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２０１６日本語学校全調査
エスアイケイアイ出版部 編
B5 判 280 頁 3,000 円＋税
エスアイケイアイ出版部 発行 エスアイケイアイ 発売
ISBN 978-4-9906382-9-0 好評発売中

本書は国内の日本語教育機関の学校情報が一
目でわかることを目的に企画，編集されてい
る年度版書籍の最新版です。全国の大学・短
期大学留学生別科、専門学校日本語科ならび
に日本国政府官報告示校（法務省）を対象に
アンケート調査を実施し、2016 年 5 月現在の
最新データを収載しています。学生が日本国
内の日本語学校や進学先を検討するとき，ま

大学生の主体的学びを促すカリキュラム ・
デザイン

た教師が進学指導するときの資料として必須
の一冊です。

日本高等教育開発協会 , ベネッセ教育総合研究所 編

ナカニシヤ出版 発行

外国人 ・ 留学生を雇い使う前に読む本
【改訂版】

ISBN 978-4-7795-1061-8 好評発売中

永井弘行 著

A5 判 168 頁 2,400 円＋税

「アクティブ・ラーニングをカリキュラムで生

B6 判 200 頁 1,600 円＋税

かし」、「カリキュラムによって学生を育てる」

セルバ出版 発行

という発想に基づく学士課程教育の再構築が

ISBN 978-4-86367-200-0 好評発売中

求められている現在、全国の国立・公立・私

外国人の雇用は増えつつあります。大卒外国

立大学の学科長への大規模なアンケート調査

人社員の採用や留学生アルバイトの活用など、

（2376 学科から回収）と、多様なケーススタ

外国人を雇用するときに、経営者・人事責任

ディから、大学へのアクティブ・ラーニング

者がおさえておくべきポイントについて、日

の導入を意識したカリキュラム改革の行方を、

本人採用との違いを明確にしながら、わかり

現場における実践者の視点を交えつつ、高等

やすく解説しています。平成 27 年４月１日施

教育の専門家たちが探ります。

行の改正点を収録しています。

長沼式合格確実シリーズ

日本留学試験対策問題集
総合科目／数学コース 1

新完全マスター単語 日本語能力試験 N3
重要 1800 語

綜合科目 曽根ひろみ 監修

石井怜子 監修

長沼スクール東京日本語学校 編 塚原佑紀 著

A5 変判 260 頁（予定） 1,600 円＋税

B5 判 256 頁 2,408 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-06-155630-0 8 月上旬発売予定

ISBN 978-4-88319-735-4 8 月下旬発行予定

数学コース 1 太田伸也 監修

初級の学習を終えて、語彙力をもっと伸ばした

長沼スクール東京日本語学校 編 唐津裕貴 著

い中級学習者のための単語帳です。中級前半

B5 判 224 頁 2,223 円＋税

に必要な 1800 語を覚えやすさに配慮して、品

ISBN 978-4-06-155631-7 8 月上旬発売予定

詞やカテゴリに分けて提示してあります。文

講談社 発行

章のページでは、単語の使われ方や学習が身

日本留学試験対策の決定版！

総合科目はポ

についたかが確認できます。英語ベトナム語

イントとなる基本的な知識と論理的な判断を

訳付きで、音声は無料ダウンロードできます。

重視した対策を紹介。文系数学は重要な解法
パターンと考え方、それを理解するための問

リテラシーズ叢書 6

題を紹介。

市民性形成とことばの教育
母語 ・ 第二言語 ・ 外国語を超えて
細川英雄 , 尾辻恵美 , マルチェッラ・マリオッティ 編
A5 判 256 頁 2,600 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-705-1 7 月下旬発売予定

ことばの教育には、社会的行為主体として自覚
的に他者とかかわる「市民」としての意識が不
可欠です。そこには、母語、第二言語、外国語
という境界はありません。人がことばを使って

PRACTICAL KANJI 基礎 500 漢字
Vol.2

社会の中で生きていくことの意味を追求し、そ
の具体的な活動実践を考えます。

公益社団法人国際日本語普及協会（ALALT）著
AB 判 280 頁（別冊解答 36 頁） 2,500 円＋税
アスク出版 発行

外国語音声の認知メカニズム
聴覚 ・ 視覚 ・ 触覚からの信号

ISBN 978-4-87217-975-0 8 月末発売予定

中森誉之 著

基礎 500 漢字の第 2 巻目。本巻（250 字）と

四六判 228 頁 1,900 円＋税

Vol.1（250 字）で約 2,000 語，N4 から N5 レ

開拓社 発行

ベルの漢字をカバーしています。場面や文脈

ISBN 978-4-7589-2559-4 好評発売中

の中で漢字が示されることで，漢字と意味が

外国語の聞き取りと発話について、聴覚と調音

結びつき，語彙を効率よく増やせます。付属

を中心とした音声メカニズムを一望しつつ、心

CD-ROM には漢字練習帳 (PDF) と音声 (MP3)

