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心ときめくオキテ破りの日本語教授法
五味政信 , 石黒圭 編著
A5 判 216 頁 2,200 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-696-2 5 月下旬発売予定

日々理想の教室作りに試行錯誤している日本語
教師のために、学習者の 心ときめく 授業を
目指した新しい教授法の提案、10 人のベテラ
ン教師が実践を通して丁寧に紹介します。授業
に笑いや感情表現を取り入れる、あえて地雷を
踏む、演じないロールプレイをするなど、学習
者の力を最大限に引き出すアイデアが満載。教

教えよう 日本語

師が抱える様々な制約から解き放ち、自分の中

―考え続ける日本語教師になるためのタスク―

にあるオキテを創造的に壊します。

河野俊之 , 橋本ゆかり 著
A5 判 184 頁 1,400 円＋税

日本語シソーラス 類語検索辞典 第２版

凡人社 発行

山口翼 編

ISBN 978-4-89358-909-5 5 月下旬発売予定

A5 判 1,626 頁 15,000 円＋税

日本語教育実習や教壇デビューに向け、日本

大修館書店 発行

語教授法、日本語教材・教具論、評価法など

ISBN 978-4-469-02120-2 5 月中旬発売予定

の基礎を、78 のタスク（26 のテーマ×各 3 つ

シソーラスとは、意味の類似に従ってことば

のタスク）を通して学ぶ一冊。タスク編と解

を分類・配列した辞典のことです。改訂版と

説編の 2 部構成で、自ら考えたり、調べたり

なる本書は、収録語句数が約 33 万で類語辞典

する過程を大切にしています。年少者の指導・

最大。メール、手紙、広告コピーから論文、エッ

支援や学習者の心理、個別性についても取り

セイ、俳句、小説まで、書く人にとって最強

上げています。

の「ことば探し」辞典です。

教育実習はもちろん、プロの日本語教師になって

改訂のポイント

からも何度も読んでいただきたい本です。イラス

①索引を充実させ、より検

索しやすく。（索引数を約 4 万語に増強）②季

トも必見です。
（営業部 坂井）

語の分類を大幅増強（約 3 万語収録）。

にほんご多読ブックス vol.1 ～ vol.6

留学生のためのケースで学ぶ日本語

NPO 多言語多読 監修

問題発見解決能力を伸ばす

A5 判 各 16 ～ 20 頁 7 冊函入り（分売不可）

宮﨑七湖 編著 江後千香子 , 武一美 , 田中敦子 ,

各 2,400 円＋税

中山由佳 , 村上まさみ 著

大修館書店 発行 5 月下旬発売予定

B5 判 198 頁 1,800 円＋税

vol.1 ISBN 978-4-469-22249-4

ココ出版 発行

vol.2 ISBN 978-4-469-22250-0

ISBN 978-4-904595-77-0 好評発売中

vol.3 ISBN 978-4-469-22251-7

物語風に書かれた事例＝ケースを読んだ後、

vol.4 ISBN 978-4-469-22252-4

グループやクラスで討論をし、日本語を使っ

vol.5 ISBN 978-4-469-22253-1

て考えを深めていく教材です。留学生が日常

vol.6 ISBN 978-4-469-22254-8

生活、学校、アルバイト等の場面で遭遇する

外国語の本をやさしいものからどんどん読ん

様々なトラブルや悩みを集めました。自ら問

でいくこと、これが「多読」です。わかるか

題点を発見し、解決する力が身につきます。

ら楽しい、楽しいからまた読む、を続けるこ
とで、自然な外国語が身につきます。本書は、

日本語学の教え方

昔話や伝記、ノンフィクションなど、各巻４

福嶋健伸 , 小西いずみ 編

〜７分冊の日本語多読用リーダーです。

A5 判 272 頁 2,200 円＋税

教育の意義と実践

くろしお出版 発行

新版 中日交流標準日本語

ISBN 978-4-87424-698-6 5 月下旬発売予定

初級 上下 （第二版）

日本語学界の未来は「良い日本語学教育」に

トウ・レイ , チョウ・コクリュウ , チョウ・ビン 著

かかっている！

B5 判 上巻 399 頁 , 下巻 404 頁 2 冊セット
（分売不可）

とは何でしょう。それを議論するきっかけと

CD2 枚付き 各 4,800 円＋税 ISBN 978-4-87217-986-6

して、本書では各執筆者が考える日本語学教

中級 上下 （第二版）

育の意義、またそれを踏まえた授業実践を紹

トウ・レイ , チョウ・ビン , リュウ・フンレイ 著

介しています。どんな授業が行われているか、

B5 判 上巻 446, 下巻 466 頁 2 冊セット（分売不可）

ちょっと覗くつもりで読んでみてください。

では「良い日本語学教育」

