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日本語教育への道しるべ

第 1 巻　ことばの学び手を知る

坂本正 , 川崎直子 , 石澤徹 監修

A5 判　約 240 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-925-5　8 月下旬発売予定

日本語教育の基礎となる幅広い分野・事柄が
学べるシリーズ。各章に、理解を促すための
グループワークや学んだことを理解できたか
チェックできる確認問題が付いています。独
習はもちろん、日本語教師養成の授業でもご
活用ください。第 1巻は、日本語教育とその
対象者である日本語学習者を取り巻く社会のす
がたや時代の流れに関する事がらを整理しま
す。［異文化間コミュニケーション／多文化・
多言語教育／言語政策と日本語教育／日本語教
育史／年少者日本語教育／日本語教育事情（国
内）／〃（海外）／ことばの教育に必要なこと

 『第 4 巻 ことばのみかたを知る』は 2017 年秋発

行予定です。

英語で学ぶ日本語入門　いろは

Introductory to Japanese Language in English

大知春華 , 菊地富美子 , 東郷美香 著

B5 変判　88 頁 + 別冊 31 頁　1,500 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-082-6　好評発売中

本書は、日本に興味を持ち、日本語の世界を
覗いてみたいと思っている方たちのための教
材です。はじめてでもいろいろな日本語にふ
れてみたい方、日本語の勉強を独学ではじめ
る方、音をたくさん聞いて字の練習をしたい
方などを想定しました。別冊としてひらがな・
カタカナの書き込みができる練習帳が付属。
音声はWebサイトから提供しています。

平成 29 年度日本留学試験 （第 1 回） 試

験問題

日本学生支援機構 編

B5 判　354 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-930-9　8 月下旬発売予定

「日本留学試験」の 2017年 6 月に行われた試
験問題です。一冊に「日本語」「理科」「総合科目」
「数学（コース 1 ／コース 2）」がすべて掲載
されています。付属の CD には日本語科目の
「聴解・聴読解」の音声が収録されており、巻
末には参考資料として実施要項、応募者数・受
験者数一覧、試験会場一覧、シラバス（出題範
囲）、音声スクリプトが掲載されています。
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人を動かす！

実戦ビジネス日本語会話　中級 2

一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院 日本語研

修所 著

B5 判　111 頁　2,400 円＋税　CD1 枚付き

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-756-9　好評発売中

ビジネス場面で「相手を動かせるような会話力」
を身につけることを目標にしたテキストです。
『中級 1』と同様、「本文会話」「表現」「談話練
習 1」「談話練習 2」の課構成で、徹底した会
話練習を通して、スムーズなやり取りができる
ようになることを目指します。『中級 1』『上級』
と合わせて3冊のシリーズです。音声アプリ（別
売）対応。

外国人の介護国試合格 BOOK

田村敦子 著　初貝幸江 監修　

A5 判　420 頁　3,200 円＋税

TECOM 出版 発行　

ISBN 978-4-86399-403-4 　好評発売中

外国人受験生を数多く合格させてきた指導経
験豊富な著者が、オリジナルな教材を徹底的
にやさしい日本語で書き下ろしています。各
科目の覚えるべきポイントと、過去問・模擬
テストのわかりやすい解説を掲載し、外国人
が理解できるよう、ギリギリまでコンパクト
にまとめています。総ルビ。日本の社会保険
制度の解説付き。

日本語 N5 文法 ・ 読解まるごとマスター

水谷信子 著

B5 判　136 頁　1,600 円＋税　

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-351-5　8 月中旬発売予定

毎回の読解トレーニングを通して、文法を復
習し定着させながら、 “読む力”を伸ばします。
各レッスンごとにＮ５文法の意味や用法を再
確認し、同時に、文の構造や修飾関係をわか
りやすく図解、構文や文の流れを読み解く力
を養います。複雑な文も長文も苦にせず、日
本語の文章に親しめるようになります。

日本語総まとめ N5　

かんじ ・ ことば ・ ぶんぽう ・ 読む ・ 聞く

［英語 ・ ベトナム語版］

佐々木仁子 , 松本紀子 著

B5 判　131 頁　1,500 円＋税　

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-076-5　好評発売中

「日本語総まとめ」に N5が登場しました。「1
日見開き 2ページ」の学習で必要な基礎知識
とスキルを身につける構成はそのまま、N5で
出題されるポイントを 6週間で効率よく学べ
ます。受験対策に限らず、日常生活で役に立つ
基本的な文型、文章、聞き取りの勉強ができま
す。英語とベトナム語の翻訳付き。

教師の協同を創る校内研修

チーム学校の核づくり

杉江修治 , 水谷茂 著

A5 判　132 頁　1,800 円＋税　

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-7795-1175-2　好評発売中

教師の挑戦が許され、新しいアイデアが生まれ、
それを交換し合う……。活気あふれる教師のす
姿が日常的に見られる学校へ！　協同的な学校
づくりに成功した、小学校の実践を中心に解説
していますので、さまざまな学校で取り入れら
れるヒント満載の一冊です。
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定価（本体3,200円＋税）



