊 40 頁（予定）

ISBN 978-4-7574-2618-4 1 月下旬発売予定

2,000 円＋税（予価）

非漢字圏学習者が増えた今、
「ひらすら書いて

ISBN 978-4-327-38466-1 4 月下旬発売予定

覚える」方法では漢字習得は困難です。本書の

教え方の手引き B5 判 144 頁 CD1 枚付き

最大の特長は、
「同じパーツを持った漢字をつ

3,800 円＋税

なげて覚える」ところにあります。各漢字のイ

ISBN 978-4-327-38467-8 好評発売中

ラストと意味説明でイメージをつなげて覚えら

研究社 発行

れ、漢字がどんどん頭に入ります。説明には英

累計 31 万部超の定番テキストが、三訂版で大

語、ベトナム語、中国語、インドネシア語訳付き。

きく生まれ変わります。現在の日本語教育現場
に適した教材となるよう、各課のテーマ、本文
の内容、語彙や表現、漢字、練習問題などを全

どんどん話せる！ 日本語会話フレーズ
大特訓 必須 700

面的に見直しました。
「ワークブック」との併

水谷信子 監修 棚橋明美 , アニタ・ゲスリング ,

用で、読む、書く、聞く、話す、の 4 技能を効

岡村佳代 著

果的に伸ばすことができます。
「教え方の手引

A5 判 208 頁 CD2 枚付き 1,600 円＋税

き」の解説もより詳しく丁寧になりました。

J リサーチ出版 発行
ISBN 978-4-86392-215-0 好評発売中

言いたいことがすぐ日本語で言えるようにな
ることをめざし、日本人と英語ネイティブの
日本語教師が共同で制作。英語話者がわかり
にくい点や間違えやすい点を細かくケア。英
語→日本語の流れの中、日英語の対比をしな
がら基本表現を身につけられます。CD では

