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

新刊情報

No. 292 2016 年 3 月 15 日号
日本語教師の 7 つ道具シリーズ＋ （プラス）
教案の作り方編
横溝紳一郎 , 坂本正 監修・著
B5 判 120 頁＋別冊 48 頁 2,500 円＋税
アルク 発行
ISBN 978-4-7574-2801-0 好評発売中

本書は、教案を書く目的、書き方、使い方、など、
教案についての基本的な疑問にお答えし（「教
案に関する Q&A」）、授業の目的に合った教案
作成の手順を実際の授業例に沿って紹介しま
す（「教案作成のプロセス」）。さらに、現役日
本語教師 20 人の教案を掲載。それぞれに監修・
著者によるコメントも付いていて、教案を深
く読み解くのに役立ちます。

科学技術基礎日本語 ： 留学生 ・ 技術研修
生のための使える日本語

未来を創ることばの教育をめざして

札野寛子 , 深澤のぞみ 著

内容重視の批判的言語教育 （Critical Content-Based

B5 判 92 頁 別冊 36 頁 1,800 円＋税

Instruction） の理論と実践

凡人社 発売

佐藤慎司 , 高見智子 , 神吉宇一 , 熊谷由理 編

ISBN 978-4-89358-905-7 3 月下旬発売予定

A5 判 362 頁 3,600 円＋税

本書は 1996 年に金沢工大出版局から発行さ

ココ出版 発行

れ、数年前から絶版となっていたものの再版

ISBN 978-4-904595-69-5 好評発売中

にあたります。科学技術日本語の基礎となる

学習者の学ぶ「内容」を重視した上で「クリティ

日本語表現が学習できます。理工系留学生や

カル」であることをめざす「内容重視の批判的

技能実習生だけでなく、中高生やビジネスマ

言語教育」
（Critical Content-Based Instruction:

ンの学習者にも。

CCBI）というアプローチを提言しています。

本書の第 2 部「動作・操作をあらわす表現」の動

言語教育を「スキル重視の語学トレーニング」

画が無料でご覧いただけます。

としてのみではなく、社会とのつながりを考慮

http://www.bonjinsha.com/wp/kagakugijutsu

した「教育」という観点から捉え直した意欲作。

日本語能力試験問題集 N4 ／ N5 文法
スピードマスター

日本語文法演習
時間を表す表現 テンス ・ アスペクト 改訂版

桑原里奈 , 小野塚若菜 著

庵功雄 , 清水佳子 著

N4 B5 判 120 頁＋別冊 12 頁 1,200 円＋税

B5 判 85 頁 + 別冊 16 頁 1,300 円＋税

ISBN 978-4-86392-268-6 好評発売中

スリーエーネットワーク 発行

N5 B5 判 112 頁＋別冊 12 頁 1,200 円＋税

ISBN 978-4-88319-726-2 好評発売中

ISBN 978-4-86392-269-3 好評発売中

このシリーズは、上級レベルの日本語を適切

J リサーチ出版 発行

に産出できるように、わかりやすい文法整理

〈レベル別＋分野別〉の完全対策問題集です。

と使い方の練習をすることを目的としていま

N4 は 88 の項目、N5 は 104 の項目を取り上

す。2003 年初版発行から 13 年間、テンス・

げています。それぞれの項目について、基本

アスペクトに関する重要な研究成果が多数発

説明・例文・接続パターン・ドリルという内

表され、今回の改訂版では著者自身の教育実

容で学習を展開します。また、実戦形式の練

践で得られた知見を加え、再構築しました。

習問題と模試で実戦力を高めます。英・中・韓・
ベトナム語の部分訳付きです。

ちがいがわかる対照表

日本の漢字 中国の漢字
伊奈垣圭映 編
A5 判 302 頁 2,000 円＋税
水山産業出版部 発行
ISBN 978-4-906860-76-0 好評発売中

日本の常用漢字と中国の簡体字、繁体字を対照
表にまとめた今までにない漢字学習ツールで
す。小学校配当の 1,006 字と中学校配当の 1,130
字、合わせて 2,136 字の常用漢字を学年別に配
列しています。中国語圏から渡日した子どもた
ちの日本語学習に最適です。音訓索引、拼音・
注音索引で、字典としても使えて便利です。

