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談話とプロフィシェンシー
その真の姿の探求と教育実践をめざして
鎌田修 , 嶋田和子 , 堤良一 編
定延利之 , 清水崇文 , 西郷英樹 , 由井紀久子 著
A5 判 248 頁 2,600 円＋税
凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-892-0 5 月下旬発売予定

『対話とプロフィシェンシー』（2012 年）に続
く「プロフィシェンシーを育てる」シリーズ

日本語教育 学のデザイン

―その地と図を描く―

の第 3 弾。談話とは何なのか、談話教育はど

神吉宇一 編 名嶋義直 , 栁田直美 , 三代純平 , 松尾慎 ,

うあるべきなのか―。この問いの答えを求め、

嶋ちはる , 牛窪隆太 著

7 名の著者がそれぞれの研究分野・教育現場

A5 判 248 頁 2,600 円＋税

から議論を展開させる一冊。自然な談話デー

凡人社 発行

タを、先入観を排して注意深く観察すること

ISBN 978-4-89358-893-7 5 月下旬発売予定

で、新たな談話観への道をひらき、日本語教

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

育におけるプロフィシェンシーとは何かを問

られてきたのか―。レビューを通して、背景と

堤良一氏による鼎談を収録しています。

い直します。巻末には、鎌田修氏・定延利之氏・

なる社会的事実・課題、学問的蓄積・課題とい
う日本語教育学の「地」を描き出し、
「図」と
しての個別研究・個別実践の方向性を示します。

［新版］ BASIC KANJI BOOK
基本漢字 500 VOL.1

レビューのテーマは、
「学習の分析とデザイン」

加納千恵子 , 清水百合 , 谷部弘子 , 石井恵理子 著

「言語教育と文化」
「多文化社会の構築と言語教

B5 判 256 頁＋別冊 16 頁 2,400 円＋税

育の役割」
「学習と学習者の研究」
「教師の役割

凡人社 発行

と専門性」の 5 つ。日本語教育関係者や隣接

ISBN 978-4-89358-882-1 好評発売中

領域の専門家 25 名によるエッセイも収載。こ

コンセプトやシラバス、各課の構成はそのまま

れからの日本語教育学に求めることを自由に論

に、より見やすいレイアウトに刷新。新しい常

じます。
「学」のデザインを通して、日本語教

用漢字表に準拠し、一部、語例・例文・対訳を

育学の学問的体系化をめざす意欲作。

見直しました。Vol.2 は、2015 年秋発売予定。

上級 ・ 超級日本語学習者のための

読解攻略！ 日本語能力試験Ｎ１レベル

考える漢字 ・ 語彙 上級編／超級編

草野宗子 , 村澤慶昭 , 牛米節男 著

上級編 八木真生 , 早川幸子 , 中村朱美 著

B5 判 189 頁＋別冊 59 頁 1,400 円＋税

B5 判 218 頁＋別冊 40 頁 2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-904595-60-2 好評発売中

ISBN 978-4-88319-706-4 好評発売中

超級編 藤田佐和子 著

今の実力を確かめる「はじめの 4 題」、読解技

B5 判 266 頁＋別冊解答 28 頁 2,400 円＋税

術を養う「基礎編

ISBN 978-4--904595-61-9 好評発売中

い文章を読んで複数の問題に答える「応用編

短文」、文章タイプ別に長

中・長文」、「模擬試験」で構成され、全部

ココ出版 発行

漢字・語彙のネットワークに注目し体系的に

で 112 題 325 問が収録されています。自分の

漢字を学ぶことができる教材です。ただ覚え

苦手部分を意識しつつ、多くの難易度の高い

るだけの学習にならないように、豊富な用例

問題に取り組むことができます。

や生教材を基に、コロケーション、漢字・語
彙のネットワーク、読み分けや使い分けのルー
ルなどについて深く

考えながら

学べるよ

新完全マスター聴解 日本語能力試験 N3
ベトナム語版

うに工夫されています。また、指導者・独習

中村かおり , 福島佐知 , 友松悦子 著

者のための解説「知恵袋」を WEB で無料公

B5 判 85 頁＋別冊 46 頁 CD2 枚付き 1,500 円＋税

開しています（随時公開予定。現在、数課分

スリーエーネットワーク 発行

を公開中。詳細はココ出版の HP 参照のこと）。

ISBN 978-4-88319-710-1 好評発売中

日本語能力試験Ｎ 3 に合格するための「聴解の
力」を養う問題集のベトナム語版です。問題形
式と内容の説明や、解説などにベトナム語訳
がついています。
「音声の特徴」を学習後、
「発
話表現」「即時応答」「課題理解」など 5 つの
問題形式を学習し、聴解に必要なスキルを積
み上げながら習得できます。
タイ語 ・ ベトナム語 ・ インドネシア語版