移民の子どもと学校　統合を支える教育政策

OECD 編著

布川あゆみ , 木下江美 , 斎藤里美 監訳

三浦綾希子 , 大西公恵 , 藤浪海 訳

B5 判　176 頁　3,000 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-4530-7　好評発売中

移民の子どものコミュニティや学校への統合
について、学校での成績や学力、帰属感、社
会経済的背景、そして将来に対する希望や親
の期待などのさまざまな側面から、PISA調査
等の実証データをもとに考察します。近年の
難民問題と教育にも焦点を当てています。

方言学の未来をひらく

オノマトペ ・ 感動詞 ・ 談話 ・ 言語行動

小林隆 , 川﨑めぐみ , 澤村美幸 , 椎名渉子 , 中西太郎 著

A5 判　424 頁　5,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-852-9　好評発売中

方言研究の新たな分野に挑戦する書です。オ
ノマトペや感動詞など、魅力的でありながら、
まだあまり深められていないトピックを取り
扱っています。これらの地域差を明らかにす
ることは、コミュニケーションの構築や維持
のためにも重要な研究課題だと思います。認知言語学演習

瀬戸賢一 , 山添秀剛 , 小田希望 著

大修館書店 発行

2 解いて学ぶ認知意味論

B5 判　179 頁　2,200 円＋税

ISBN 978-4-469-21363-8　好評発売中

3 解いて学ぶ認知構文論

B5 判　171 頁　2,200 円＋税

ISBN 978-4-469-21364-5　好評発売中

この分野の書籍としては初となる「演習方式」
の認知言語学のテキストです。全 3巻のうち
の 2、3巻です。基本事項の解説を読み、設問
（各巻約 180問）を解くことで、ことばに対す
る研究方法が身につきます。レポートの課題
などにも利用できます。

第二言語習得キーターム事典

Bill VanPatten, Alessandro G. Benati 著　

白畑知彦 , 鈴木孝明 監訳　

川崎貴子 , 近藤隆子 , 須田孝司 , 藤森敦之 訳

B6 判　309 頁　3,400 円＋税

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-2245-6　好評発売中

本書は、Bloomsbury Publishing のキーターム・
シリーズの一冊で、Key Terms in Second 
Language Acquisition（second edition）の全
訳です。第二言語習得研究に関する専門用語
や仮説を取り上げた事典で、平易なことばで
明確に解説されており、専門家のみならず、
初学者のための入門書としても格好の書物と
なっています。

メンタル ・ コーパス

母語話者の頭の中には何があるのか

ジョン・R. テイラー 著

西村義樹 , 平沢慎也 , 長谷川明香 , 大堀壽夫 編訳

古賀裕章 , 小早川暁 , 友澤宏隆 , 湯本久美子 訳

A5 判　536 頁　4,600 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-735-8　好評発売中

言語学がさらなる発展を遂げるための新領野
「メンタル・コーパス」により、辞書・文法書
を越えたネイティブ・スピーカーの直観に迫
ります。教育者にとっても論点の宝庫で、学
習方法・授業のあり方にも一石を投じます。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 一歩進んだ　日本語文法の
教え方

（くろしお出版）
２． 英語で学ぶ　日本語入門　

いろは
（アスク出版）

３． 公共日本語教育学　社会を
つくる日本語教育

（くろしお出版）
４． 第二言語習得キーターム事典

（開拓社）
５． 外国人の介護国試合格 BOOK

（テコム）

 麹町店ベスト５（６月）

１． 平成 28年度　日本語教育能
力検定試験　試験問題

２． 短期マスター　日本語能力試
験ドリル　N5

３． 新・わくわく文法リスニング
100 ―耳で学ぶ日本語―［1］

４． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
５． 平成 27年度　日本語教育能

力検定試験　試験問題

 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
販売していま
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
●	民主的シティズンシップ教育をどう日本語教育に生かすか
　	～ドイツ、小学校教育の見学から～
【日時】 2017年 7月 29日（土）13：30～ 15：30（受付開始 13：00）（定員 20名）
【講師】 名嶋義直氏
【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愛知 	東海・北陸地区日本語学校教師研修会Vol.2	
	 グローバル社会における日本語教育	
	 ～これまでの実践、これからの挑戦～
【講師】  伊東祐郎氏
【日時】 8月 19日（土）14：00～ 16：00（受付開始 13:30）
【会場】 大名古屋ビルヂング５階会議室（中村区名駅 3-28-12）
【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）
【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「8/19日本語学校教師研修会 Vol.2」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愛知 	日本語教材まつり 2017	in	名古屋	
	
【講師】  原沢伊都夫氏 ,橋本直幸氏 ,本田弘之氏
【日時】 8月 26日（土）14：00～ 17：50（受付開始 13:30）
【会場】 ウインクあいち 901 会議室（愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38）
【定員】 150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）
【主催】アルク ,スリーエーネットワーク ,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「8/26日本語教材まつり 2017」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

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

8 月	 	4 日（金）15:00 ～ 19:00
8 月 22 日（火）15:00 ～ 19:00
8 月 31 日（木）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

※都合により8月 16日の開放はとりやめとさせていただきます。申し訳ありませんがご了承ください。


