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留学生のためのジャーナリズムの日本語
新聞 ・ 雑誌で学ぶ重要語彙と表現
一橋大学国際教育センター 編

澁川晶 , 高橋紗弥子 ,

庵功雄 著
B5 判 130 頁 2,000 円＋税
スリーエーネットワーク 発行
ISBN 978-4-88319-715-6 好評発売中

上級レベルの日本語学習者を対象にした、新聞
や雑誌で使用される特有の省略表現や日本の文

中級日本語 新装改訂版 下

化や社会に関する背景知識が必要な語彙・表現

東京外国語大学留学生日本語教育センター 著

を学習できる教材です。実際の新聞 ･ 雑誌を

B5 判 192 頁 + 別冊 44 頁 2,000 円＋税

中心に計 122 件の記事を収録し、全 5 課で約

凡人社 発行

150 表現を学習します。巻末には「日本の教育

ISBN 978-4-89358-887-6 6 月下旬発売予定

システム」や「年表」などの資料を収録し、読

定番の教材『中級日本語』の新装改訂版。大

解力を支える知識の拡充を補助します。

学進学をめざす日本語学習者に最適の教材で
す。学習者が日本人の生活や文化、現代の社
会や科学について考えたり、意見を言ったり、

1 日 10 分のシャドーイング！
就活 ・ 仕事のにほんご会話

討論したりできるようにという趣旨で選ばれ

国際日本語普及協会（AJALT）著

た旧版の読解素材が継続して掲載されていま

A5 判 202 頁＋別冊 48 頁 2,200 円＋税

す。それらを精読することで文法項目、語彙、

アスク出版 発行

漢字等の言語要素を段階的に学習できます。

ISBN 978-4-87217-953-8 好評発売中

また同時に、文章の構造等も理解できるよう

面接や電話の取り次ぎなど、就職や仕事の会

になることを目的としています。下巻にあた

話をシミュレーション練習。覚えた表現がそ

る本書には、旧版の 13 課からが掲載されてお

のまま使え、敬語表現がスラスラ出てくるよ

り、新出文型のそれぞれに「意味・用法」の

うになります。すぐに使える全 80 会話を厳選

簡単な説明と例文が付いています。音声 CD

収録、毎日続けやすい「1 会話／見開き単位」

付き。著者が運営するサイト「JPLANG」で

の学習構成で、会話や解説には英語訳を付け

無料副教材が多数公開されていて便利です。

ました（中・越語は Web 対応）。

日本語 読み書きのたね

改訂版 大学 ・ 大学院留学生の日本語

澤田幸子 , 武田みゆき , 福家枝里 , 三輪香織 著

1 読解編 /2 作文編 /3 論文読解編 /4 論文作成編

B5 判 112 頁＋別冊 60 頁 1,600 円＋税

アカデミック・ジャパニーズ研究会 著

スリーエーネットワーク 発行

アルク 発行

ISBN 978-4-88319-713-2 好評発売中

1 読解編 B5 判 124 頁＋別冊 12 頁 1,600 円＋税

地域の日本語教室で学ぶ外国人学習者が、学習

ISBN 978-4-7574-2631-3 好評発売中

のパートナーである日本語ボランティアの手助

2 作文編 B5 判 100 頁＋別冊 12 頁 1,600 円＋税

けを得ながら、読み書きの力をつけるためのテ

ISBN 978-4-7574-2632-0 好評発売中

キストです。
「春は桜 秋はもみじ」
「日本の生

3 論文読解編 B5 判 156 頁＋別冊 12 頁 1,800 円＋税

活 高い？安い？」など、学習者が親しみやす

ISBN 978-4-7574-2633-7 好評発売中

い 20 のテーマで構成されています。既刊の
『日

4 論文作成編 B5 判 140 頁＋別冊 12 頁 1,800 円＋税

本語

ISBN 978-4-7574-2634-4 好評発売中

おしゃべりのたね

第 2 版』と併せて

使えば、
「話す・聞く・読む・書く」の総合的

ロングセラー「大学・大学院留学生の日本語」

な日本語力を伸ばすことができます。

シリーズを改訂。大学・大学院での学びを充
実したものにするための読む力・書く力を段
階的に身につけます。改訂版では、取り組み
やすいと好評の構成はそのままに、古くなっ
た情報を更新し、話題を新しいものに差し替
えました。「論文編」「論文読解編」は本文の
読み上げ音声ダウンロードサービス付き。

