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新刊情報

No. 303 2017 年 4 月 15 日号
りゅうがくせいのサバイバルにほんご 1
徳本浩子 , 山本裕子 , 鈴木かおり 著
B5 変判 181 頁 + 別冊解答付き 2,600 円＋税
早美出版社 発行
ISBN 978-4-86042-085-7 好評発売中

サバイバル日本語を効果的に速習したい人、初
級日本語の概要をつかみたい人のための教科書
です。留学・研究生活に焦点を当て、日本語ゼ
ロで来日した人でも快適に暮らせる実践力を養

新 ・ わくわく文法リスニング１００
[1] / [2]

耳で学ぶ日本語

成します。学生に身近な場面を扱った盛りだく
さんの練習と英語による詳細な文法解説に加え

小林典子 , フォード丹羽順子 , 高橋純子 , 梅田泉 ,

オンライン音声ファイルもあり、自学自習も可

三宅和子 著

能です。簡単なサバイバル辞書としても使える

凡人社 発行

語彙・表現リストが付属しています。

各 1,500 円＋税
[1] A5 判 240 頁＋別冊 8 頁 CD-ROM (MP3)1 枚付き

ベーシック応用言語学

ISBN 978-4-89358-919-4 好評発売中

L2 の習得 ・ 処理 ・ 学習 ・ 教授 ・ 評価

[2] A5 判 252 頁＋別冊 8 頁 CD-ROM (MP3)1 枚付き

石川慎一郎 著

ISBN 978-4-89358-920-0 好評発売中

A5 判 368 頁 1,800 円＋税

『新・わくわく』
、改訂のポイントは下記の通り

ひつじ書房 発行

です。① 1 巻（1 〜 50 課）
・2 巻（51 〜 100 課）

ISBN 978-4-89476-795-9 好評発売中

のシリーズに ②学習者が一人でも学びやすい

外国語はどのように習得されるのか、効果的

ように再構成（スクリプト・解答・学習目的・

な指導法は、どうすれば能力を正しく測定で

文法についての簡単な説明を掲載。3 か国語対

きるのか……。本書は外国語教育のために必

訳付き） ③時代に合わなくなったイラスト、

要な、習得・処理・学習・教授・評価という

問題などを差し替え ④一部は課ごとリニュー

幅広い領域がコンパクトにまとまった一冊で

アルし、全 100 課に再構成 「聞いて文法の理

す。外国語習得の研究として始まった応用言

解を深める→わかると聞ける→聞けるとさらに

語学の歴史的な経緯は分かりやすく、英語教

文法がわかる」で初級文法を学びましょう。

育や日本教育の実例も豊富です！

日本留学試験対策問題集

ダイバーシティ ・ マネジメント入門

ハイレベル数学 コース 1

経営戦略としての多様性

田辺律子 著

尾﨑俊哉 著

B5 判 104 頁＋別冊 80 頁 1,600 円＋税

A5 判 176 頁 2,200 円＋税

アスク出版 発行

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-86639-070-3 好評発売中

ISBN 978-4-7795-1150-9 好評発売中

2015 年度から実施された新シラバスに対応し

今、女性や外国人をはじめ、さまざまな人材

た問題集です。公式や定理などのポイントを

の活用をめざすダイバーシティ・マネジメン

簡潔な日本語で丁寧に解説して理解しやすく

ト。組織における人材の多様性の実現は、新

しました（別冊解答解説）。分野別に、要点の

たな競争力を構築するための戦略としても注

まとめと基本問題、そして本試験レベルの実

目されており、本書では、その経営戦略上の

戦問題と豊富に盛り込み、重要用語には英語・

意義を経済学と経営学の理論をふまえて考察

中国語・韓国語・ベトナム語の対訳を収録し

しています。

ました。受験対策に必携の一冊です。
コース 2 も好評発売中です。

ことばの認知プロセス
教養としての認知言語学入門
安原和也 著
四六判 136 頁 1,400 円＋税
三修社 発行
ISBN 978-4-384-01241-5 好評発売中