CD2 枚付き 6,000 円＋税 ISBN 978-4-87217-987-3
高級 上下

日本語文法研究のフロンティア

トウ・レイ , チョウ・ビン , リュウ・フンレイ 著

庵功雄 , 佐藤琢三 , 中俣尚己 編

B5 判 上巻 299 頁 , 下巻 326 頁 2 冊セット
（分売不可）

A5 判 344 頁 3,800 円＋税

CD2 枚付き 4,200 円＋税 ISBN 978-4-87217-988-0

くろしお出版 発行

初級 同歩練習 （第二版）

ISBN 978-4-87424-700-6 5 月下旬発売予定

トウ・レイ , リ・コウキョク , リ・カショウ 著

文法研究の新しいフィールドを開拓すべき」

B5 判 354 頁 CD3 枚付き 2,700 円＋税

ことを主張してきた野田尚史氏をはじめとし、

ISBN 978-4-87217-989-7

氏の志に賛同する各分野の第一線で活躍する

アスク出版 発行 好評発売中

執筆陣による論集です。今後の日本語文法の

自然で正しい日本語を習得できるよう、文型

分野の活性化のために一石を投じることを目

や文法、語彙などを系統的に配列したシリー

的する、日本語学・言語学・日本語教育の開

ズ。日本語能力試験のレベルに合わせて編集

拓的研究を収めました。本書が新たな研究を

しました。指示文・解説は全て中国語です。

生み出すきっかけになればと思います。

い

ま

コミュニケーションのダイナミズム

言語学の現在を知る 26 考

自然発話データから

26 Essays in Current Linguistic Research

井出祥子 , 藤井洋子 監修 藤井洋子 , 高梨博子 編

菊地朗 , 秋孝道 , 鈴木亨 , 富澤直人 , 山岸達弥 , 北田伸一 編

A5 判 194 頁 2,600 円＋税

A5 判 322 頁 8,000 円＋税

ひつじ書房 発行

研究社 発行

ISBN 978-4-89476-791-1 好評発売中

ISBN 978-4-327-33209-9 5 月下旬発売予定

シリーズ「文化と言語使用」では、文化的な

本論文集は、丸田忠雄東京理科大学教授の定

視野で「何故そのことばを使用し、何故その

年退職を記念し、氏と親交のある研究者、教

ようになっているのか」という問いに迫りま

え子、同僚が寄稿した英語学・言語学分野の

す。1 巻では、自然発話を基にした研究論文

論文 26 本からなります。統語論、意味論、形

からコミュニケーションがもつ想像を超えた

態論、音韻論、語用論から言語の脳科学、英

展開への可能性を示しています。言語の研究

語教育と多角的な視座から言語の本質に迫り、

のみならず日本語教育にも資する一冊です。

各研究領域の現在を知る上でも有益です。

日本語学習動機とポップカルチャー

100 トピックで学ぶ 実践英語トレーニング

カタールの日本語学習者を事例として

中山誠一 , Jacob Schnickel, Juergen Bulach, 山内博之 著

根本愛子 著

A5 判 216 頁 1,600 円＋税

四六判 191 頁 1,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ハーベスト社 発行

ISBN 978-4-89476-819-2 好評発売中

ISBN 978-4-86339-073-7 好評発売中

著者の開発した、並んでいる日本語の単語を

ポップカルチャーが日本語を学ぶ動機にな

逐語訳していくだけで英文が自然に口から出

るってホント？

私たちが「ポップカルチャー

てくる「瞬間トランスレーション法」という

が学習動機となる」と考えていることを知っ

独自の手法を取り入れた実験的な英語のテキ

ている学生は、本当の理由を隠して私たちが

ストです。100 種類の話題で、文法の知識に

喜ぶ話をするのです。中東カタールの日本語

頼らず、英語の「話す・聞く」トレーニング

学習者への調査をとおして、日本語を学ぶ動

を行います。★本書は試行版のため、音源は

機とポップカルチャーとの関係を追究します。

付属しておりません★

日本語教師の 「葛藤」

コーパスと日本語教育

構造的拘束性と主体的調整のありよう

前川喜久雄 監修 砂川有里子 編

有田佳代子 著

A5 判 216 頁 3,700 円＋税

A5 判 236 頁 3,600 円＋税

朝倉書店 発行

ココ出版 発行

ISBN 978-4-254-51605-0 好評発売中

ISBN 978-4-904595-78-7 好評発売中

国立国語研究所プロジェクトの BCCWJ 日本

指導方法、言語や文化、ナショナリズムに対

語教育研究班の成果と、大学・機関で実地に

する捉え方、社会的地位や労働環境など、日

行った教育や研究をもとに、日本語教育への

本語教師が抱える様々な葛藤が、社会構造の

