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みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
教え方の手引き
スリーエーネットワーク 編著
B5 判 約 220 頁 2,800 円＋税
スリーエーネットワーク 発行
ISBN 978-4-88319-734-7 5 月上旬発売予定

『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版』を使って教え
る人のための指導書です。2 部構成で、第 1 部
では、
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版』で使用
している用語、1 課の構成と内容、基本的な授
業の進め方などについて、第 2 部では、各課
の教え方を授業の流れに沿って具体的に紹介

教えよう 日本語

します。付属の CD-ROM には、授業に役立つ

―考え続ける日本語教師になるためのタスク―

イラストや資料が多数収録されています。

河野俊之 , 橋本ゆかり 著
A5 判 184 頁 1,400 円＋税

生きた会話を学ぶ

凡人社 発売

中級から上級への日本語なりきりリスニング

ISBN 978-4-89358-909-5 5 月下旬発売予定

鎌田修 監修 奥野由紀子 , 金庭久美子 , 山森理恵 著

日本語教育実習や教壇デビューに向け、日本

B5 判 152 頁 MP3CD1 枚付き 3,000 円＋税

語教授法、日本語教材・教具論、評価法など

ジャパンタイムズ 発行

の基礎を、78 のタスク（26 のテーマ×各 3 つ

ISBN 978-4-7890-1566-0 好評発売中

のタスク）を通して学ぶ一冊。タスク編と解

『中級から上級への日本語』の新シリーズとし

説編の 2 部構成で、自ら考えたり、調べたり

て聴解教材が誕生しました。学習者参加型の

する過程を大切にしています。年少者の指導・

「なりきり」が目指すのは、登場人物の一人と

支援や学習者の心理、個別性についても取り

して「生きた」状況を実感しながら聞くこと。

上げています。

相手の説明や発話を促すための聞き返し方な

教育実習はもちろん、プロの日本語教師になって

ど、多様な練習を通して、生き生きした会話

からも何度も読んでいただきたい本です。イラス

を楽しむためのコミュニケーション能力を獲

トも必見です。
（営業部 坂井）

得します。MP3CD には全 200 トラック収録。

日本語能力試験問題集 N4 ／ N5 語彙
スピードマスター

グループワークで日本語表現力アップ

森本智子 , 高橋尚子 , 松本知恵 , 黒岩しづ可 共著

藤本真理子 , 稲葉小由紀 著

N4 B5 判 136 頁＋別冊 16 頁 1,200 円＋税

A5 判 176 頁 1,400 円＋税

ISBN 978-4-86392-274-7 好評発売中

ひつじ書房 発行

N5 B5 判 128 頁＋別冊 16 頁 1,200 円＋税

ISBN 978-4-89476-802-4 好評発売中

ISBN 978-4-86392-275-4 好評発売中

グループワークを活用した大学生向けの文章

J リサーチ出版 発行

表現のテキスト。文章の基礎知識から、情報

N4 ／ N5 受験者待望のレベル・分野別の問題
集です。それぞれ約 30 のテーマを設定し、語

を整理する力、相手に合わせて書くコミュニ

彙を整理しながら効率よく学習することがで

ル力、レポート執筆まで、豊富な課題で身に

きます。各ユニットのドリル→実戦練習（6 回）

つけます。初年次に必要な内容とともに、将

→模試（2 回）の 3 ステップで着実に実力を

来社会で役立つ力の基礎も学ぶテキストです。

野田春美 , 岡村裕美 , 米田真理子 , 辻野あらと ,

ケーション力、魅力的に伝えるためのアピー

養います。英・中・韓・ベトナム語の部分訳、
基本例文に CD の音声が付きます。

日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書

出会い 【別冊 文型 ・ 表現練習編】
東京外国語大学留学生日本語教育センター 著
B5 判 144 頁 1,800 円＋税
ひつじ書房 発行
ISBN 978-4-89476-801-7 好評発売中

2015 年刊行『出会い【本冊：テーマ学習・タ
スク活動編】』の別冊です。本冊の活動に必要
な文型や話し言葉の表現・ストラテジーを取
り上げ、本冊だけでは明示的に学べない言語
知識が補完できます。自分の考えを日本語で
伝え合う力、地域社会や身近な他者と積極的
に関わっていく力を身につけます。

