新刊情報

No. 283 2015 年 4 月 15 日号
３.11 原発事故後の公共メディアの言説を
考える
名嶋義直 , 神田靖子 編
A5 判 304 頁 2,700 円＋税
ひつじ書房 発行
ISBN 978-4-89476-752-2 好評発売中

原発事故にまつわるディスコースは、誰のどの
ような意図で発信され、私たちに何を語ってい
るのでしょうか。新聞・インターネットメディ
ア・政府刊行物などによる原発問題についての

（新版） BASIC KANJI BOOK
―基本漢字 500― VOL.1

公共メディア言語に、批判的談話分析という方

加納千恵子 , 清水百合 , 谷部弘子 , 石井恵理子 著

アを読み解き、
「論理的な説得力をもった一石」

B5 判 256 頁＋別冊 16 頁 2,400 円＋税

を投じるための本です。

法から、
その問題点を指摘します。
現代のメディ

凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-882-1 5 月初旬発売予定

日本語教育 学のデザイン

1989 年の発行以来、漢字学習教材の定番と
して世界中でご愛用いただいている『Basic
Kanji Book』が生まれ変わります。①漢字学

神吉宇一 編 名嶋義直 , 栁田直美 , 三代純平 , 松尾慎 ,

習に関する知識を体系的に学ぶ、②漢字の運

凡人社 発行

用能力をつける、③覚えた漢字を必要に応じ

ISBN 978-4-89358-893-7 5 月下旬発売予定

て記憶の中から取り出して活用できるような
覚え方、思い出し方、整理法などを工夫させる、

2000 年代初頭になされた日本語教育をめぐる
議論は、この 10 余年でどのように広がり深め

というコンセプトやシラバス、各課の構成は

られてきたのか―。レビューを通して、背景と

そのままに、より見やすいレイアウトに刷新。

なる社会的事実・課題、学問的蓄積・課題とい

新しい常用漢字表に準拠し、一部、語例・例

う日本語教育学の「地」を描き出し、
「図」と

文・対訳を見直しました。解答例付きで、独

しての個別研究・個別実践の方向性を示します。

習にもより活用しやすくしました。Vol.2 は、

2015 年秋発売予定です。

―その地と図を描く―

嶋ちはる , 牛窪隆太 著
A5 判 248 頁 2,600 円＋税

「学」のデザインを通して、日本語教育学の学
問的体系化をめざす意欲作。

にほんご語彙力アップトレーニング

伝わる発音が身につく !

木下謙朗 , 三橋麻子 , 丸山真貴子 著

にほんご話し方トレーニング

B5 判 100 頁＋ 44 頁 CD1 枚付き 1,800 円＋税

中川千恵子 , 木原郁子 , 赤木浩文 , 篠原亜紀 著

アスク出版 発行

B5 判 104 頁 CD2 枚付き 1,800 円＋税

ISBN 978-4-87217-931-6 好評発売中

アスク出版 発行

身近な生活場面や日本文化・習慣などを題材

ISBN 978-4-87217-944-6 好評発売中

に、テーマに沿った語彙をレベルの枠を超え

中・上級者向け発音トレーニング教材。ミニ

て選定しました。イラストを多用し、語彙の

スピーチや雑談など、楽しい文章を題材にし

組み合わせ・結びつきなどから無理なく語彙

て、日本語のアクセントやリズム（拍）を意

を増やせます。さらに、ただ覚えるだけでは

識しながら発音練習ができます。高低アクセ

なく、「語⇒句⇒文⇒文章」へと使えるように

ントや、
「へ」の字型イントネーション等、ポー

なる練習・タスクを充実させました。【英・中・

ズを表すマークによって、「音が見える」仕掛

ベトナム語訳付き】

けを用意しました。【日本語訳のみ】

どんどんつながる漢字練習帳 初級
イラスト＆漢字データ集
鈴木英子 著
B5 判 67 頁 CD-ROM1 枚付き 3,500 円＋税
アルク 発行
ISBN 978-4-7574-2626-9 4 月下旬発売予定

