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複言語 ・ 複文化時代の日本語教育
本田弘之 , 松田真希子 編
A5 判 280 頁 3,800 円＋税 CD-ROM1 枚付き
凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-912-5 10 月中旬発売予定

いま静かに「複言語・複文化の時代」を迎え
つつある日本語と日本語教育はそうした状
況に十分に対応できているといえるだろう
か。2015 年にブラジルで開かれた「 国際語
としての日本語教育のための国際シンポジウ
ム（EJHIB2015）
」をもとにした論文集。印刷
されている 10 本の論文のほか、付属の CD-

ROM にはシンポジウムの発表論文が 40 本以

平成 28 年度日本留学試験 （第１回）
試験問題

上収載されています。

日本学生支援機構 編

人とつながり、 世界とつながる日本語教育

B5 判 356 頁 音声 CD1 枚付き 1,800 円＋税

トムソン木下千尋 編

凡人社 発行

A5 判 244 頁 2,600 円＋税

ISBN 978-4-89358-899-9 好評発売中

くろしお出版 発行

「日本留学試験」の 2016 年 6 月に行われた試験
問題です。一冊に「日本語」
「理科」
「総合科目」

ISBN 978-4-87424-707-5 好評発売中

ことばは、人と人とをつなぎ、人と人、人と社

「数学（コース 1 ／コース 2）
」がすべて掲載さ

会との関わりの中で学習されるものです。日本

れています。また、
「日本語」以外の科目は英語

語教育の現場も、学習者と学習者、学習者と支

版も掲載されています。付属の CD には日本語

援者、そして、その周辺の社会をつなぐ場であ

科目の「聴解・聴読解」の音声が収録されてお

り、他の分野とつながっていくものでしょう。

り、巻末には参考資料として実施要項、応募者数・

本書では、学習者、支援者、教室、社会、イン

受験者数一覧、試験会場一覧、シラバス（出題

ターネット、世代、国境など、学習者の周辺の

範囲）
、音声スクリプトが掲載されています。受

さまざまな関係を多角的に考察し、日本語教育

験指導をなさる方と受験者に必携の一冊です。

がこれから進むべき方向性を考えていきます。

すぐに使える 接客日本語会話
決まり文句 700

日本語教育のスタートライン

英語版 水谷信子 監修・著

荒川洋平 著

高橋尚子 , スーザン・マスト , 有田聡子 , 寺田則子 著

A5 判 630 頁 2,500 円＋税

A5 判 224 頁 CD2 枚・音声ダウンロード付き

スリーエーネットワーク 発行

1,600 円＋税

ISBN 978-4-88319-740-8 10 月中旬発行予定

ISBN 978-4-86392-312-6 9 月下旬発売予定

日本語教育に一歩足を踏み込もうとしている

中国語版 水谷 信子 監修・著

人、踏み込んだばかりの人を対象に、よりわ

有田聡子 , 高橋尚子 , 寺田則子 著

かりやすい切り口で読み通すことができ、日

A5 判 224 頁 CD2 枚・音声ダウンロード付き

本語教育に関する専門的な知識の全体像を示

1,600 円＋税

した一冊です。より深く学びたい人のために

ISBN 978-4-86392-307-2 好評発売中
J リサーチ出版 発行

本気で日本語教師を目指す人のための入門書

「良書案内」を掲載しています。日本語教育能
力検定試験のシラバスに対応しています。

接客の基本表現と実践ノウハウが速習できる、
日本で働く外国人必携の本です。
「英語（
「英語

日本語を教えよう ! 2017

版」の場合）→日本語」の順に収録された音声

B5 判 162 頁 1,550 円＋税

とともに、
「言いたいことをイメージ→自分で

イカロス出版 発行

考え→発話」という練習を通して、接客表現を

ISBN 978-4-8022-0205-3 好評発売中

どんどん身につけながら、コミュニケーション

現在、日本語を学びたい外国人は国内外で増

力を高めていきます。

加しており、外国人に日本語を教える「日本
語教師」の活躍の場が増えています。本書では、
日本語教師になるための方法、求められるス
キルなど、日本語教師の総合的な情報をお届
けします。現役の日本語教師 18 人も登場しや
りがいや苦労など現場の声を紹介します。
もう教科書は怖くない !!

