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日本語教師のための CEFR

奥村三菜子 , 櫻井直子 , 鈴木裕子 編 

A5 判　200 頁　2,000 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-701-3　好評発売中

CEFRは何の略か？　CEFRはどのような経緯
で生まれたか？　CEFR実践における教師の役
割は何か？　など、CEFR（ヨーロッパ言語共
通参照枠）について、その背景や基本的な考え
方をQ&A方式で紹介する第一部と、CEFRを
参照した日本語教育の実践例を紹介した第二部
からなる CEFR研究の入門書です。同僚との
意見交換、勉強会の教材としても最適な、「考
える教師」を目指す人のための一冊です。

NHK 日本語発音アクセント新辞典

NHK 放送文化研究所 編　

B6 判　1,764 頁　5,000 円＋税

NHK 出版 発行　

ISBN 978-4-14-011345-5　好評発売中

NHKが放送現場で使用する最新のアクセント
を収録する『NHK日本語発音アクセント辞典』
が、18年ぶりに大改訂されました。新方式の
アクセント記号をわかりやすいカラー表記で
表した、7万 5000語の語彙には、長い複合語
や地名、“5本”“15日”などのものの数え方
など、間違えやすい発音や新しいことばを多
く収載しています。放送・教育など、話すこ
とがお仕事の方に必携の一冊です。

日本語プロフィシェンシー研究　第 4 号

日本語プロフィシェンシー研究会 編　

B5 判　234 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-910-1　6 月下旬発売予定

「日本語プロフィシェンシー研究会」が年 1回
発行する研究誌。本号には 7本の研究論文と
3本の研究ノートが掲載されています。また、
2015年 8月 1日に函館で行われた「The 10th 
International OPIシンポジウム ―OPI導入 25
周年を迎えて―」のパネルディスカッション「日
本語教育に求められる多様なつながり」（鎌田
修氏・春原憲一郎氏・定延利之氏・嶋田和子氏・
大津由紀雄氏・當作靖彦氏）の内容も掲載され
ています。

第 3 号までのバックナンバーも発売中です。（営業

部 坂井）

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



はじめての日本語能力試験 N4 単語 1500

アークアカデミー 著

B5 判　200 頁　1,400 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-982-8　好評発売中

効率的に語彙が増やせる単語集。テーマ別の
覚えやすい構成で、実際の場面に即した例文
を掲載しました。模擬試験と単語・例文の音
声が用意されており、試験の直前対策にも役
立ちます（いずれもWeb提供）。同義語や反
義語、関連語・類義語も記載し、赤シートが
付属。対訳は英語・ベトナム語です。

使う順と連想マップで学ぶ漢字＆語彙

日本語能力試験 N4 ・ N5

飯嶋美知子 監修・著

山田京子 , 田中里実 , 吉田雅子 , 藤野安紀子 著

B5 判　208 頁　1,500 円＋税

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-05995-6　好評発売中

初級レベルの漢字（300字）と語彙を効率的
に学べます。「連想マップ」と、わかりやすい
例文で、漢字＆語彙を覚えやすいよう構成。
さまざまな練習問題に加え、日本語能力試験
N4・N5と同様の形式の「試験模擬問題」を
収録し試験対策も。語彙に英語・中国語・韓
国語・ベトナム語翻訳付。例文ベトナム語翻
訳がダウンロードできます。

みんなの日本語中級Ⅱ　標準問題集

スリーエーネットワーク 編著

B5 判　約 68 頁＋別冊 16 頁　900 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-737-8　7 月中旬発売予定

『みんなの日本語 中級Ⅱ』に準拠した問題集
です。『みんなの日本語 中級Ⅱ本冊』の構成「読
む・書く」「話す・聞く」「文法・練習」に沿っ
た各課 4頁の練習問題、3課ごとのまとめの
復習問題、最後に総まとめの問題があり、宿題、
復習、毎日のテスト、最終テストなど幅広く
活用することができます。本文ミシン目入り。

The Great Japanese 30 の物語　中上級

人物で学ぶ日本語

石川智 著

B5 判　208 頁＋別冊 48 頁　2,000 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-702-0　好評発売中

著名な日本人 30人の物語を通して、日本文化
や社会問題、考え方や価値観を学び、知的好
奇心を刺激しながら読解力を高めます。中～
上級の学習者を対象とし、日本語能力試験 N2
レベルの読解力を身に付けることを目標とし
ています。文法表現 256・単語 654を収録し
文法の力、語彙の力も同時に伸ばします。

日本語能力試験問題集

N4 ／ N5 読解　スピードマスター

桑原里奈 , 木林理恵 共著

N4　112 頁＋別冊 16 頁　ISBN 978-4-86392-279-2

N5　　104 頁 + 別冊 16 頁　ISBN 978-4-86392-280-8

B5 判　各 1,200 円＋税

J リサーチ出版 発行　好評発売中

N4・N5合格のためのレベル・分野別問題集
です。まず「ウォーミングアップ」で、テー
マを立てながら読解の基礎固めをし、文章タ
イプやキーワードも整理します。続く「実戦
練習」で問題形式ごとにどんどん練習して実
力をつけ、最後に模試２回で仕上げます。解
説は英・中・韓・ベトナム語の対訳付きです。