NIE 実践ワークブック

新聞で身につく日本語力

日本語単語スピードマスター
STANDARD2400

宮弘美 著

倉品さやか 著

B5 判 112 頁 1,400 円＋税

A5 変判 320 頁 CD2 枚付き 1,600 円＋税

国書刊行会 発行

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-336-05901-7 好評発売中

ISBN 978-4-86392-230-3 好評発売中

気軽に授業に NIE（Newspaper in Education）

人気シリーズ「日本語単語スピードマスター」

を導入できるよう、3 ステップで構成してあり

のタイ語・ベトナム語・インドネシア語版第

ます。NIE 学習だけでなく、新聞を通じて読

２弾です。テーマなどでグループ分けされた

解力・文章力をバランスよく鍛えることを目標

語彙を、関連語句や例文とともに効率よく覚

としている、書き込み式のワークブックです。

えます。例文は日常の会話場面中心で大部分

別冊として「授業案」を添付しています。

が音声付きのため、実践力を高めます。

ストーリーで覚える漢字 300 ワークブック

現場に役立つ日本語教育研究 1

［英語 ・ インドネシア語 ・ タイ語 ・ ベトナム語訳版］

データに基づく文法シラバス

岩崎陽子 , 古賀裕基 著

庵功雄 , 山内博之 編

B5 判 208 頁＋別冊 20 頁 1,600 円＋税

A5 判 280 頁 2,400 円＋税

くろしお出版 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-666-5 6 月上旬発売予定

ISBN 978-4-87424-663-4 6 月上旬発売予定

楽に、楽しく、初級漢字を学ぶ好評シリーズ『ス

現在多くの日本語教科書がありますが、それ

トーリーで覚える漢字 300』のワークブック。

らの文法シラバスについて疑問や教えにくさ

文脈での漢字理解、読解、産出、音声を取り

を覚えたことはありませんか。本書ではこれ

入れた多様な出題で楽しみながら初級漢字を

まで教師の直観によって作られていた文法シ

確実に身につけます。JLPT、N5・N4 対策問

ラバスを、データに基づいて科学的に再検討

題付きで試験対策にも。

しそのあり方を問い直しています。その上で
「究極」ともいえる初級文法シラバスを提示し

やさしい日本語とイラストでわかる
介護のしごと

ています。日本語教育関係者必読です。

堀永乃 編著

言語理論としての語用論

B5 判 132 頁 2,000 円＋税

今井邦彦 著

日本医療企画 発行

四六判 208 頁 1,900 円＋税

ISBN 978-4-86439-332-4 好評発売中

開拓社 発行

在住外国人が介護職員初任者研修課程を学ぶ

ISBN 978-4-7589-2550-1 好評発売中

ときに、基本テキストだけでは理解すること

関連性理論・言語行為理論・グライス理論・

が難しいところをイラストとふりがな付きの

新グライス派・認知言語学という 5 つの語用

文章で、ていねいにポイント解説しています。

論理論にわたって、その特徴を適切に記述し、

また、「異文化理解」「ホウレンソウ」（報告・

相互の差異を明らかにし、そのうちのあるも

連絡・相談）など、介護の仕事をするときに知っ

のについては鋭い批判を加えています。語用

ておくと役立つ知識、日本の行事やしきたり

論の入門者にとっても、専門家にとっても、

などについても紹介しています。

研究を進める上で至上のガイドラインです。

日本語文法練習帳

日本語の談話におけるポーズの研究

山田敏弘 著

高村めぐみ 編

B5 判 120 頁 1,200 円＋税

A5 判 208 頁 6,800 円＋税

くろしお出版 発行

勉誠出版 発行

ISBN 978-4-87424-655-9 6 月上旬発売予定

ISBN 978-4-585-28016-3 好評発売中

文法は難しいと思っていませんか。本書では、

聞きやすい日本語を話すには、どこで「ポーズ」

入門から総論まで

学校文法をもとに、現代日本語の文法を丁寧

（間）を入れるかが重要です。本書では、日本

に解説しています。作文の誤りを直したり、

語学習者が、聞きやすい談話を生成するための

古典文学や身近な作品を読み解いたり、多様

指標として、談話の状況毎の「ポーズの規範」

な問題を解いたりしながら、役立つ文法を「楽

を作成し、規範に基づいた指導効果を検証して

しく」学べます。
『国語教師が知っておきたい

います。現場の教師にとっても指導書の役目を

日本語文法』のワークブック編です。

果たす一冊です。

麹町店ベスト５ （４月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 6 月 6 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30） （定員 20 名／無料）
『ビジネスケースで学ぶ日本語』を使った中・上級プロフィシェンシーの伸ばし方
講師：高見智子先生
※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
［イベント情報］
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～

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
展示販売
【日時】 ① 5 月 23 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
② 6 月 6 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30） ※①②は同じ内容です。
【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）

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

展示販売

［新刊ベスト５］
１． 平成 26 年度 日本語教育能
力検定試験 試験問題
（凡人社）
２． 増補版 日本語教育能力検
定試験 合格するための問
題集
（アルク）
３． 新完全マスター漢字 日本
語能力試験 N3 ベトナム語
版
（スリーエーネットワーク）
４． 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
（アルク）
５． デジタルコンテンツを学ぶ
留学生のためのカタカナ語
表現練習帳
（古今書院）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 平成 26 年度 日本語教育能
力検定試験 試験問題
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

N1

３． 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

N2

【講師】 嶋田和子先生、田坂敦子先生
【日時】 6 月 14 日（日） 14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 アルク（杉並区永福 2-54-12）
【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）

● 2015 年度
日本語教育学会春季大会

日本語教材まつり 2015 in 札幌
in
北海道 「日本語教育の読み書きを考える」

［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

展示販売

【講師】 山内博之先生、澤田幸子先生、関口明子先生、本田弘之先生
【日時】 8 月 29 日（土） 10:00 〜 16:20（受付開始 9:30 〜）
【会場】 札幌コンベンションセンター中ホール（札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1）
【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】北海道日本語教育ネットワーク会員：無料／非会員：500 円（税込）
【対象】日本語教育に興味のある方（ボランティア , 日本語教師 , 養成講座受講生など）
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

NEWS

＊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。