新にほんご 500 問 N1/N2/N3/N4-N5
松本紀子 , 佐々木仁子 著
アスク出版 発行
N1 四六判 294 頁 1,200 円＋税
ISBN 978-4-87217-943-9 好評発売中

日本語文法ファイル

N2 四六判 293 頁 1,200 円＋税

日本語学と言語学からのアプローチ

ISBN 978-4-87217-942-2 好評発売中

鈴木孝明 著

N3 四六判 293 頁 1,200 円＋税

A5 判 216 頁 1,600 円＋税

ISBN 978-4-87217-941-5 好評発売中

くろしお出版 発行

N4-N5 四六判 292 頁 1,200 円＋税

ISBN 978-4-87424-661-0 好評発売中

ISBN 978-4-87217-940-8 好評発売中

「何かよい日本語文法の本はないか」と悩んで

日本語能力試験の文字・語彙・文法対策ドリ

いる日本語教師志望の方に向けた一冊。日本

ル本『にほんご５００問』の改訂版です。能

語学と言語学のコアな部分を、コンパクトに・

力試験のレベル分けがより細かく、判型がよ

簡潔に・網羅的にまとめた、「日本語学も言語

りコンパクトになって使い易くなりました。1

学もわかる」日本語文法入門書です。多くの

ページに 3 種類のドリルが一問ずつのレイア

用語で混乱しないよう、専門用語の配置の仕

ウトはそのままに、N1・N2 は、英語・中国語・

方にも留意しました。練習問題、
用語相互参照、

韓国語、N3・N4-N5 は英語・ベトナム語の対

キーワード、索引付き。

訳がそれぞれ付いています。

学生のコミュニケーション ・ スキルの学び

日本語教育実習事例報告

グローバル社会を生きるためのレッスン

丸山敬介 著

木下直子 , 木山三佳 , 德田恵 著

A5 判 344 頁 3,600 円＋税

B5 判 160 頁 1,250 円＋税

ココ出版 発行

実教出版 発行

ISBN 978-4-904595-63-3 好評発売中

ISBN 978-4-407-33627-6 好評発売中

日本語教師を目指す学生が行った実習授業を

初年次のコミュニケーション指導、留学生が多

質的に分析したものです。80 年代半ばより日

い学校でのインターンシップなどのキャリア指

本語教師養成に関わってきた筆者が、長年の

導に最適のテキストです。大学での学びに必要

観察の中で見いだした「よい授業」とはどの

なコミュニケーション・スキルを重視し、
各レッ

ようなものか。教室の持つ文脈の多様性とそ

スンは「文章作成」
「会話」
「漢字・語句」で構

れに応じた実習生の活動の多様性の中に身を

成しています。漢字にはすべてルビがふってあ

置いてきた筆者の到達点がここにあります。

彼らはどう教えたのか？

ります。

第二言語としての日本語の発達過程
私たちの日本語研究

問題のありかと研究のあり方

言語と思考の Processability

定延利之 編

峯布由紀 著

A5 判 184 頁 2,200 円＋税

A5 判 284 頁 3,600 円＋税

朝倉書店 発行

ココ出版 発行

ISBN 978-4-254-51046-1 好評発売中

ISBN 978-4-904595-64-0 好評発売中

「日本語」はこんなに面白い。
「私たち」がなに

第二言語としての日本語の発達過程の全体像

げなく話して書いて読んでいる「日本語」は、

を明らかにする意欲的な研究です。Pienemann

学問的な目線で見るとツッコミどころが満載で

（1998） の 提 唱 す る Processability Theory を

す。好評を博した『私たちの日本語』に続き、

理論的枠組みとして、日本語学習者の発話デー

本書では、
「面白がる」ことで、日本語学の今

タを分析。南（1993）の示す日本語の階層構

日的なテーマを楽しく解説します。

造を援用しつつ、異なる文法カテゴリーに属
する言語形式の発達過程を俯瞰します。

7 日でわかる日本語教師のための IT 講座
Word ・ Excel ・ PowerPoint から画像 ・ 動画編集まで

外国人児童生徒の学びを創る授業実践

中澤一亮 , 畑佐一味 著

「ことばと教科の力」 を育む浜松の取り組み

B5 判 174 頁 1,900 円＋税

齋藤ひろみ , 池上摩希子 , 近田由紀子 編

くろしお出版 発行

A5 判 256 頁 2,200 円＋税

ISBN 978-4-87424-657-3 好評発売中

くろしお出版 発行

日本語教師にとって必要な IT の基本スキルを、

ISBN 978-4-87424-662-7 好評発売中

長年にわたり日本語教師向けの IT 講座を担当

浜松市での実例をもとに、
「外国人の子どもた

してきた著者が、やさしく解説します。実際の

ちの学びを育む授業づくり」を考えます。第 1

日本語教師からの「困っている」声に基づいて、

部で、浜松市の外国人児童生徒教育について解

頻繁に行う作業を軽減するテクニックを数多く

説し、第 2 部で 14 の実践事例を写真とともに

含めました。動画サイトもあり、紙面だけでは

紹介し、第 3 部には実践に取り組む方々への

わかりにくい動作もパソコンで確認できます。

