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平成 27 年度日本留学試験 （第２回）

試験問題

日本学生支援機構 編著

B5 判　356 頁　CD1 枚付き　1,800 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-898-2　1 月下旬発売予定

「日本留学試験」の平成 27 年 11 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。また、「日本語」以外の
科目は英語版も掲載されています。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。受験指導をなさる方と
受験者に必携の一冊です。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

平成 28 年日本語教育能力検定試験

合格するための本

アルク 編

B5 判　188 頁　CD1 枚付き　2,800 円＋税

アルク 発行　

ISBN 978-4-7574-2676-4　好評発売中

「日本語教育能力検定試験」の受験者必携対策本
の最新版。聴解、記述問題を含めた全出題範囲
を徹底分析して作られた豊富な問題演習に加え、
合格者やベテラン講師からのアドバイスや本番
直前の腕試し問題などを掲載。また、本番直前
に総復習ができるミニ模試、ポイントアップの
ための時事問題、キーワードチェックなど、受
験者を合格へと導いてくれる情報が満載です！

「評価」 を持って街に出よう 

「教えたこと ・ 学んだことの評価」 という発想を超えて

宇佐美洋 編

A5 判　368 頁　3,600 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-686-3　好評発売中

本書では、言語教育の教室の外でも日常的に
行われている「評価」に着目しています。ひ
とは、言語活動のどの側面を評価しているの
か。評価価値観はどのような人生経験によっ
て変化し得るのか。膨大なデータの中からど
のように評価基準を形成できるのか…。言語
評価について常識にとらわれず、さまざまな
視点から幅広く考えるための一冊です。

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



中級へ行こう 日本語の文型と表現 55 第 2 版

平井悦子 , 三輪さち子 編

B5 判　179 頁＋別冊 47 頁　CD1 枚付き　2,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-728-6　2 月発売予定

『中級へ行こう　日本語の文型と表現 59』の
第 2版。内容を見直し、時代にあわせ、より
使いやすくなるようにしました。各課に「文型・
表現」や「新出語」の理解を確認する「チェッ
クシート」、巻末に「漢字学習」のパート、翻
訳にベトナム語を追加しました。

増補改訂 研究計画書デザイン

大学院入試から修士論文完成まで

細川英雄 著

A5 判　224 頁　2,600 円＋税

東京図書 発行　

ISBN 978-4-489-02221-0　好評発売中

オリジナルな研究計画書を書き上げるために
もっとも必要なことは、自分自身の《考え》
と《確かさ》です。本書ではそれらを深化さ
せて「研究」の俎上に載せるプロセスをクロー
ズアップ。テーマの設定から研究論文へ、思
考と表現によるアプローチを提案します。

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか

「バイリンガルを科学する」 言語心理学

森島泰則 著

四六判　212 頁　2,500 円＋税

勁草書房 発行　

ISBN 978-4-326-29910-2　好評発売中

小学校での英語教育導入や企業の英語公用語化
の動きに代表されるように、国際語としての
英語への関心や必要性はますます高まっていま
す。本書は英語を中心とした外国語の学習と使
用を題材に、言語心理学にまつわる概念や現象
を解説し、バイリンガリズムについて考えなが
ら、言語と認知の関係を解き明かします。

子どもの第二言語習得プロセス

プレハブ言語から創造言語へ

ペレラ柴田奈津子 著

A5 判　240 頁　2,800 円＋税

彩流社 発行　

ISBN 978-4-7791-2165-4　好評発売中

過去の言語習得に関する研究を再検討すると
同時に、子どもたちが英語（第二言語）を習
得するまでの過程を徹底分析しています。“丸
ごと”センテンスを覚え、プレハブを組み立
てるように言葉の素材を組み合わせていく子
どもの語学学習能力に着目し、従来の第二言
語習得方法に一石を投じる一冊です。

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 

ADVANCED2800

倉品さやか 著

A5 変判　352 頁　CD2 枚・赤シート付き　1,800 円＋税

J リサーチ出版 発行　

ISBN 978-4-86392-251-8　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（N1レベル）です。「ス
ポーツ」「評価」など 49のテーマや「動詞」「慣
用句」など 20のカテゴリーにより分類された
語彙を、関連語や例文と共に効率よく覚えます。

みんなの日本語初級Ⅰ／Ⅱ　第 2 版

会話 DVD

スリーエーネットワーク 著

収録時間 (Ⅰ) 28 分 /(Ⅱ) 34 分　各 8,000 円＋税

Ⅰ (NTSC 方式 )  ISBN 978-4-88319-729-3　2 月発売予定

Ⅰ (PAL 方式 )  ISBN 978-4-88319-730-9　2 月発売予定

Ⅱ (NTSC 方式 )  ISBN 978-4-88319-731-6　2 月発売予定

Ⅱ (PAL 方式 )  ISBN 978-4-88319-732-3　2 月発売予定

スリーエーネットワーク 発行　

『みんなの日本語初級本冊』に収録されている
各課の「会話」を『第 2版』の内容に沿って
新たに映像化したDVD教材です。授業に取り
入れることで、状況の理解を容易にすることに
加え、学習者が登場人物に感情移入することに
よって学ぶ意欲を高める効果が期待できます。



レポート ・ 論文をさらによくする 「書き直し」

ガイド  大学生 ・ 大学院生のための自己点検法 29

佐渡島紗織 , 坂本麻裕子 , 大野真澄 編著

A5 判　156 頁　1,600 円＋税

大修館書店 発行　

ISBN 978-4-469-22244-9　好評発売中

早稲田大学に開設されているライティング・
センターの文章指導員による、レポート・論
文の自己点検法を示したテキスト。センター
に蓄積されたノウハウを基に、書き手の悩み
や陥りやすい過ちの実例をあげて、改善法を
具体的に解説します。学生・生徒の文章のレ
ベルをぐっと上げるための指針となる一冊！ 