身近にあふれている日本語の興味深い具体的な
言語事例を取り上げながら、認知言語学という
新しい物の考え方について、語りかけるような
口語文体で、平易にわかりやすく、そしてコン
パクトに、その解説を行っています。一度味わ
うとその魅力にはまってしまうかもしれない、
新鮮味あふれる認知言語学の世界を、心ゆくま

留学生のための漢字の教科書
中級 700 ［改訂版］

でご堪能ください。

佐藤尚子 , 佐々木仁子 著

異文化間を移動する子どもたち

B5 判 248 頁 1,600 円＋税

岡村郁子 著

国書刊行会 発行

A5 判 272 頁 5,200 円＋税

ISBN 978-4-336-06136-2 好評発売中

明石書店 発行

非漢字圏学習者に人気の漢字教材の改訂版。

ISBN 978-4-7503-4472-0 好評発売中

中級レベル（N3 〜 N2 レベル）に必要な漢字

異文化間を移動する子どもたち、とりわけ「帰

と読み、語彙を厳選。すべての漢字の筆順も

国生」を取り巻く環境の変遷を概観するとと

掲載しています。「改訂版」では、語彙索引と、

もに、帰国中・高・大学生への調査結果を検証。

漢字・語彙にインドネシア語、ベトナム語（漢

異文化体験を通じて得た特性、異文化体験活

越語）翻訳が加わり、より使いやすくなりま

用に対する意識とキャリアに対する考え方な

した（漢字・練習問題等の変更はありません）。

ど帰国生の

今

を明らかにします。

基礎からわかる話す技術

発話のはじめと終わり

森口稔 , 中山詢子 著

小野寺典子 編

A5 判 120 頁 1,300 円＋税

A5 判 280 頁 3,800 円＋税

くろしお出版 発行

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-87424-727-3 4 月下旬発売予定

ISBN 978-4-89476-843-7 好評発売中

話す技術というと「プレゼン」などを想像し

発話頭・末（周辺部）は、話者が「会話管理」

がちですが、この本では、もっと身近な自己
紹介・雑談・話し合いといった場面における

語用論的調節のなされる場所

「談話方略」などの「語用論的調節」をしてい
る場所と考えられ、注目されています。人は、

基本的な技術を学びます。2 部構成で、基礎

「発話のはじめと終わり」で何をしているので

編では、実例を含めながら話す技術について

しょうか。周辺部研究の基礎知識から、英日

シンプルに解説し、練習編では話す技術を磨

語それぞれの例、最新の文法化・構文化研究

く場面を提示し、読者自身が考えるようになっ

までを取り上げた論文集。

ています。社会に出て通用する、人に伝わる
話す力を育む一冊です。

国際化時代の日本語を考える
二表記社会への展望
マーシャル・J・アンガー , 茅島篤 , 高取由紀 編
A5 判 248 頁 3,700 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-728-0 好評発売中

増え続ける訪日外国人にとってネックのひと
つになっているのが、日本語の漢字カナ混じ
り文の読みにくさです。非母語話者にとって
敷居が高い日本語を開かれた言葉にするため
にどうすればよいか、ローマ字表記を第二の
表記として併用する可能性や必要性などを、
日本語教育や言語学の観点から考察します。

