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日本語教育への道しるべ

第 2 巻　ことばのしくみを知る

第 3 巻　ことばの教え方を知る

坂本正 , 川崎直子 , 石澤徹 監修

凡人社 発行

第 2 巻　A5 判　204 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-926-2　好評発売中

第 3 巻　A5 判　232 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-927-9　好評発売中

第 2巻は、日本語そのものをより深く観るた
めのはじめの一歩。［第二言語習得論／日本語
の音声・音韻／日本語の語彙・意味／日本語
の文法／日本語の文字・表記／社会言語学／
言語運用論］　第 3巻では、日本語の具体的な
教え方を見ていきます。［外国語教授法／コー
スデザイン／文法の指導法（初級）／〃（中級）
／ 4技能の指導法（初級）／〃（中級）／教
案作成・実習／教材分析・教材開発］

 『第 1 巻 ことばのまなび手を知る』は 2017 年 8 月、

『第 4 巻 ことばのみかたを知る』は 2017 年秋発

行予定です。

小説 ミラーさん

―みんなの日本語初級シリーズ―

横山悠太 著

A5 変判　147 頁　1,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-755-2　7 月下旬発売予定

『みんなの日本語初級』の登場人物の一人、ミ
ラーさんが主人公の小説風の読み物です。ス
トーリーには、『みんなの日本語初級』の会話
や例文、練習、問題などの内容が使われてい
ますので、『みんなの日本語初級』を読み込ん
だ学習者ほど、楽しめるようになっています。
日本語で 1冊の小説を読み通せたという達成
感を味わうことができます。

日本語プロフィシェンシー研究　第 5 号

日本語プロフィシェンシー研究会 編

B5 判　130 頁　2,000 円＋税

凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-929-3　6 月下旬発売予定

「日本語プロフィシェンシー研究会」が年 1 回
発行する研究誌。本号には山梨正明氏、清水崇
文氏、鎌田修氏・山森理恵氏による 3本の寄
稿論文、嶋田和子氏による研究論文が 1 本掲
載されています。また、2016 年 10 月 1 日に
神戸で開催された JALP・「面白い話」研究プ
ロジェクト共同開催「プロフィシェンシーと語
りの面白さ」第 2回研究集会の内容も掲載さ
れています。

e-mail : info@bonjinsha.co.jp    ウェブサイト http://www.bonjinsha.com/



留学生のための日本事情入門 【改訂版】

金津日出美 , 桂島宣弘 ,

アジアにおける日本研究ゼミナール 著

B5 判　168 頁　2,000 円＋税

文理閣 発行

ISBN 978-4-89259-791-6　好評発売中

日本で実際に生活している留学生と学生との交
流から生まれた、まったく新しい日本事情紹介
テキスト。日本語の日常表現、日本人の食生活、
日本の四季、祭りや芸能、大学生活、娯楽や文
化、政治・経済・歴史・宗教など、留学生の目
線に立って、「いま」の日本を詳しく紹介します。
改訂版では初版（2005年）以降の社会変化を
反映させ、最新データに更新しました。

クローズアップ日本事情 15

日本語で学ぶ社会と文化

佐々木瑞枝 著

B5 判　208 頁　2,500 円＋税

ジャパンタイムズ 発行　

ISBN 978-4-7890-1653-7 　好評発売中

日本事情の定番テーマを 15ユニットに分類。
読解文（巻末に英訳付き）や資料から基本知識
を学ぶと同時に、関連タスクを通して最新情報
にもアクセスできます。伝統文化からアニメ、
ゆるキャラまでがほどよく交ざった豊富なカ
ラー写真を楽しみながら、日本語でのコミュニ
ケーションや自己発信力をアクティブに強化す
ることを目指します。

文法まとめリスニング初級 1

日本語初級 1 大地準拠

佐々木薫 , 西川悦子 , 大谷みどり 著

B5 判　約 55 頁 + 別冊約 40 頁　音声 CD2 枚付き

2,200 円＋税　スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-754-5　7 月下旬発売予定

学習した文型や語彙を音声でも理解できるよう
になることを目的としています。各課の問題は、
会話を聞いて内容に合うイラストを選択する問
題、○×で答える問題、要点を把握するタスク
型の問題、自分の言葉で答える問題など 4つ
のセクションからなっています。

日本語総まとめ N4　漢字 ・ ことば

［英語 ・ ベトナム語版］

佐々木仁子 , 松本紀子 著

B5 判　120 頁　1,200 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-074-1　好評発売中

日本語能力試験「N4」相当に対応した語彙と
漢字の学習書。「見開き 2ページ単位で 1日の
学習」「各見開きにイラスト」といった構成は
変わらず、N4で出題されるポイントを効率よ
く学べます。試験対策に限らず、日常生活でよ
く使われる語彙や漢字を勉強するのにも最適で
す。英語とベトナム語の翻訳付き。

みんなの日本語初級Ⅱ　第 2 版　

漢字ベトナム語版

西口光一 監修　新矢麻紀子 , 古賀千世子 , 髙田亨 ,

御子神慶子 著

B5 判　161 頁 + 別冊 73 頁　1,800 円＋税　

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-752-1　7 月中旬発売予定

ベトナム語話者を対象とした漢字教材です。
316字の学習漢字を収録し、『初級Ⅰ』と合わ
せると、日本語能力試験 N4～ N3相当に加
えて N2の一部の 536の漢字が学習できます。
別冊の漢字リストには、学習の助けになるよ
う、漢字のベトナム語読みを付してあります。