異文化間教育学体系

異文化間教育学会 企画

明石書店 発行

1　異文化間に学ぶ 「ひと」 の教育

小島勝 , 白土悟 , 齋藤ひろみ 編

A5 判　240 頁　3,000 円＋税

ISBN 978-4-7503-4351-8　好評発売中

2　文化接触における場としてのダイナミズム

加賀美常美代 , 徳井厚子 , 松尾知明 編

A5 判　192 頁　3,000 円＋税

ISBN 978-4-7503-4352-5　好評発売中

3　異文化間教育のとらえ直し

山本雅代 , 馬渕仁 , 塘利枝子 編

A5 判　228 頁　3,000 円＋税

ISBN 978-4-7503-4353-2　好評発売中

4　異文化間教育のフロンティア

佐藤郡衛 , 横田雅弘 , 坪井健 編

A5 判　232 頁　3,000 円＋税

ISBN 978-4-7503-4354-9　好評発売中

日本社会の多文化化にともない、一層関心が
高まる異文化間教育。学際的研究から越境的
研究へ、新たな知の創出に向け、これまで蓄
積されてきた研究をレビューし、異文化間教
育学会 35年の成果をもとに大系化を図ったシ
リーズがついに刊行！

第二言語としての日本語習得研究の展望

第二言語から多言語へ

長友和彦 監修　森山新 , 向山陽子 編

A5 判　514 頁　3,200 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-80-0　好評発売中

グローバル化が進む中、世界は急速に多言語
化しています。その中で、第二言語としての
日本語の習得研究・教育もまた、第二言語か
ら多言語へのパラダイムシフトが求められて
います。第二言語としての日本語習得研究の
草分けである長友和彦氏を監修に迎え、第二
言語習得研究の過去と現在を展望しながら、
今後の進むべき道を示す一冊です。実践日本語コミュニケーション検定ガイド

ブック

PRACTICAL JAPANESE COMMUNICATION 

EXAM (PJC)

牧野成一 監修　サーティファイ コミュニケーション

能力認定委員会 編

B5 判　112 頁　音声 CD1 枚付き　1,200 円＋税

サーティファイ 発行

ISBN 978-4-904558-88-1　好評発売中

「伝える日本語」から「伝わる日本語」へ。日
本企業で働くために必要な日本語コミュニ
ケーション能力を丁寧にしっかりと解説し
ます。「実践日本語コミュニケーション検定
（PJC）」受験対策必携の公式ガイドブックです。

日本をたどりなおす 29 の方法

野本京子 , 坂本惠 , 東京外国語大学国際日本研究セン

ター 編

B5 判　192 頁　2,000 円＋税

東京外国語大学出版会 発行

ISBN 978-4-904575-56-7　好評発売中

「日本人の宗教観」「日本国憲法」「3.11後の暮
らし」など、海外でもとくに関心の高い 29の
テーマを通して、多様な視点で描く「日本」。
日本語を学習すると同時に、国際日本研究の
入り口に立てるようにと意図された、上級日
本語学習のための新しい教科書です。

日本語で社会とつながろう！

社会参加をめざす日本語教育の活動集

西俣（深井）美由紀 , 熊谷由理 , 佐藤慎司 , 此枝恵子 著

A5 判　184 頁　2,400 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-79-4　好評発売中

日本語の知識を得て、コミュニケーションが
取れるようになるだけでは終わらず、日本語
を使って積極的に社会（コミュニティ）と関
わり、社会を変える力を身につけることを目
指す日本語教育を提案しています。理念だけ
でなく、その実践を具体的かつ詳細に紹介。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 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）

２． 教えよう　日本語
 （凡人社）

３． はじめての日本語能力試験
 N4単語　1500

（アスク出版）

４． 教師のための iPhone & iPad
超かんたん活用術

（黎明書房）

５． The Great Japanese
 30の物語　中上級

（くろしお出版）

 麹町店ベスト５（５月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
 N2
２． 日本語能力試験　公式問題集
 N1
３． 日本語能力試験　公式問題集
 N3
４． 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

４． 平成 27年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

 NEWS　 
●平成 28年度
　日本語教育能力検定試験

［試験日］ 2016年 10 月 23日（日）
［出　願］ 2016年 6月 20日（月）
 ～ 2016年 8月 8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
ます。

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
東京      日本語サロン研修会  

 学習者の自己実現を目指す教室運営
 ～求職者のための日本語を中心に～
【講師】  堀永乃
【日時】 6月 18日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKPスター貸会議室　秋葉原岩本町（千代田区神田岩本町 1-13秋葉  
 原清新ビル 7階）
【定員】 30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「日本語サロン研修会 6/18」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  日本語サロン研修会＠名古屋 
 生きた素材による日本語教育
 ～『日本語なりきりリスニング』を中心に～

【講師】  鎌田修 ,奥野由紀子 ,金庭久美子 ,山森理恵
【日時】 7月 30日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】  ECC日本語学院名古屋校（名古屋市中区金山 1-16-16）
【定員】 60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。） 
【協力】 ECC日本語学院
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

 ※件名に「7/30日本語サロン研修会＠名古屋」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福岡  2016 年度 8月九日連研修会 
 教材から教案を考える
【講師】  横溝紳一郎 ,小山暁子
【日時】 8月 27日（土）13:30～ 16:30（受付開始 13:00）
【会場】 博多バスターミナル大ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 80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）（当日受付でお支払いください。） 
【主催】 九州日本語教育連絡協議会　【共催】アルク ,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「2016年度 8月九日連研修会」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

展示販売

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
● 2016 年 7月 9日（土）14:30 ～ 16:30（受付開始 14:00）（定員 20名／無料）

音声教育の実践 ～アクセント、文末イントネーションの教え方～
（終了後、横浜国立大学大学院日本語教育専修説明会を行います。興味のある方はぜひご
参加ください） 
講師：河野俊之 ,西村裕代

   ※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

後　援

主　催

文化庁／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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公益社団法人 日本語教育学会 認定

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28年

10/23
平成28年

6/20  8/8
当日消印有効

日 月 月

2288 2288
試験日 出　願

受験案内（出願書類付き）

2016 JAPANESE LANGUAGE TEACHING COMPETENCY TEST

平成28年度

日本語
教育能力
検定試験