ニュー ・ システムによる日本語
〔中国語 ・ 英語版〕

日本語教師のための初級文法 ・ 文型 完全
「文脈化」・「個人化」アイデアブック 第1巻

海老原峰子 著 許君 訳

川口義一 著

B5 判 388 頁 2,800 円＋税

A5 判 240 頁（予定） 2,400 円＋税

現代人文社 発行

ココ出版 発行

ISBN 978-4-87798-636-0 好評発売中

ISBN 978-4-904595-81-7 10 月下旬発売予定

多くの日本語教師は、動詞活用の教え方に苦

30 年を超える日本語教師歴を誇る筆者が、初

労しています。筆者は、従来の「ます形」だ

級の教え方を懇切丁寧に説明する本です。
「個

けを教える日本語教授法の限界を克服すべく、

人化」と「文脈化」を手掛かりに、長年にわた

動詞活用を 50 音と連動させて覚えさせる画期

る実践の中で編み出された教え方のテクニック

的な学習法を考案しました。本書は、その学

が余すところなく記されています。第 1 巻では、

習法に基く科書『ニュー・システムによる日

初級日本語教育の問題にどう立ち向かうのか、

本語』の中国語、英語版です。

その教授理念が中心に語られています。

新 ・ はじめての日本語教育 1 ／ 2
増補改訂版

心を動かす英会話のスキル

1 日本語教育の基礎知識

A5 判 184 頁 1,700 円 + 税

高見澤孟 , ハント蔭山裕子 , 池田悠子 , 伊藤博文 ,

研究社 発行

宇佐美まゆみ , 西川寿美 , 加藤好崇 著

ISBN 978-4-327-44112-8 好評発売中

B5 判 328 頁 1,900 円＋税

清水崇文 著

「心を動かす英会話」とは、相手を思いやりな

ISBN 978-4-87217-993-4 好評発売中

がら自分の意図をしっかりと伝える英会話の

2 日本語教授法入門

ことです。「部下に急ぎの仕事を依頼する」
「ほ

高見澤孟 著

め言葉にうまく応える」「上司からの異動の打

B5 判 200 頁 1,900 円＋税

診を断る」等、ビジネスや日常の様々な場面で、

ISBN 978-4-87217-994-1 好評発売中

英語で本当にコミュニケーションができるよ

アスク出版 発行

うになるための秘訣を、英米 50 人のネイティ

基礎的知識が満載の入門書シリーズ。1 は、

ブから学びます。

日本語教育に最低限必要な知識をわかりやす
く解説。新たに「学習ストラテジー」を加え、

読み手に伝わる公用文

最近の理論に基づいて増補しました。2 は、

〈やさしい日本語〉 の視点から

数ある教授法を具体的な場面と結びつけて解

岩田一成 著

説。各教授法の特長や評価・試験について学

四六判 184 頁 1,700 円 + 税

習します。最新の教授法に関しても解説。基

大修館書店 発行

礎的知識が満載の入門書シリーズ。

ISBN 978-4-469-21358-4 好評発売中

公用文（国や自治体が国民・市民向けに書く
お知らせ）には、専門用語などを多用してい
て分かりづらいものや、長すぎて読む気が起
きないものが数多くあります。自治体職員向
けの日本語講座も行っている著者が、困った
文書の実例を挙げつつ、なぜ公用文が難解に
なるのかを考察し、改善方法を解説します。