実践　日本語表現

短大生 ・ 大学 1 年生のためのハンドブック

松浦照子 編

B5 判　158 頁　2,000 円＋税

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-7795-1174-5　好評発売中

短大の教育現場で磨かれたワークブック！　「話
す」「聴く」「質問する」というコミュニケーショ
ンの基本から、「文章を書く」「本・新聞を読む」
「図書館を活用する」といったアカデミックスキ
ル、そして敬語の使い方や就活への心構え（自
己分析、エントリーシートの書き方、面接の受
け方など）までが短期間で身につきます！

J ポップの日本語研究 創作型人工知能のために

伊藤雅光 著

A5 判　216 頁　3,200 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51054-6　好評発売中

これから卒論を書く皆さんへ。いつも聴いてい
る Jポップの歌詞は流行・世相を反映した楽し
い研究テーマです。でも、ただ字面を眺めても
卒論の考察をするのは難しい。そこに到る手ほ
どきとして、歴史・テーマ・語彙分析の仕方、
語彙表づくりと人工知能の歌詞生成まで、読ん
でいただければ役に立ちます。

一歩進んだ日本語文法の教え方 1

庵功雄 著

A5 判　176 頁　1,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-736-5　好評発売中

文法項目は、典型的なルールと少しの例外を
頭に入れて無理のない導入を図ることが大切
です。初中級で問題となる 10の文法項目を選
び導入方法を解説します。また、「用語編」で
は導入にさいして、正確に理解しておきたい
用語、「第 3部：発想編」では、導入時の心構
えや研究につながる考え方を紹介します。第
2巻は来春発売予定。

空間と時間の中の方言

ことばの変化は方言地図にどう現れるか

大西拓一郎 編

A5 判　360 頁　7,400 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51052-2　好評発売中

方言は昔からずっと硬直したものではなく、新
表現の発生、広がり、淘汰などの変化も常に起
こります。そのため時間軸を意識した追跡もそ
の理解に欠かせません。国語研究所の大規模調
査による方言研究の最前線を紹介します。本書
は 2010-15年の FPJDまでの調査・研究成果を
踏まえています。

Coming to Japan

Simple Japanese Words & Phrases with

 romanized letters

アスク出版編集部 編著

新書判　152 頁　1,100 円＋税　

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-077-2　好評発売中

「日本を訪れる外国人の皆さんに、日本語を気
軽に使ってもらいたい」という思いから、正し
い日本語に固執せず、日常生活でよく耳にす
る「シンプルなホントの日本語」を掲載しまし
た。文法や文字学習など、複雑な項目はさてお
き、ページを開けばすぐに日本語が使えます。
MP3音声の無料Web提供あり。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 日本語総まとめ　N4　文法・
読解・聴解

（アスク出版）
２． 日本語総まとめ　N4　漢字・

ことば
（アスク出版）

３． 日本留学試験対策問題集
 ハイレベル総合科目［改訂版］

（アスク出版）
４． コーパスから始まる例文作り

（くろしお出版）
５． EASY AND FUN  HIRAGANA

（IBC パブリッシング）

 麹町店ベスト５（５月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
 N2
２． 日本語能力試験　公式問題集
 N3
３． 平成 28年度　日本語教育能

力検定試験　試験問題

４． 平成 27年度　日本語教育能
力検定試験　試験問題

５． 日本語能力試験　公式問題集
 N5

 NEWS　 
●平成 29年度
　日本語教育能力検定試験

［試験日］ 2017年 10 月 22日（日）
［出　願］ 2017年 6月 19日（月）
 ～ 2017年 8月 7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

＊ 『受験案内（出
願書類付き）』
（400 円 税 込 ）
を販売します。

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　

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
●	『ポップカルチャー	NEW	&	OLD』の使い方
	 ～「初中級でもこんなに出来る！」を達成する理論と実践～
【日時】 2017年 7月 8日（土）14：00～ 15：30（受付開始 13：30）（定員 20名）
【講師】 花井善朗
【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

［イベント情報］

 			in大阪 	日本語サロン研修会＠大阪	
	 言語変化を考える	
	 ～社会言語学と認知言語学の視点から～
【講師】  南雅彦
【日時】 7月 1日（土）14：00～ 16：00（受付開始 13:30）
【会場】 凡人社大阪事務所（大阪市中央区久太郎町4-2-10 大西ビルディング1階）
【定員】 20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）
【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「7/1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。

 			in大阪 	日本語サロン研修会＠大阪	
	 初級総合テキスト『つなぐにほんご	初級1』を使った授業	
	 ～	同教科書の実践事例を交えた、コンセプトご説明	～
【講師】  辻和子 ,小座間亜依
【日時】 7月 2日（日）13：30～ 16：00（受付開始 13:15）
【会場】 TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター（大阪市北区堂山町17-13 梅田東宝ビル）
【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】無料
【主催】アスク出版 ,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「7/2つなぐ＠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。

展示販売

営業部からのお知らせ

展示販売

6 月 20 日（火）15:00 ～ 19:00
7 月				5 日（水）15:00 ～ 19:00
7 月 13 日（木）15:00 ～ 19:00

7 月 18 日（火）15:00 ～ 19:00
7 月 21 日（金）15:00 ～ 18:00
7 月 25 日（火）15:00 ～ 19:00

後　援

主　催

文化庁／公益社団法人日本語教育学会
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）
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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。

平成29年

10/22
平成29年

6/19  ～8/7
当日消印有効

日 月 月

試験日 出　願

受験案内（出願書類付き）

2017 JAPANESE LANGUAGE TEACHING COMPETENCY TEST

平成29年度
日本語
教育能力
検定試験