一目でわかる日本語文法 中級① （N3）

外国から来た子どもの学びを支える

モリセイ晴美 著

公立中学校における母語を活用した学習支援の可能性

B5 判 200 頁 DVD2 枚付き 2,400 円＋税

清田淳子 編

楽習社 発行

A5 判 242 頁 2,800 円＋税

ISBN 978-4-907123-01-7 好評発売中

文理閣 発行

本書は日本語能力試験 N3 レベルの文法学習

ISBN 978-4-89259-785-5 好評発売中

教材です。本書のテーマは「文法パターンを

日本語に習熟していない外国から来た子ども

楽しく学ぶ」ということです。各例文にその

たちの学びを、誰が、どこで、どのように支

状況が一目でわかるイラストと音声、英訳と

えるのか。彼らのつぶやきに耳を傾けながら、

中国語訳がついています。読むだけでなく、

母語、特に中国語を活用した学習モデルにつ

DVD でイラストを見ながら音声を聞き、正し

いて、その理念やねらい、授業の進め方を説

く言う練習ができます。独習にも最適です。

明します。

読書と言語能力

人の主体性を支える日本語教育

言葉の 「用法」 がもたらす学習効果

地域日本語教室のアクション ・ リサーチ

猪原敬介 著

野々口ちとせ 著

A5 判 300 頁 3,600 円＋税

A5 判 218 頁 3,600 円＋税

京都大学学術出版会 発行

ココ出版 発行

ISBN 978-4-8140-0012-8 好評発売中

ISBN 978-4-904595-75-6

読書には大きな教育的効果があると信じられ

多言語多文化共生社会を形成するために言語

ていますが、実際どれほど言語能力に影響を

教育はどうあるべきか。筆者は、地域日本語

与えるのか、どんな読書が効果的なのか、科

教室における教室活動を分析した上で、母語

学的に検証した例は殆どありません。本書は、

話者、非母語話者を問わず、参加者全員がそ

国内外の最新知見を紹介しつつ、読書が言語

れぞれの生活や生き方における問題について

能力を向上させるメカ ニズムに迫ります。言

主体的に向き合って「対話」し、意識変容を

語教育への新たな視点を提供する一冊。

起こす活動にその答えを見出しています。

日本語学習者のための日本研究シリーズ 3

外国語教育は英語だけでいいのか

日本古典の花園を歩く

グローバル社会は多言語だ！

林四郎 著

森住衛 , 古石篤子 , 杉谷眞佐子 , 長谷川由起子 編

A5 判 184 頁 1,400 円＋税

A5 判 320 頁 2,800 円＋税

くろしお出版 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-694-8 好評発売中

ISBN 978-4-87424-690-0 好評発売中

上級の日本語学習者から専門的な日本研究へ

英語偏重の現状は、多様な価値観を知る選択

の橋渡しをする読み物シリーズ、第３弾。古

肢が、偏ってしまう可能性があります。本書

事記から近代詩歌までの作品（古事記、古今

は国内外の多言語教育の実態と、多様な外国

和歌集、竹取物語、伊勢物語、平家物語、宇

語教育の環境を用意するための具体策を紹介

治拾遺物語、奥の細道など）を光、夢、流れ、

しています。高校における複数の外国語の必

の三つのテーマを軸に、著者独得の観点から

修化を目指して、英語以外の 7 言語の「第 2

論究し魅力ある古典文学の世界へ誘う。

の外国語」学習指導要領案を提示します。

第２言語ユーザのことばと心

徹底比較 日本語文法と英文法

マルチコンピテンスからの提言

畠山雄二 編 平田一郎 , 寺田寛 , 岸本秀樹 , 本田謙介 ,

村端五郎 , 村端佳子 著

田中江扶 , 今仁生美 著

四六判 240 頁 1,900 円＋税

A5 判 272 頁 1,800 円＋税

開拓社 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-7589-2557-0 好評発売中

ISBN 978-4-87424-689-4 好評発売中

英語を学ぶ私たちは、不完全な英語母語話者

「直感がきく日本語の文法で英文法を学ぶ」
「英

でも、いつまでたっても目標に到達できない

文法から日本語文法を見つめ直す」どちらも

学習者でもなく、ユニークな存在なのです。

可能な新しい文法書です。左に日本語文法、

本書は、マルチコンピテンスという言語能力

右に英文法を配置、互いの共通点・相違点を

観からことばと心を見直し、第 2 言語習得研

比較しながら学べます。言語学の入門書、大

究と英語教育に新しい切り口で迫ります。

学教養課程の教科書としても最適です。

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
（定員 20 名／無料）
● 2016 年 5 月 7 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）

「わかる！」
を体感。
“なりきって”伸ばす上級への生きた聴解力

［新刊ベスト５］

講師：奥野由紀子 , 金庭久美子 , 山森理恵

１． 平成 27 年度 日本語教育能
力検定試験 試験問題
（凡人社）

   ※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。）

２． 日 本 語 教 師 の ７ つ 道 具 シ
リーズ＋ 教案の作り方
（アルク）

にほんごの凡人社 麹町店（担当：松岡）
TEL: 03-3239-8673 FAX: 03-3238-9125 E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

３． 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
（凡人社）

～参加型聴解教材『生きた会話を学ぶ 中級から上級への日本語なりきりリスニング』を使って～

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

    

展示販売

日本語教師塾 @ 大阪 Vol.7
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）
【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.7」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。

東海・北陸地区日本語学校教師研修会 Vol.1
in
愛知 日本語教師が生き残るために知っておくべきこと

３． 日本語能力試験問題集 N5
文法 スピードマスター
（Ｊリサーチ出版）
５． 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
（スリーエーネットワーク）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 日本語能力試験 公式問題集

N4

２． 絵で導入・絵で練習
３． 日本語能力試験 公式問題集

展示販売

～希望を持てる日本社会を作るために～

【講師】 田尻英三
【日時】 6 月 4 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 I.C.NAGOYA 25 番教室
（愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-19）
【定員】 20 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）
【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「東海・北陸地区日本語学校教師研修会 Vol.1」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
「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）
【講師】小山悟
【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/

N3

４． 日本語能力試験 公式問題集

N1
５． 日本語能力試験 公式問題集

N2

NEWS
● 凡人社 website「日本語能力試
験対策書籍ページ」のご案内
日本語能力試験対策書籍を分野別に
まとめました。まだ掲載されていな
い書籍もありますが、順次追加して
いく予定です。

●凡人社 YouTube チャンネル
『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』準拠の
動画を無料公開。動詞や擬態語、物の
性質や状態を表す語の映像集です。
［凡人社の本書ページから移動できます］

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

