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きょうから話せる！

にほんごだいじょうぶ Book1

サンアカデミー日本語センター 著
B5 判 224 頁 + 別冊 72 頁 CD-ROM1 枚付き
2,800 円 + 税
ジャパンタイムズ 発行
ISBN 978-4-7890-1589-9

好評発売中

現実場面をシミュレーションするタスクを通
して、本物に近いコミュニケーション体験を
積み上げることで、短期間で学習者の力を最
大限に引き出すことをめざした「実践重視」
の初級テキスト。活気あるクラスづくりに最
適。相手の言葉が全部わからなくても、自分

平成 26 年度日本留学試験 （第２回）
試験問題

の文法知識が足りなくても、今日からコミュ

日本学生支援機構 編著

ニケーションできます！ 3 月に Book 1 教師

B5 判 352 頁 CD1 枚付き 1,800 円＋税

用指導書、今秋に Book 2 発行予定。

凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-866-1 好評発売中

WEEKLY J for Starters1

「日本留学試験」の平成 26 年 11 月に行われた

Dive into Japanese Language

試験問題です。一冊に「日本語」
「理科」
「総

加藤早苗 監修 秋山信子 , 坂本舞 著

合科目」
「数学（コース 1 ／コース 2）
」がすべ

B5 判 176 頁 2,000 円＋税

て掲載されています。また、
「日本語」以外の

凡人社 発行

科目は英語版も掲載されています。付属の CD

ISBN 978-4-89358-881-4 好評発売中

には日本語科目の「聴解・聴読解」の音声が収

15 のトピックで構成されており、文型・表現が、

録されており、巻末には参考資料として実施要

トピックを変えて繰り返し出てくるのが特長の

項、応募者数・受験者数一覧、試験会場一覧、

1 つです。初級前半から、自分のことについて

シラバス（出題範囲）
、音声スクリプトが掲載

話しながら日本語を学びましょう。短期コース

されています。受験指導をなさる方と受験者に

や地域の日本語教室でも活用しやすくなってい

とって必携の一冊です。過去の年度の在庫はお

ます。音声
（MP3）
と語彙リストが凡人社のウェ

問い合わせください。

ブサイトからダウンロードできます。

語彙マップで覚える漢字と語彙
初級 1400

留学生のための日本語で学ぶパソコンリテラシー

徳弘 康代 監修・著

林泰子 著

B5 変判 192 頁 1,400 円＋税

B5 変判 196 頁 2,200 円＋税

J リサーチ出版 発行

共立出版 発行

ISBN 978-4-86392-214-3 好評発売中

ISBN 978-4-320-12383-0 好評発売中

語彙マップを活用して一つ一つの語を関連づ

本書は留学生を対象とした、日本語能力と同

けながら学習することで、頭の中で言葉のネッ

時にパソコン操作能力の向上を図るための教

トワークが自然にできます。場面やテーマで

科書です。本文中の漢字にはすべてルビをふ

分けられた 17 の課のそれぞれで、たくさんの

り、各章の要約および重要語彙リストには、

イラストを背景に、初級の基本語彙・文型・

中国語、韓国語、英語の 3 か国語を付記しま

表現が自然に身につきます。ローマ字読みや

した。また練習問題には、日本事情や日本文

レベル表示、対訳も学習に便利です。

化を学べるような内容を取り上げました。

橋本恵子 , 金子大輔 , 西村靖史 , 宮川幹平 , 岡本尚志 ,

日本語を書くトレーニング 第 2 版
野田尚史 , 森口稔 著
A5 変判 128 頁 1,000 円＋税
ひつじ書房 発行
ISBN 978-4-89476-177-3 好評発売中