データで学ぶ日本語学入門
計量国語学会 編集 荻野綱男 , 伊藤雅光 , 丸山直子 ,

外国語習得に成功する学習プロセス

長谷川守寿 , 荻野紫穂 編

留学することなく身につけるために

A5 判 168 頁 2,600 円＋税

吉田ひと美 著

朝倉書店 発行

A5 判 254 頁 6,300 円＋税

ISBN 978-4-254-51050-8 好評発売中

大阪大学出版会 発行

初学者のための日本語学の入門書です。文法・

ISBN 978-4-87259-561-1 好評発売中

語彙・音声など、日本語学の代表的なテーマ

英語圏への語学留学を経験することなく英語

を「数える・計る」手法により解説しました。

学習に成功するための方法を、インタビュー

また、おそらく統計も初心者である多くの読

調査から解明。スランプへの向き合い方、成

者に向け、統計学の入口「ことばの統計学入門」

長にともなう学習への取り組み方の変遷から、

を付録として収録しました。各章で紹介され

自ら学びを進めていくために必要なポイント

ている研究手法・ツールはこれから卒論のテー

を見つけ出します。外国語を学びたい人、外

マを探すのにも最適です。

国語を教えたい人の両方に役立つ一冊です。

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
● 初級総合テキスト
『つなぐにほんご 初級1』
を使った授業
～ 実践事例を交えた、コンセプト説明 ～

［新刊ベスト５］

【日時】 2017 年 5 月 13 日（土）13：30 〜 15：00（受付開始 13：00）
（定員 20 名）
【講師】 辻和子 , 小座間亜依
【参加費】無料
   ※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
TEL: 03-3239-8673 FAX: 03-3238-9125 E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

営業部からのお知らせ
日本語サロン研修会＠名古屋
in
愛知 レアリアを使った文章ツッコミ活動

展示販売

～『読み手に伝わる公用文』
（大修館書店）を使って～

【講師】 岩田一成
【日時】 5 月 13 日（土）14：00 〜 16：00（受付開始 13:30）
【会場】 ECC 日本語学院名古屋校（名古屋市中区金山 1-16-16）
【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）（当日受付でお支払いください。）
【主催】凡人社 【協力】ECC 日本語学院名古屋校

日本語サロン研修会＠大阪
in
大阪 レアリアを使った文章ツッコミ活動

展示販売

～『読み手に伝わる公用文』
（大修館書店）を使って～

【講師】 岩田一成
【日時】 5 月 14 日（日）14：00 〜 16：00（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館３階多目的室（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。）
【主催】凡人社

【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

※件名に「5/14 日本語サロン研修会＠大阪」と入れて、本文にご氏名（ふりがな）
・
ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

２． 平成 28 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

N3

4． 日本語能力試験 公式問題集
N4
5． 日本語能力試験 公式問題集
N5

NEWS
● 2017 年度
日本語教育学会春季大会
［開催日］5 月 20日（土）
・21 日（日）
［場所］早稲田大学早稲田キャンパス
＊会員でなくても、講演やシンポ
ジウム研究発表を聞くことができ
ます（有料）。詳細は、主催者ウェ
ブサイトをご覧ください。

麹町店店頭イベント
大阪事務所からのお知らせ
● 大阪事務所
「開放日」
のお知らせ
下記の日程で事務所を開放いたします。最新情報と詳細はウェブページをご覧
ください。
（http://www.bonjinsha.com/wp/osaka）

5 月 17 日（水）15:00 ～ 19:00

５． 日本語能力試験 N2 文法
必修パターン
（Ｊ・リサーチ出版）

１． 絵で導入・絵で練習

※件名に「5/13 日本語サロン研修会＠名古屋」と入れて、
本文にご氏名（ふりがな）
・
ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

4 月 26 日（水）15:00 ～ 19:00
5 月 12 日（金）15:00 ～ 19:00

３． 新・わくわく文法リスニング
100―耳で学ぶ日本語― [2]
（凡人社）

［凡人社の書籍ベスト５］

【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

   

２． 新・わくわく文法リスニング
100―耳で学ぶ日本語― [1]
（凡人社）

４． 図解 アクティブラーニン
グがよくわかる本
（講談社）

［イベント情報］

   

１． マンガで体験！にっぽんの
カイシャ―ビジネス日本語
を実践する―
（日本漢字能力検定協会）

5 月 26 日（金）15:00 ～ 19:00
5 月 31 日（水）15:00 ～ 19:00

http://www.nkg.or.jp/jissensha/
taikai

＊会場では書籍の展示販売をいた
します。ぜひお越しください。