漢字の使い分けときあかし辞典
最新介護経営

介護ビジョン 2016. 3 月号

円満字二郎 著

A4 判 96 頁 1,200 ＋税

四六判 608 頁 本体 2,300 円＋税

日本医療企画 発行

研究社 発行

人・モノ・カネ・情報を網羅した介護経営月

ISBN 978-4-7674-3478-0 3 月中旬発売予定

刊誌の最新号。今号の特集は、「サービス向上
と経営安定化を図る

「同訓異字」の漢字の使い分けについて、親し

外国人材スーパーマネ

みやすい読み物ふうに解説しています。たと

ジメント塾」です。実際に介護施設で働く外

えば、「大成功をおさめる」場合や「家賃をお

国人材と彼らを受け入れている施設、在日外

さめる」際には、「収める／納める」のどちら

国人に介護の教育をしている養成校などの取

を使用するのか、またそれはなぜそのように

り組みから外国人材をマネジメントする際に

使い分けるのかを詳しく説明。409 組の同訓

押さえるべきポイントを紹介します。

異字を収録しています。

ベトナム語母語話者のための日本語教育
ベトナム人の日本語学習者における困難点改善のための提案

インターカルチュラル ・ コミュニケーションの
理論と実践

松田真希子 著

三牧陽子 , 村岡貴子 , 義永美央子 , 西口光一 , 大谷晋也 編

A5 判 312 頁 3,600 円＋税

A5 判 320 頁 3,800 ＋税

春風社 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-86110-491-6 好評発売中

ISBN 978-4-87424-687-0 好評発売中

ベトナム語母語話者は、他の母語話者よりも日

現代社会に必要とされる言語能力とは何で

本語習得に時間がかかる傾向にあると著者は指

しょうか。日本語教育研究者を中心とした 19

摘しています。本書はその「つまづき」の理由

名の執筆陣が、「日本語と他言語の言語の間に

を文法・語彙・コミュニケーションという 3 点

みられる問題」「世代・ジェンダーなどの違い

に分けて解説することで、効率的な学習方法を

によって生じる問題」「教育実践にみられる問

提示しています。関連分野の書籍が乏しいなか

題」をテーマに、それぞれの研究成果を論じ

で本書は最良の手引きとなるでしょう。

ます。

アクティブ ・ ラーニングを取り入れた授業づ
くり 高校国語の授業改革

雑談の美学

髙木展郎 , 大滝一登 編著

A5 判 344 頁 2,800 円 + 税

A5 判 200 頁 2,200 円 + 税

ひつじ書房 発行

明治書院 発行

ISBN 978-4-89476-786-7

ISBN 978-4-625-53314-3 好評発売中

待望の「雑談」の言語学。外国人留学生との

アクティブ・ラーニングとは何なのか、授業

雑談、鮨屋での雑談、アフリカ狩猟採集民グ

にどのように取り入れればよいのか。

イの人々の雑談的おしゃべり、LINE やチャッ

本書では、高等学校国語科の教員に向け、こ

ト、手話による雑談的相互行為、ゴシップまで。

れからの時代に求められる学力の姿や、その

雑談とは何か？

学力を育成するための教育現場のあり方など

界線は？

を解説するとともに、アクティブ・ラーニン

研究論文 13 編を収録しています。

言語研究からの再考

村田和代 , 井出里咲子 編

雑談とそうでないものの境

など、様々な「雑談」の謎に迫る

グを取り入れた実践例を紹介します。

完全改訂版 バイリンガル教育の方法
移動する人びとの教育と言語

12 歳までに親と教師ができること

中国朝鮮族に関するエスノグラフィー

中島和子 著

趙貴花 著

A5 判 284 頁 2,700 円＋税

A5 判 264 頁 3,500 円＋税

アルク 発行

三元社 発行

ISBN 978-4-7574-2698-6

ISBN 978-4-88303-398-0 好評発売中

バイリンガル教育の第一人者である著者の、

中国朝鮮族、なかでも東アジア 3 カ国語に熟

50 年以上にわたる研究と実践の成果が詰まっ

達した高学歴朝鮮族に焦点をあて、その中国、

た一冊。日本の外国人児童生徒の母語・日本

韓国、日本に広がる移動のパターン、移動先

語教育について（第 7 章）も、大いなる示唆

での社会的文化的相互作用のダイナミックな

を与えてくれます。「子どもを文化的にも知的

実態、言語教育戦略やハイブリッド化してい

にもより豊かにする」というバイリンガル教

くアイデンティティの様相など論述します。

育。本書でぜひご一考ください。

営業部からのお知らせ

［新刊ベスト５］

［イベント情報］

    