日常生活に密着した言語活動をサポートする
テキストとして、2003 年の初版刊行以来好評
をいただいてきましたが、現在では古くなっ

日本語教育の現場から

てきた情報を刷新する形で改訂しました。テ

言葉を学ぶ／教える場を豊かにする 50 の実践

レビの G コード予約などのトピックの変更、

佐々木倫子 , 岡田英雄 , 鈴木理子 , ローズ（平田）昌子 編

メールの体裁を実際に近づけるなどよりテキ

A5 判 314 頁 2,400 円＋税

ストとして使いやすくなりました。

ココ出版 発行
ISBN 978-4-904595-53-4 好評発売中

学生のレポート・論文作成トレーニング （改訂版）

日本語を教える仕事は、国内国外のさまざま

スキルを学ぶ 21 のワーク

な場所で、さまざまな学習者を相手に、さま

桑田てるみ 編

ざまな形で行われています。また、その先に

B5 判 128 頁 1,200 円＋税

は「日本語」
「教育」の枠を超えて、広く「言葉」

実教出版 発行

に関する分野の仕事が広がっています。日本

ISBN 978-4-407-33614-6

語教育を志す人、興味のある人、あるいは既

本書はレポート・論文とは何かといった基本

に日本語教育を実践していてさらに広がる世

的事項を知り、レポート・論文が書けるよう

界をのぞいてみたい人々のために、本書は企

になる技術を身につけるためのテキストです。

画されました。日本語教育、言語教育、言葉

段階的に学ぶことで、次第にスキルアップが

に関する、多岐にわたる分野の現場に触れる

はかれるように編修しています。また、書く

ことは、言葉を学ぶ／教えることについての

トレーニングを通じて、社会で必要な基本的

新たな気づきを生むことでしょう。

能力を磨くことも目的としています。

好評発売中

大学の授業をデザインする

学習力を育てる日本語指導

大学生の日本語リテラシーをいかに高めるか

日本の未来を担う外国人児童 ・ 生徒のために

成田秀夫 , 大島弥生 , 中村博幸 編

田中薫 著

A5 判 216 頁 3,200 円＋税

B5 判 220 頁 1,900 円＋税

ひつじ書房 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-89476-693-8 好評発売中

ISBN 978-4-87424-646-7 好評発売中

大学で広がる文章表現科目の担当者に向け、

短期間の日本語指導で、教科学習につなげる

知 識 基 盤 型 社 会 に 対 応 し た「 日 本 語 リ テ ラ

ためにはどうしたらよいのでしょうか。20 年

シー」教育を提案。担当者間の教育観・学習

以上にわたり、年少時日本語教育実践、学習

観の共有のための FD のあり方、プロセスと

法の指導、日本語力診断、教育相談など、現

ユニットに着目した具体的なライティング授

場の第一線で活躍してきた著者による、具体

業の設計方法を示します。能動型学習やジェ

的な指導方法を１冊にまとめました。

ネリックスキル育成を重視した事例も紹介。

テキストマイニングによる言語研究
フィードバック研究への招待

岸江信介 , 田畑智司 編

第二言語習得とフィードバック

A5 判 212 頁 6,700 円＋税

大関浩美 編著

ひつじ書房 発行

名部井敏代 , 森博英 , 田中真理 , 原田三千代 著

ISBN 978-4-89476-695-2 好評発売中

A5 判 194 頁 2,400 円＋税

テキストマイニングを援用した言語分析の研

くろしお出版 発行

究事例 10 論文を掲載。アンケート調査による

ISBN 978-4-87424-643-6 好評発売中

自由回答など、膨大なテキストデータの中か

教師は学習者の誤りを訂正したほうがよいの

ら真実を見つけ出す方法を分かりやすく紹介

でしょうか。口頭へのインタラクションやラ

します。「テキストマイニング」という手法で

イティングにおける、学習者の誤りへのフィー

なにができるか知りたい人におすすめ。

ドバックに関する最新の研究成果を、わかり
やすく紹介します。教室でのフィードバック

講座 日本語コーパス

を考えるための指南役として。

２ 書き言葉コーパス／６ コーパスと日本語学
２ 前川喜久雄 監修 山崎誠 編

感じのよい英語 感じのよい日本語

A5 判 164 頁 3,000 円＋税

日英比較コミュニケーションの文法

ISBN 978-4-254-51602-9 好評発売中

水谷信子 著

６ 前川喜久雄 監修 田野村忠温 編

B6 判 140 頁 1,200 円＋税

A5 判 192 頁 3,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-254-51606-7 好評発売中

ISBN 978-4-87424-644-3 好評発売中

朝倉書店 発行

人とつきあうときの表現について、日本語と

『書き言葉コーパス―設計と構築』は BCCWJ

英語で比較しどのような違いがあるのでしょ

を中心にコーパスの設計・構築を概説。歴史コー

うか。相手を傷つけないことを重んじた消極

パスも本巻で解説しています。
『コーパスと日本

的な丁寧さではなく、相手とのよき関係を結

語学』はコーパスを用いた日本語研究のさまざ

ぶための、積極的に相手に近づくことを重視

まなアプローチを事例とともに解説。インター

した対人関係表現を考えます。

ネットの利用とプログラミングの初歩も収録。

麹町店ベスト５ （１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

［イベント情報］
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）
【定員】 100 名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【対象】日本語教師（主に日本語学校／専任・非常勤、大学非常勤）
【参加費】3,000 円（税込）
【主催】 アルク・凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

九州日本語教育連絡協議会・鹿児島日本語教育研究会
in
鹿児島 2014 年度 3 月研修会

１． 新しい国語表記ハンドブック
第七版
（三省堂）
２． 語彙マップで覚える漢字と語彙
初級 1400
（J リサーチ出版）
３． 平成 26 年度日本留学試験
（第２回）試験問題
（凡人社）
４． どんどんつながる漢字練習帳
初級
（アルク）

営業部からのお知らせ
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～

［新刊ベスト５］

展示販売

『新しい基礎日本語教育のデザインと教師の役割
～ NEJ を活用した日本語教育の実践～』

【講師】 西口光一先生
【日時】 3 月 28 日（土） 14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 鹿児島大学 共通教育棟 3 号館 312 号講義室（1 階）
【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】1,000 円（税込）
【主催】 九州日本語教育連絡協議会・鹿児島日本語教育研究会
【共催】 アルク・凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

学習者の発話を引き出すヒント
in
愛知 ～『できる日本語』を例として～
【講師】 嶋田和子先生
【日時】 4 月 11 日（土） 13:30 〜 15:00（受付開始 13:00）
【会場】 名古屋国際センター 5 階第 1 会議室（名古屋市中村区那古野 1-47-1）
【定員】 80 名（予約不要。当日先着順。）
【参加費】東海日本語ネットワーク会員：無料／一般：500 円（税込）
【主催】 名古屋国際センター
【共催】アルク・凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】名古屋国際センター交流協力課
電話：052-581-5689 FAX：052-581-5629

４． きょうから話せる！ にほんご
だいじょうぶ Book1
（ジャパンタイムズ）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 日本語能力試験 公式問題集

N1

２． 日本語能力試験 公式問題集

N2

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． できる日本語 初中級 わた
しのことばノート
５． 絵で導入・絵で練習

NEWS
●平成 27 年度日本留学試験
（第 1 回）
［願書受付期間］
2015 年 2 月 16 日～ 3 月 13 日
［受験票発送日］
2015 年 5 月 22 日（金）
［試験日］
2015 年 6 月 21 日（日）
［成績通知］
2015 年 7 月 24 日
☆願書の販売を開始しました☆