インタビューを掲載しました。外国人児童生徒

2 色刷。

の教育に関わる教師に必携の一冊です。

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 7 月 25 日（土）15:00 ～ 16:50（受付開始 14:30） （定員 20 名／無料）
「授業を変えて、
『授業力』
を磨こう。
」＆
「横浜国立大学大学院説明会」
講師：河野俊之先生
※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］
in 『日本語教育 学のデザイン―その地と図を描く―』出版記念企画
東京 日本語教育 学のデザイン

～これからの 10 年に向けて、私たちはどのような第一歩を踏み出すか～

【基調講演】西原鈴子先生
※基調講演のあと、参加者のみなさんと「ワールドカフェ」を行います。
「ワールドカフェ」には、『日本語教育 学のデザイン』の著者（神吉宇一、
名嶋義直、栁田直美、三代純平、松尾慎、嶋ちはる、牛窪隆太）も参加します。
※「ワールドカフェ」は、組織や社会のイノベーションをめざして、あるテー
マについて全員参加で対話を行うものです。本物のカフェのようなリラック
スした雰囲気で対話をすることで、主体性と創造性を高めることができると
考えられています。近年、さまざまな組織、コミュニティで実践されています。
【日時】 7 月 11 日（土） 13:30 〜 17:30（受付開始 13:00）
展示販売
【会場】 KCP 地球市民日本語学校（新宿区新宿 1-29-12）
【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）※当日受付でお支払いください。
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

日本語教師塾 @ 大阪 vol.5
in
大阪 学習者のニーズにあった授業の組み立てや日々の教材研究
【講師】 小山暁子先生
【日時】 8 月 1 日（土） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
展示販売
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
【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）※当日受付でお支払いください。
【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）

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」

［新刊ベスト５］
１． 日本語教育 学のデザイン
―その地と図を描く―
（凡人社）
１． 日本語教育能力検定試験
完全攻略ガイド 第３版
（翔泳社）
３．読解攻略！ 日本語能力試験
N1 レベル
（スリーエーネットワーク）
４．1 日 10 分のシャドーイング！
就活・仕事のにほんご会話
（アスク出版）
５． 新にほんご ５００問 N1
（アスク出版）
［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． 平成 26 年度 日本語教育能
力検定試験 試験問題
３． 日本語能力試験 公式問題集

N5

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

NEWS
●平成 27 年度
日本語教育能力検定試験
［試験日］ 2015 年 10 月 25 日（日）
［出 願］ 2015 年 6 月 22日（月）
〜 2015 年 8 月 10日（月）
（当日消印有効）

＊詳細は、主催者ウェブサイトを
ご覧ください。

http://www.jees.or.jp/jltct/

公益社団法人 日本語教育学会 認定

平成27年度

社会・
文化・
地域
教育
言語と

＊『受験案内（出願
書類付き）』（400
円税込）を販売し
ています。

言語と
心理
会
と社
言語一般 言語

【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）
展示販売
【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）

麹町店ベスト５ （５月）

日本語
教育能力
検定試験

2015 JAPANESE LANGUAGE TEACHING COMPETENCY TEST

受験案内（出願書類付き）
試験日
平成

出

27年

10/25

平成

日

願

27年

6/22 ～8/10
月

月

当日消印有効

試 験 地：札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡（予定）
受 験 料：10,600円
受験資格：制限はありません。どなたでも受験できます。

主

催

後

援

文化庁／大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所
独立行政法人国際交流基金／一般財団法人日本語教育振興協会
公益社団法人国際日本語普及協会

定価

400円（税込み）