理学や教育学、言語習得論の知見を踏まえて学

を収録，漢字練習シートで，課ごとの単漢字

習年齢、学校教育課程に対応した外国語教育へ

の書き練習ができます。英語・ベトナム語の

の示唆とともに、
「日本人発音」のつまずきを

対訳付き。

克服するための理論的な提案も行います。

日本語能力試験問題集

SAGE 質的研究キットシリーズ

N4 ／ N5 聴解 スピードマスター

新曜社 発行

有田聡子 , 黒江理恵 , 高橋尚子 , 黒岩しづ可 著

1 質的研究のデザイン

N4 72 頁＋別冊 52 頁 1,200 円＋税

ウヴェ・フリック 著 鈴木聡志 訳

ISBN 978-4-86392-301-0 好評発売中

A5 判 196 頁 2,100 円 + 税

N5 72 頁＋別冊 48 頁 1,200 円＋税

ISBN 978-4-7885-1474-4 好評発売中

ISBN 978-4-86392-302-7 好評発売中

2 質的研究のための 「インター ・ ビュー」

J リサーチ出版 発行

スタイナー・クヴァール 著 能智正博 , 徳田治子 訳

受験者待望のレベル別・分野別の問題集です。

A5 判

まず「ウォーミングアップ」で基礎固めをし、

ISBN 978-4-7885-1475-1 好評発売中

「実戦練習」で問題形式別にどんどん練習しま

272 頁

2,700 円 + 税

3 質的研究のためのエスノグラフィーと観察

す。さまざまな会話や発話に触れながら「聞

マイケル・アングロシーノ 著／柴山真琴 訳

き取る力」を養い、最後に「模擬試験」（２回）

A5 判 168 頁 1,800 円 + 税

で実力と課題点を確認します。英・中・韓・

ISBN 978-4-7885-1476-8 好評発売中

ベトナム語の部分訳付きです。

【以下続刊】
4 質的研究のためのフォーカスグループ
5 質的研究におけるビジュアルデータの使用
6 質的データの分析
７ 会話分析 ・ ディスコース分析 ・ ドキュメント分析
８ 質的研究の 「質」 管理

質的研究分野の出版のパイオニアとして多く
の成果をあげてきた新曜社と SAGE 社の提携
企画「SAGE 質的研究キット」シリーズ（ウ
ヴェ・フリック監修）、邦訳刊行開始！

初心

者から経験を積んだ研究者にいたるまで、質
的研究に関わる者には必携のテキストです！

「主観性を科学化する」 質的研究法入門
TAE を中心に

協調学習と CSCL

諸富祥彦 , 末武康弘 , 得丸智子 , 村里忠之 編著

日本教育工学会 監修 加藤浩 , 望月俊男 編著

A5 判 352 頁 3,800 円＋税

A5 判 240 頁 2,700 円＋税

金子書房 発行

ミネルヴァ書房 発行

ISBN 978-4-7608-2658-2 好評発売中

ISBN 978-4-623-07694-9 好評発売中

TAE（Thinking At the Edge）は、ジェンドリ

学習コミュニティをどう把握・デザインする

ンが開発した理論構築法で、初心者でも手順

か―。「協調学習」は、子どもたちの「学びあ

に従って行えば、普遍的な本質に迫り、理論

い」を中心として、習得、活用、探求の要素

化までできる画期的な質的研究法です。本書

を取り入れた授業方法です。本書では、近年

では、TAE で質的分析を行った日本語教育の

注目されている協調学習の理論と技法、評価

研究を紹介しています。研究や論文作成に取

について解説し、
「協調学習」が展開するコミュ

り組む方だけでなく、実践の振り返りを深め

ニティの構築を支援する学習環境、システム

たい方にもおすすめの方法です。

について考察しています。

麹町店ベスト５ （６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 7 月 23 日（土）14:00 ～ 16:00（受付開始 13:30）
自信と達成感を初級の学習者に！

～
『きょうから話せる！ にほんご だいじょうぶ』
を使った初級クラスの教え方～
講師：梶川明子
   ※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

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

展示販売

日本語サロン研修会＠名古屋
in
愛知 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 〜 16:30（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。

日本語サロン研修会＠大阪 AM
in
大阪 教えよう 日本語 ～
「先生が先生で良かったです！」
と言われたい～
【講師】 河野俊之
【日時】 7 月 31 日（日）10:30 〜 12:30（受付開始 10:00）
展示販売
【会場】 愛日会館４階（大阪市中央区本町 4-7-11）
【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。）

［新刊ベスト５］
１． 語彙力を鍛える 量と質を
高めるトレーニング
（光文社）
２． はじめての日本語能力試験
N3 単語 1500
（アスク出版）
３． NHK 日本語発音アクセント
新辞典
（NHK 出版）
４． 中国人留学生のための日本
留学試験受験単語帳 8000 語
（カナリアコミュニケーションズ）
５． 日本語教師のための CEFR
（くろしお出版）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 平成 26 年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題
２． 平成 25 年度 日本語教育能
力検定試験 試験問題
３． 平成 27 年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題
４． 日本語能力試験 公式問題集

N3

５． 教えよう 日本語 ―考え続
ける日本語教師になるための
タスク―

※河野先生の著書ご購入またはお持ちいただいた方は参加費が半額となります。

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

※件名に「7/31AM 日本語サロン研修会＠大阪」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。

日本語サロン研修会＠大阪 PM
in
大阪 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～
【講師】 河野俊之 , 西村裕代
【日時】 7 月 31 日（日）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
展示販売
【会場】 愛日会館４階（大阪市中央区本町 4-7-11）
【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。）
※河野先生の著書ご購入またはお持ちいただいた方は参加費が半額となります。

［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

公益社団法人 日本語教育学会 認定

＊『 受 験 案 内（ 出 願
書 類 付 き ）』（400
円税込）を販売し
ます。

平成28年度

社会・
文化・
地域
教育
言語と

※件名に
「7/31PM 日本語サロン研修会＠大阪」
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。

●平成 28 年度
日本語教育能力検定試験

ធ៓ʮ
োႵ
会
と社
言語一般 言語

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

NEWS

日本語
教育能力
検定試験

2016 JAPANESE LANGUAGE TEACHING COMPETENCY TEST

受験案内（出願書類付き）
試験日
平成

出

28
2
8年

10/23

願

28
2
8年

平成

日

6/20 㹼8/8
月

月

当日消印有効

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。

主

催

後

援

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）

