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イラスト満載！
日本語教師のための活動アイディアブック
小山悟 著
B5 判 179 頁 CD,CD-ROM 各 1 枚付き 2,600 円＋税
スリーエーネットワーク 発行
ISBN 978-4-88319-718-7 10 月上旬発売予定

地域の日本語教室などで、目的もレベルもさ
まざまな学習者が楽しく効果的に学べるよう
な活動を紹介しています。活動は、イラスト
を見て行うものが中心で、かばんの中身を見
て持ち主を推理する「持ち主はどんな人？」や、

平成 27 年度日本留学試験 （第１回）
試験問題

日本語で書かれた暗号を読み解く「暗号を解

日本学生支援機構 編著

るようなトピックを 20 収録しています。『み

B5 判 352 頁 CD1 枚付き 1,800 円＋税

んなの日本語初級』文法項目対応表付き。

読せよ！」など、学習者が思わず話したくな

凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-897-5 好評発売中

「日本留学試験」の平成 27 年 6 月に行われた

［新版］ BASIC KANJI BOOK
基本漢字 500 VOL. ２

試験問題です。一冊に「日本語」「理科」「総

加納千恵子 , 清水百合 , 谷部弘子 , 石井恵理子 著

合科目」「数学（コース 1 ／コース 2）」がす

B5 判 290 頁＋別冊 20 頁 2,500 円＋税

べて掲載されています。また、「日本語」以外

凡人社 発行

の科目は英語版も掲載されています。付属の

ISBN 978-4-89358-883-8 10 月上旬発売予定

CD には日本語科目の「聴解・聴読解」の音

レイアウトを刷新。新しい常用漢字表に準拠し、

声が収録されており、巻末には参考資料とし

一部、語例・例文・対訳を見直しました。また、
「読

て実施要項、応募者数・受験者数一覧、試験

み物」
、会話や語彙の学習に発展させることがで

会場一覧、シラバス（出題範囲）、音声スクリ

きる「知っていますか できますか」のコーナー

プトが掲載されています。受験指導をなさる

の一部もリニューアル。中級へ進むとさらに重

方と受験者に必携の一冊です。過去の年度の

要になる漢字・語彙の力―。基本漢字 500 で漢

在庫はお問い合わせください。

字学習に関する知識を体系的に学びましょう。

イカロスＭＯＯＫ

実力アップ！ 日本語能力試験 N2 漢字単語

日本語を教えよう！ 2016

松本節子 著

イカロス出版 編

A5 判 232 頁 2,100 円＋税

B5 判 162 頁 1,550 円＋税

ユニコム 発行

イカロス出版 発行

ISBN 978-4-89689-498-1 好評発売中

ISBN 978-4-8022-0032-5 好評発売中

N2 レベルに出題される単語のうち、漢字で書

日本語教師になるための情報をまとめた最新ガ

かれるものを取り上げました。わかりやすい

イドブック。本書は、日本語教師になるための

例文とともに、
「漢字の成り立ち」
「同音異義語」

方法、求められるスキル、仕事の需要など、日

「同音語」など、いろいろな方法で漢字が学習

本語教師の総合的な情報をまとめて掲載してい

できるので、楽しみながら気軽に勉強できま

ます。現役の日本語教師 18 人が登場、仕事の

す。すべての漢字にふりがなが、また、単語

やりがいや苦労など現場の声を紹介します。巻

には英訳が付いています。

末には全国の養成講座、日本語学校の求人情報
などをまとめたリストを掲載。

タイ語 ・ ベトナム語 ・ インドネシア語版
日本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
倉品さやか 著
A5 変判 336 頁 CD2 枚付き 1,800 円＋税
J リサーチ出版 発行
ISBN 978-4-86392-238-9 好評発売中

人気シリーズ「日本語単語スピードマスター」
のアジア主要 3 言語版（N2 レベル）です。テー
マや品詞などで大小にグループ分けされた語
彙を、関連語句や例文とともに効率よく覚え
ます。例文は日常の会話場面中心で大部分が
音声付きのため、実践力を高めます。