それぞれの漢字に、成り立ち説明とそれに合わ

日本語能力試験 ターゲット 2000
N1 単語 改訂版／ N2 単語 改訂版

せたイラストが付いていて、つながりをイメー

N1 A5 変判 436 頁 1,800 円＋税

ジするのを助けます。本データ集は、このテキ

ISBN 978-4-01-092423-5 好評発売中

スト中のイラストと漢字をデータにした一冊で

N2 A5 変判 436 頁 1,800 円＋税

す。練習帳のイラストと漢字を授業にあわせ思

ISBN 978-4-01-092424-2 好評発売中

い通りの大きさのカードが作成できます。

日本語能力試験 ターゲット 1000
N1 漢字 改訂版／ N2 漢字 改訂版
N1 A5 変判 238 頁 1,600 円＋税

新完全マスター漢字 日本語能力試験 N3
ベトナム語版

ISBN 978-4-01-092421-1 好評発売中

石井怜子 , 青柳方子 , 鈴木英子 , 髙木美穂 , 森田亮子 ,

N2 A5 変判 244 頁 1,600 円＋税

山崎洋子 著

ISBN 978-4-01-092422-8 好評発売中

B5 判 115 頁＋別冊 46 頁 1,200 円＋税

彦坂佳宣 監修 旺文社 編 旺文社 発行

スリーエーネットワーク 発行

過去の試験問題を徹底分析し、合格に必要な漢

ISBN 978-4-88319-711-8 4 月下旬発売予定

字／単語を「出る順」に掲載しました。漢字の

近年のベトナム語訳付き教材の需要の高まりを

「筆順」
、語句・例文の 3 ヶ国語翻訳も付いて、

受けて、
『新完全マスター漢字 日本語能力試験

効率よく JLPT 対策ができます。巻頭ポスター・

N3』では、「ベトナム語版」を刊行いたしまし

口絵、赤セルシート、確認テスト、音声（ダウ

た。コラムや単語リストに訳を添え、さらにリ

ンロード）付き。（※改訂版は装丁変更をし、巻頭にポ

ストには漢字理解を助ける漢越語を収録しまし

スターと口絵を加えたものです。
）

た。
『同 聴解』も 4 月末発売予定。

日本語能力試験 N1 聴解必修パターン

日本語並列表現の体系

氏原庸子 , 岡本牧子 著

中俣尚己 著

B5 判 200 頁＋別冊 16 頁 CD2 枚付き 1,800 円＋税

A5 判 452 頁 7,200 円＋税

J リサーチ出版 発行

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-86392-228-0 好評発売中

ISBN 978-489476-736-2 好評発売中

テキスト

と

問題集

が 1 つになった完全

日本語の多様な並列表現を体系的に記述した

対策本。短期・長期、いずれの対策にも便利。

初めての研究書です。「と」「や」など使い分

基礎固めから「問題分析→解答の手順・ポイ

けの難しい並列表現を統語的な「網羅性」と

ントの確認の繰り返し練習」へと、着実に実

意味的な「集合の形成動機」を軸に説明。心

戦力を養成。付録「試験に出る言葉」で聴解

理実験やコーパス調査などの手法も取り込み、

試験に向けた語彙力強化もできます。英・中・

意味の違いを客観的に分析します。原理から

ベトナム語の部分訳、模試１回分付き。

日本語を教えるための一冊。

にほんご だいじょうぶ BOOK1 教師用ガイド

共生の言語学

サンアカデミー日本語センター 著

持続可能な社会をめざして

B5 判 144 頁 CD-ROM1 枚付き 3,200 円＋税

村田和代 編

ジャパンタイムズ 発行

A5 判 252 頁 3,400 円＋税

ISBN 978-4-7890-1590-5 好評発売中

ひつじ書房 発行

楽しく学びながら日本語力がつく初級クラス

ISBN 978-4-89476-730-0 好評発売中

を目指す先生方へ。
『にほんご だいじょうぶ

言語・コミュニケ―ション研究は、社会の構

BOOK 1』を使った「コミュニケーション積み

築にどのように貢献できるのでしょうか。こ

上げ式」の教え方を、丁寧に解説した教師用ガ

の普遍的な課題に、言語学・コミュニケーショ

イド。教室での学習者とのやりとりを具体的に

ン研究者のほか、医療・福祉・政策・環境分

示しているので、タスク活動の進め方がよくわ

野の研究者が挑みました。分野を超えた対話

かります。CD-ROM には、プリントしてその

を通して、持続可能な社会とコミュニケーショ

まま使える教室用カードを PDF で 640 枚収録。

ン研究を考えます。

増補版 日本語教育能力検定試験
合格するための問題集

文法 ・ 談話研究と日本語教育の接点

アルク日本語編集チーム 著

A5 判 360 頁 4,200 円＋税

B5 判 CD3 枚付き 3,300 円＋税

くろしお出版 発行

アルク 発行

ISBN 978-4-87424-653-5 好評発売中

ISBN 978-47574-2630-6 好評発売中

この本は「文法・談話研究」と「日本語教育」

日本語教育能力検定試験対策の問題集がパ

を結びつけた 15 の論文が収められています。

ワーアップ！ 試験の全範囲を完全網羅し、豊

実践に資する研究、実践結果を元にした研究な

富な対策問題
（918 問）
を掲載。詳しい解説付き。

どさまざまありますが、どれも大変興味深い内

聴解問題・記述式問題も豊富です。巻末には
「耳

容です。また巻末には砂川有里子・白川博之両

から覚える必須用語」音声ダウンロード付き。