アスク出版・凡人社 日本語サロン研修会
in
東京 『身近なテーマから広げる！ にほんご語彙力アップトレーニング』
～学習者の「これが言いたい！」気持ちに応える語彙教材と授業展開～

【講師】 木下謙朗 , 三橋麻子 , 丸山真貴子
【日時】 3 月 19 日（土） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 LMJ 東京研修センター（東京都文京区本郷 1-11-14 小倉ビル 3 階）
【定員】 45 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
展示販売

【お申し込み・お問い合わせ】

アスク出版 営業部（日本語セミナー担当宛て）

    

TEL: 03-3267-6864 FAX: 03-3267-6867 E-mail: lj@ask-digital.co.jp

日本語教師塾 @ 大阪 Vol.4
in
大阪 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
【日時】 4 月 23 日（土） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP 新大阪カンファレンスセンター カンファレンスルーム 6B
（大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 1-4）
【定員】 40 名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
展示販売
【対象】 日本語教師（主に日本語学校、大学の教員）
【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）

※件名に「日本語教師塾大阪 Vol.4」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。

麹町店店頭イベント
イベント情報
JOPT シンポジウム 2016
「日英語からみる口頭能力テストの現状と課題」
【日時】 3 月 22 日（火） 13:30 〜 17:30（受付開始 13:00）
【会場】 キャンパスプラザ京都 第 3 講義室（京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町 939）
【内容】 セッション 1：パネルセッション「英語と日本語における口頭能力テスト」
（根岸雅史 , 澤木泰代 , 鎌田修 , 野口裕之）
＊ JOPT ＝ Japanese
セッション 2：JOPT 中間報告
Oral
Proﬁciency
（西川寛之 , 坂本正 , 嶋田和子 , 李在鎬）
Test
【定員】 170 名（要事前申し込み）
【参加費】無料
【詳細はこちら】http://jopt.jpn.org/p5.html

「楽しく、わかりやすく、役に立つ初級の授業作り ―『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』を使って― 」in 札幌
【日時】 5 月 14 日（土） 14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前「はまなす」
（札幌市中央区北 4 条西 6 丁目 1

麹町店ベスト５ （２月）

毎日札幌会館 5F）

【講師】 小山悟
【定員】 80 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
【主催】 スリーエーネットワーク
【協力】 北海道日本語教育ネットワーク
【詳細はこちら】http://www.3anet.co.jp/events/5596/

１． ちがいがわかる対照表 日
本の漢字 中国の漢字
（水山産業出版部）
２． みんなの日本語初級Ⅰ 第 2
版 会話 DVD
（スリーエーネットワーク）
３． PRACTICAL KANJI
< 基礎 500 漢字 vol.1>
（アスク出版）
４． みんなの日本語初級Ⅱ 第 2
版 会話 DVD
（スリーエーネットワーク）
５． みんなの日本語中級Ⅱ 翻
訳・文法解説ベトナム語版
（J リサーチ出版）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 平成 27 年度 日本留学試験
（第 2 回）試験問題
２． 絵で導入・絵で練習
３． 日本語能力試験 公式問題集

N4

４． 短期マスター 日本語能力試
験ドリル N5
５． 日本語能力試験 公式問題集

N2

NEWS
● 2016 年第 1 回日本語能力試験
試験日：2016 年 7 月 3 日（日）
申し込み受付期間：
3 月 29 日（火）～ 4 月 28 日（木）
申し込み方法：
その①…インターネットによる
申し込み
その②…郵送による申し込み
※②の場合は、受験案内（500 円）
を購入する必要があります。
3 月中旬から全国主要書店で
販売されます。
詳細は主催団体にお問い合わせください。