コーパス活用を紹介します。〔内容〕検索の方

拘束によって生じることを明らかにします。

法／教育語彙表／類義表現分析／日本語教科

教師の心理的負担の軽減と葛藤の解消を図る

書分析／作文支援／コーパス検索／正規表現

とともに政治や社会制度の変革を促します。

とコーパス／他のコーパスとの比較。

麹町店ベスト５ （４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 6 月 25 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）

中級から上級をめざすための新しいアプローチ
～「ビジネスケース」を使った内容重視の日本語教育～

講師：高見智子
   ※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（担当：松岡）
TEL: 03-3239-8673 FAX: 03-3238-9125 E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

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

展示販売

～希望を持てる日本社会を作るために～

N3

３． SITUATIONAL FUNCTION-

りがな）・ご所属・ご連絡先をご記入ください。

展示販売

～学び続け，成長し続ける専門家として～

【講師】 奥田純子
【日時】 7 月 2 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 MYCAFE 錦通店（名古屋市中区錦 1-17-13 名興ビルディング 2 階）
【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）（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「日本語教師塾名古屋特別編」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。

日本語教師塾 Vol.8
in
大阪 デジタル活用で授業をスマートに
【講師】 山田智久
【日時】 7 月 30 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 ECC コンピュータ専門学校 （大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 3-35）
【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）（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.8」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。

４． 日本古典の花園を歩く
（くろしお出版）

２． 日本語能力試験 公式問題集

※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

   

３． 日本語文法 16 巻 1 号
（くろしお出版）

１．（新版）BASIC KANJI BOOK
―基本漢字 500― VOL.1

【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

    

２． 日本のすがた 2016
（矢野恒太記念会）

［凡人社の書籍ベスト５］

【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。）

日本語教師塾名古屋特別編
in
愛知 すぐに役に立たないことを継続する教師になろう！

１． 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
（ジャパンタイムズ）

４． グループワークで日本語表
現力
（ひつじ書房）

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

［新刊ベスト５］

AL JAPANESE 1 DRILLS

４． 日本語能力試験 公式問題集

N4
４． SITUATIONAL FUNCTION-

AL JAPANESE 1 NOTES

NEWS
● 2016 年度
日本語教育学会春季大会
［開催日］5 月 21日（土）
・22 日（日）
［場所］目白大学
＊新企画として「わかば」なあな
たのための特典もあります。

http://www.nkg.or.jp/oshirase/2016
/2016spring_wakaba.pdf
＊詳細は、主催者ウェブサイトを
ご覧ください。

http://www.nkg.or.jp/taikai/2016/16
springprogram.pdf
＊書籍の展示販売をいたします。