先生による、日本語学・言語学などと日本語教

（※本書は『平成 21 〜 23 年度 日本語教育能力検定試験 合格

育の過去・現在・未来について示唆に富んだ内

するための問題集』に 1 回分の問題を追加した増補版です。
）

阿部二郎 , 庵功雄 , 佐藤琢三 編

容の対談が掲載されており、必読です。

麹町店ベスト５ （３月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 4 月 18 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30） （定員 20 名／無料）
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～
講師：村野節子先生
※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

営業部からのお知らせ

展示販売

【講師】 毛利元貞先生
【日時】 4 月 25 日（土） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP 大阪御堂筋カンファレンスセンター（大阪市中央区淡路町 3-5-13）
【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）【対象】日本語教師（主に日本語学校 専任／非常勤、大学 非常勤）
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

楽しく、力がつく読み学習をめざして
in
福岡 ～『たのしい読みもの 55』
（アルク発行）を使って～

展示販売

【講師】 嶋田和子先生、田坂敦子先生
【日時】 5 月 23 日（土） 14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル・第 4 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 50 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 【対象】日本語教師（主に日本語学校 専任／非常勤、大学 非常勤）
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

楽しく、力がつく読み学習をめざして
in
大阪 ～『たのしい読みもの 55』
（アルク発行）を使って～

１． 伝わる発音が身につく！
にほんご話し方トレーニング
（アスク出版）
２． みんなの日本語中級Ⅰ
くり返して覚える単語帳
（スリーエーネットワーク）
３． 身近なテーマから語彙を広
げる！ 日本語語彙力アップ
トレーニング
（アスク出版）
４． 新聞・テレビ ニュースの日
本語 用例で覚える重要語彙

［イベント情報］
日本語教師塾 @ 大阪 Vol.4
in
大阪 日本語教師の演出・表現・対話力

［新刊ベスト５］

展示販売

【講師】 嶋田和子先生、田坂敦子先生
【日時】 5 月 24 日（日） 14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館 4 階（大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 50 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 【対象】日本語教師（主に日本語学校 専任／非常勤、大学 非常勤）
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

今、分岐点に立つ日本語教師のためのステップ & キャリアアップ講座
in
東京 学習者の多様化に対応する教師を目指して～『WEEKLY J』をどう使うか～
【講師】 加藤早苗先生、坂本舞先生、秋山信子先生
【日時】 ① 5 月 23 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）※①②は同じ内容です。
② 6 月 6 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 ①インターカルト日本語学校（台東区台東 2-20-9）
② TKP スター貸会議室四谷（第 2）（新宿区四谷 1-8-6 ホリナカビル）
【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）【対象】現職日本語教師 ※その他の方はご相談ください
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

1000

（ジャパンタイムズ）

５． NIE 実践ワークブック 新聞
で身につく日本語力
（国書刊行会）
［凡人社の書籍ベスト５］
１．（初級）語学留学生のための
日本語Ⅰ 解答付き
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． 日本語能力試験 公式問題集

N5

５． WEEKLY J for Starters 1

Dive into Japanese

NEWS
● 2015 年度
日本語教育学会春季大会
［開催日］5 月 30日（土）・31 日（日）
［場所］武蔵野大学有明キャンパス
＊詳細は、主催者ウェブサイトを
ご覧ください。

http://www.nkg.or.jp/taikai/2015/15
springprogram.pdf
＊書籍の展示販売をいたします。