対話で育む多文化共生入門
ちがいを楽しみ、 ともに生きる社会をめざして

やさしい日本語―多文化共生社会へ

倉八順子 著

庵功雄 著

A5 判 224 頁 2,200 円＋税

新書判 240 頁 840 円＋税

明石書店 発行

岩波書店 発行

ISBN 978-4-7503-4382-2 好評発売中

ISBN 978-4-00-431617-6 好評発売中

人口の 1.7％を占める外国人たちと地域で平和

移民を受け入れるとしたとき、解決しなけれ

に暮らしていくにはどうすればよいでしょう。

ばならないのがことばの問題です。地域社会

その一つの方法として、本書はたがいの文化

で共通言語になりうるのは、英語でも普通の

の違いを知るために対話を重ねることの重要

日本語でもなく、
〈やさしい日本語〉だけです。

性を指摘します。第一部では多文化共生につ

移民とその子どもにとどまらず、障害をもつ

いての基礎知識、第二部では対話のための具

人、日本語を母語とする人にとって〈やさし

体的なワークショップを紹介します。

い日本語〉がもつ意義を考えます。

麹町店ベスト５ （８月）

営業部からのお知らせ

［新刊ベスト５］

［イベント情報］

   

in 「できること」重視で漢字を学ぼう！
大阪 ～『漢字たまご』を使って

展示販売

【講師】 嶋田和子
【日時】 10 月 6 日（木）18:00 〜 20:00（受付開始 17:30）
【会場】 凡人社大阪事務所
（大阪府大阪市中央区久太郎町 4-2-10 大西ビルディング 1 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】1,000 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: yyoshida@bonjinsha.co.jp（担当：吉田）

   

※件名に「日本語サロン研修会 @ 大阪（10/6）」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。

日本語教師塾福岡 Vol.3
in
福岡 漢字が好きになる！

展示販売

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】 9 月 24 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル第 4 ホール（博多駅博多口より徒歩１分）
【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「日本語教師塾福岡 vol.3」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.9
in
大阪 プロフェッショナルな日本語教師になろう！

展示販売

【講師】 溝部エリ子
【日時】 12 月 10 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館（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。）

【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.9」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
日本語教育だってアクティブ・ラーニング！
〜協同学習の手法を使って〜 in 名古屋
【日時】10 月 22 日（土） 10:00 〜 12:00（受付開始 9:30）
【講師】石田裕久氏，江崎由美子氏
【主催】Cheers

【詳細はこちら】https://www.facebook.com/events/273288563039354/

ビジネスパーソンのための授業を作ろう！ in 大阪
【日時】12 月 4 日（日）
午前クラス 10:00 〜 13:00 午後クラス 14:00 〜 17:00 ※午前と午後は同じ内容です。
【講師】武田聡子氏，長崎清美氏
【主催】日本語教育研究所
【詳細はこちら】http://www.npo-nikken.com/event/event16/BusinessOsaka16.html

１． 平成 28 年度 日本留学試験
（第 1 回）試験問題
（凡人社）
２． 新完全マスター単語 日本語
能力試験 N3 重要 1800 語
（スリーエーネットワーク）
３． 新・はじめての日本語教育
２［増補改訂版］日本語教
授法入門
（アスク出版）
４． 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
（講談社）
５． 読み手に伝わる公用文 〈や
さしい日本語〉の視点から
（大修館書店）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 絵で導入・絵で練習
２． 日本語能力試験 公式問題集

N2

３． 短期マスター 日本語能力試
験ドリル N4
４． 新版 ロールプレイで学ぶ
中級から上級への日本語会話
５． 日本語能力試験 公式問題集

N3

NEWS
● 2016 年度
秋季大会

日本語教育学会

開催日：10 月 8 日 ( 土 )，9 日 ( 日 )
会 場：ひめぎんホール
予稿集代：
会員 =4,000 円
（学生証持参の場合は 2,000 円）
一般 =5,000 円
※ 書籍展示を行います。
※ 詳細は、日本語教育学会ウェブサ
イトをご覧ください。

http://www.nkg.or.jp/