やりとりの言語学

関係性思考がつなぐ記号 ・ 認知 ・ 文化

N. J. エンフィールド 著　井出祥子 監修

A5 判　402 頁　3,800 円＋税

大修館書店 発行　

ISBN 978-4-469-21353-9　好評発売中

人間の相互行為はそもそもどのように成り立
ち、人間社会の仕組みとどう関係しているの
か。ラオスでのフィールドワークの成果を生
かしつつ、記号論の枠組みで「関係性」に焦
点を当てることで、今日まで十分に接点が見
出されていなかった言語学・社会学など多く
の学問領域の統合をめざす野心的な試み。

日英語の文法化と構文化

秋元実治 , 青木博史 , 前田満 編

A5 判　354 頁　7,200 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-773-7　好評発売中

本書は、最近注目を集める言語の「文法化」
と「構文化」について、理論・記述の両面か
ら迫ったものです。これまで「文法化」と「構
文化」について、日本語学と英語学の研究の
交流はおこなわれてきませんでした。本書は、
日本語学と英語学のコラボレーションによっ
て共時的・通時的双方の視点から、研究の新
たな地平を拓く斬新な試みです。

日本語の活用現象

三原健一 著

A5 判　160 頁　3,800 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-768-3　好評発売中

本書は、文の「構造」と「意味」という 2つ
の側面から日本語の文法を考えるための一冊
です。カートグラフィーという現在注目を集
めている統語論研究の新しい分野も扱いなが
ら、生成文法にまつわる用語に関しては随所
に解説を加えています。生成文法の分野には
なじみがないという方にもおすすめです。

現代中国の日本語教育史

大学専攻教育と教科書をめぐって

田中祐輔 著

A5 判　430 頁　4,500 円＋税

国書刊行会 発行　

ISBN 978-4-336-05942-0　好評発売中

日本語教育を通じた日本と中国の交流の歴史
を、教師らへのインタビュー、貴重な写真資
料を交え振り返るとともに、これまで中国で
使用されてきた日本語教科書を徹底的に分析
し、中国の大学専攻日本語教育の特徴を、資料・
データに基づき明らかにした意欲作です。

日本語語用論フォーラム　1

加藤重広 編

A5 判　300 頁　4,800 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-761-4　好評発売中

「日本語ということばを使うこと」を軸に、
文法的研究と語用論的研究が通じ合う広場
（フォーラム）となることを目指し最新の研究
成果を紹介する論文集の創刊号です。本巻で
は、「意味論」に対する「語用論」の概念、接
続詞「なので」の成立、「残念な」の新用法と
ポライトネスの希薄化現象など、理論・事例
研究の双方の論文を掲載しています。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 平成 28年度 日本語教育能力
検定試験  合格するための本

（アルク）

２． ビジネス日本語　オール・
イン・ワン問題集 

 （ジャパンタイムズ）

３． 日本語教師になるための学
校ガイド 2016

（イカロス出版）

４． 2016→ 2017年版　［図解］
まるわかり時事用語

（新星出版社）

５． 文化庁国語課の勘違いしや
すい日本語

（幻冬舎）

 麹町店ベスト５（12 月）

１． 絵で導入・絵で練習
２． 日本語能力試験　公式問題集
 N5
３． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
４． WEEKLY J　book1
 日本語で話す 6週間
５． 日本語能力試験　公式問題集
 N2

 NEWS　 
通信販売FAQ

Q1.	凡人社のウェブサイトから本を
購入したいのですが、会員登録
しなければなりませんか

A． 会員登録は不要です。

Q2.	送料はどのくらいかかりますか
A． 日本国内へお届けの場合、商品

購入金額が 5,401円（税込）以
上ですと送料は無料です。

 5,400円（税込）以下の場合は、
一律 540円の送料がかかります。

注文方法の詳細は、ウェブサイトの
「よくあるご質問」をご覧ください。
http://www.bonjinsha.com/wp/faq

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
大阪      『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

 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】 神吉宇一

※ 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」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。

※ 「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。

【日時】 1月 30日（土）　13:30～ 17:30（受付開始 13:00）
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 60名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【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）
【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）

in
東京      地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 　

 in 新宿
【講師】 本田弘之 ,清水百合 ,小山悟
【日時】 2月 6日（土）　13:30～ 16:55（受付開始 13:00）
【会場】 新宿文化センター 3階小ホール（新宿区新宿 6-14-1）
【定員】 200名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【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）
【参加費】無料
【内容】 研修会１ 「読解につながる文字学習」本田弘之
  （テーマ書籍：『すぐ書ける！きれいに書ける！ ひらがな・
  カタカナ練習ノート』アルク）
 研修会２「使える漢字の覚え方―初級学習者のために―」清水百合
  （テーマ書籍：『［新版］BASIC KANJI BOOK ―基本漢字
  500― VOL.1&2』凡人社）
 研修会３「楽しく、わかりやすく、役に立つ初級の授業作り」小山悟
  （テーマ書籍：『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』スリーエーネットワーク）
【お申し込み・お問い合わせ】 公益財団法人新宿未来創造財団　地域交流課
 E-mail: chiiki@regasu-shinjuku.or.jp
 TEL: 03-3232-5121 FAX：03-3209-1833

in
福岡      日本語教師塾福岡 Vol.2

 自己点検でクラス運営改善！　PDCA で見直そう
【講師】  川端一博
【日時】 3月 5日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル第 2 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 30名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【対象】 日本語教師（主に日本語学校 /専任・非常勤、大学非常勤）
【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）

展示販売

展示販売

展示販売