slow → natural の 2 ステップで練習できます。

NIHONGO EXPRESS Basic1
日米会話学院日本語研修所 著

新完全マスター読解 日本語能力試験 N3

B5 判 272 頁 CD-ROM1 枚付き 3,000 円＋税

田代ひとみ , 宮田聖子 , 荒巻朋子 著

アスク出版 発行

B5 判 159 頁 + 別冊 36 頁 1,400 円＋税

ISBN 978-4-87217-923-1 好評発売中

スリーエーネットワーク 発行

日系企業で働く研修生とその周囲の人々を軸

ISBN 978-4-88319-671-5 好評発売中

にしたストーリー展開の初級教科書です。リ

段階的に読解練習を行うことによって、実際の

アルで楽しい会話が満載、「頭でわかる」ので

試験に対応できる力を養成することを目指して

はなく「体で覚える」まで口頭練習を繰り返

います。書き言葉に慣れる練習、読むスピー

すことで、流暢な会話力が身につきます。「文

ドを上げる練習、
「メール」
「広告」
「お知らせ」

法項目ごとの単文練習→数往復の談話練習→

など様々な形式の文章を読む練習を通して、少

長い談話練習」と段階的なトレーニングで、

しずつ読解能力を上げていく工夫がされていま

実践的な会話力の習得してください。

す。英語・中国語訳付き。

すぐ書ける！ きれいに書ける！
ひらがな ・ カタカナ練習ノート

「グローバル人材」 再考

本田弘之 著

西山教行 , 平畑奈美 編著

B5 判 92 頁 1,000 円＋税

A5 判 304 頁 2,700 円＋税

アルク 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-7574-2607-8 好評発売中

ISBN 978-4-87424-639-9 好評発売中

50 音順ではなく画数や書き方の似た文字など、

鈴木孝夫・當作靖彦・大木充による鼎談「グロー

仲間になる文字をまとめて覚えられます。
「こ

バル人材と日本語」を収録。グローバル人材

こでペンを離さない」
「ここは上に出さない」

を日本語との関わりから捉え、日本語教育と

など、学習者が間違えやすいポイントや、バラ

外国語教育の専門家が論じた画期的な研究書

ンスのよい字を書くコツをつかんで、最速でき

です。近年のグローバル人材育成に疑問を投

れいな文字が書けるよう導きます。説明は英語、

げかけ、日本語で日本を発信できる人材とし

ベトナム語、インドネシア語の翻訳付き。

て、青年海外協力隊に着目しています。

日本語教育のための文法コロケーションハン
ドブック

日本語学を斬る

中俣尚己 著

四六判 188 頁 1,500 円＋税

A5 判 252 頁 1,800 円 + 税

研究社 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-327-38469-2 好評発売中

ISBN 978-4-87424-630-6 好評発売中

日本語学の発展に貢献してきた著者が、日本

日本語教師の例文づくりを助けます！

言語と教育から日本の国際化を考える

国広哲弥 著

本書

語学の代表的な「定説」に疑問を呈し、目も

は初級日本語の 93 の文法項目について「ある

覚めるような新説を提示します。近年、急速

文法項目と一緒に、こういう動詞がよく使わ

な進歩を遂げている脳科学の見識を取り入れ、

れる」という指標を示し、その用法意味を例

日本語学の新たな可能性を切りひらくととも

文と共に解説しました。実際の使用と教科書

に、
「言語学者以前」の自らの人生を振り返り、

の実態が違うケースも。例文・教材作りの貴

次を担う世代にエールを送ります。

重な資料に。日本語の素顔が見えてきます。

新しい国語表記ハンドブック 第七版

日本語教育と日本研究における双方向性ア
プローチの実践と可能性

三省堂編修所 編

第 9 回国際日本語教育・日本研究シンポジウム大会論

四六判 304 頁 740 円＋税

文集編集会 編

三省堂 発行

A5 判 994 頁 12,000 円＋税

ISBN 978-4-385-21138-1 好評発売中

ココ出版 発行

現代日本語の書き表し方の目安を網羅した実

ISBN 978-4-904595-52-7 好評発売中

用資料集の改訂版。新たに「
「異字同訓」の漢

本論文集は、2012 年 11 月に香港で開催された

字の使い分け例」（平成 26 年 2 月文化庁報告）

「第 9 回国際日本語教育・日本研究シンポジウ

を掲載、常用漢字表の索引には「音訓索引」

ム」の成果をまとめたものです。日本語教育

が加わり、さらに漢字の学年別配当と音訓の

のみならず、社会、経済、歴史などの日本研

小・中・高の段階別割り振りが示され、より

究の論考を含めた 75 本の論文を収録し、多面

便利になりました。2 色刷。

的に日本語教育・日本研究を捉えています。

麹町店ベスト５ （12 月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 3 月 7 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30） （定員 20 名／無料）
～アルク日本語文字学習シリーズ～ 教材説明会
『すぐ書ける ! きれいに書ける ! ひらがな・カタカナ練習ノート』
『どんどんつながる漢字練習帳』
講師：本田弘之先生 , 田桑有美子氏
※店頭イベントは、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：松岡）
TEL: 03-3239-8673 FAX: 03-3238-9125 E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

１． 新版 ロールプレイで学ぶ
中級から上級への日本語会話
（凡人社）
２． すぐ書ける！きれいに書ける！
ひらがな・カタカナ練習ノート
（アルク）
３． みんなの日本語初級Ⅰ 第２版
初級で読めるトピック 25
（スリーエーネットワーク）
４． テーマ別 中級から学ぶ日本
語〈三訂版〉
（研究社）

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

    

地域で活動する日本語ボランティアのための研修会
in
東京 in 新宿

展示販売

【講師】 山﨑佳子先生 , 安藤栄里子先生 , 惠谷容子先生 , 河野俊之先生
【日時】 2 月 7 日（土） 13:30 〜 16:55（受付開始 13:00）
【会場】 新宿文化センター 3 階小ホール（新宿区新宿 6-14-1）
【定員】 200 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）

    

［新刊ベスト５］

日本語教師塾 Vol.8
in
東京 ～プロフェッショナルな教師になる～

展示販売

【講師】 河野俊之先生 , 伊東祐郎先生
【日時】 3 月 14 日（土） 10:00 〜 16:00（受付開始 9:30）
【会場】 KCP 地球市民日本語学校（新宿区新宿 1-29-12）
【対象】 日本語教師（主に日本語学校 / 専任・非常勤、大学非常勤）
【定員】 100 名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】3,000 円（税込）
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

４． みんなの日本語初級Ⅰ 第２版
CD ５枚セット
（スリーエーネットワーク）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 日本語能力試験 公式問題集

N5

２． 日本語能力試験 公式問題集

N4

３． 新版 ロールプレイで学ぶ
中級から上級への日本語会話
４． 短期マスター 日本語能力試
験ドリル N5
５． 絵で導入・絵で練習

NEWS
● 国際交流基金日本語国際セン
ター 25 周年記念シンポジウム

● 日本語教育研究・情報センター
主催 日本語教育講演会

「課題遂行を出発点とした言語学
習デザイン ―
『まるごと 日
本のことばと文化』
の挑戦―」

「語彙読解システムの開発
―日本語教育における多読―」

「シラバス作成を科学にする
―日本語教育に役立つ多面的な
語彙シラバスの作成―」

【日時】2015 年 2 月 21 日（土）
13:00 〜 16:30
【会場】国立国語研究所 2 階 講堂
（東京都立川市緑町 10-2）

【日時】2015 年 2 月 22 日（日）
10:00 〜 16:30
【会場】国立国語研究所 2 階 講堂
（東京都立川市緑町 10-2）

【日時】2015 年 2 月 1 日（日）
10:30 〜 17:00
【会場】国際交流基金日本語国際セ
ンター 佐藤ホール

http://www.jpf.go.jp/j/urawa/
about/25th/150201.html

http://www.ninjal.ac.jp/event/
specialists/project-meeting/
m-2014/20150221-sympo/

● NINJAL シンポジウム

http://www.ninjal.ac.jp/event/
specialists/project-meeting/
m-2014/20150222-sympo/