日本語教育学入門
姫野伴子 , 小森和子 , 柳澤絵美 著

日本語能力試験 N1 語彙 必修パターン

A5 判 250 頁 2,300 円＋税

氏原庸子 , 岡本牧子 共著

研究社 発行

B5 判 224 頁 + 別冊 8 頁 1,600 円＋税

ISBN 978-4-327-38471-5 好評発売中

J リサーチ出版 発行

日本語教師を目指す人のための入門書です。

ISBN 978-4-86392-242-6 好評発売中

日本語の「音声」「語彙」「文法」の各分野に

テキストと問題集が一体型の対策本です。語彙

ついて、日本語教師が心得ておくべきポイン

4 題の問題形式を徹底分析、出題パターンがよ

トを丁寧に解説。さらに、学習者の誤用が生

くわかり、それぞれに応じた学習をしていきま

じる背景についても詳しく説明しているので、

す。
「基礎編」で頻出問題を通して基礎力強化、

日本語を教える上で実践的な一冊となってい

「対策編」で本番形式での実戦練習と「試験に
出る語彙」の増強をします。

ます。全 23 課、各課に「練習問題」と「推薦
図書」付き。大学のテキストに最適です。

日本語教師が知らない動詞活用の教え方

人はことばをどう学ぶか

海老原峰子 著

国語教師のための言語科学入門

A5 判 176 頁 1,700 円＋税

菅井三実 著

現代人文社 発行

A5 判 160 頁 1,500 円＋税

ISBN 978-4-87798-612-4 好評発売中

くろしお出版 発行

1985 年にシンガポールで日本語学校を設立、

ISBN 978-4-87424-665-8 好評発売中

現在は主に中国の大学で講義、セミナーを実

認知言語学の立場から関連諸科学の知見を積

施している著者は、苦労せずに動詞活用を含

極的に提供しながら、言語研究と国語教育の

む基礎がマスターできる「ニュー・システム

連携を図り、国語教育が思考の教育になるこ

による日本語」を開発しました。これにより

との理論的基盤と実践例を、学術的論拠に基

飛躍的に教育効果があがり、多くの日本語学

づいてわかりやすく説明します。認知言語学

習者から高い評価を受けています。

の入門書としてもおすすめです。

相互文化的能力を育む外国語教育

久保田竜子著作選 1

グローバル時代の市民性形成をめざして

グローバル化社会と言語教育

マイケル・バイラム 著

クリティカルな視点から

細川英雄 監修 山田悦子 , 古村由美子 訳

久保田竜子 著 奥田朋世 監訳

A5 判 306 頁 2,800 円＋税

A5 判 224 頁 2,600 円＋税

大修館書店 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-469-24596-7 好評発売中

ISBN 978-4-87424-668-9 好評発売中

外国語教育はスキルの伝授で終わるのではな

日本の英語教育と北米の日本語教育に関わっ

く、自らの価値観を問い直し、他者と共存し

てきた応用言語学の専門家が、外国語教育の

ていく能力を育むものであるべきということ

現状・課題と進むべき方向性について、北米

を説きます。CEFR に代表されるヨーロッパ

でクリティカルに行ってきた分析・提言の数々

の言語教育政策を牽引してきたマイケル・バ

を日本語化したシリーズの一冊。日本語教育、

イラム氏の著書が初めての邦訳！

英語教育に示唆を与える必読書です。

英語指導における効果的な誤り訂正
第二言語習得研究の見地から

ひつじ意味論講座 第 7 巻
意味の社会性

白畑知彦 著

澤田治美 編

A5 判 215 頁 1,900 円＋税

A5 判 316 頁 3,200 円＋税

大修館書店 発行

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-469-24594-3 好評発売中

ISBN 978-4-89476-507-8 好評発売中

学習者の犯す文法の誤りには教師が指摘する

言語学のほか、さまざまな分野の第一線の研

とすぐ直るものと、なかなか直らないものが

究者によるあらたな「意味」研究のシリーズ

あります。日本人英語学習者への明示的な英

「ひつじ意味論講座」の最終巻。本巻では外国

文法指導と誤り訂正の効果についての実験結

人の通名の扱いや医療の場での言語使用など、

果をもとに、どの文法項目に有効なのか／有

意味とコミュニケーションをめぐる問題に光

効でないのかを検証し、教室における効果的

を当て、従来の意味論の枠を超えた新しい考

な文法指導を提言します。

察を展開します。講座総目次・総索引付き。

麹町店ベスト５ （８月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 9 月 26 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30） （定員 20 名／無料）
『ストーリーで覚える漢字300ワークブック』
～単調にサヨナラ! 初級学習者に楽しく漢字を学んでもらおう～
講師：岩崎陽子先生 , 古賀裕基先生
※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］

    

日本語教師塾 vol.9
in
東京 漢字が好きになる! 初級からの漢字教育～段階的学習ストラテジーから考える～
【講師】 宮岡余里子先生
【日時】 10 月 4 日（日） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
展示販売
【会場】 アルク（杉並区永福 2-54-12）
【定員】 30 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）

    

in
in
福岡 大阪

NEJ ～カリキュラム、
ユニットの授業プラン、
授業方法、
具体的な授業実践の方法～

展示販売

【講師】 西口光一先生
①福岡 【日時】 10 月 17 日（土） 14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル 9 階・第 6 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
②大阪 【日時】 10 月 18 日（日） 14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 各 40 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）

    

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

展示販売

【講師】 嶋田和子先生
【日時】 10 月 31 日（土） 14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 TKP 仙台西口ビジネスセンター（仙台市青葉区本町 1-5-31）
【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】日本語教育に興味のある方

    

学習者の視点に立った授業実践
in
大阪 ～漢字を楽しく効果的に教えるために～

［新刊ベスト５］
１． 平成 27 年度 日本留学試験
（第 1 回） 試験問題
（凡人社）
２． 協働で学ぶクリティカル・
リーディング
（ひつじ書房）
３． JSL 中学高校生のための
教科につなげる学習語彙・
漢字ドリル
（ココ出版）
４． 実力アップ！ 日本語能力
試験 漢字単語 N2
（ユニコム）
５． 日本語教育学入門

（研究社）

［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

２． 平成 25 年度 日本語教育能
力検定試験 試験問題
４． 日本語能力試験 公式問題集

N2

５． 日本語能力試験 公式問題集

N5

NEWS
● 2015 年度日本語教育学会秋季
大会 書籍展示会場に出展
日程：10月10日（土），11日（日）

展示販売

【講師】 鈴木英子先生
【日時】 10 月 31 日（土） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【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】1,000 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）

会場：沖縄国際大学
5 号館 2 階
日本語教材・日本語教育関連書籍を
展示販売します。会場でご覧になり
たい書籍がございましたら、事前に
ご連絡ください。展示会場にお持ち
いたします。

ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

