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やさしい日本語

平嶋顕紘 著 

B5 判　200 頁　2,500 円＋税

梓書院 発行

ISBN 978-4-87035-574-3　好評発売中

本テキストは、1991年にオーストラリアにお
いて初版が発行され、現在も重版されている
ものを、今回、改訂版として編集したものです。
日本語を学習したい外国人と日本語教師の要
望に応え、わかりやすく学習できるよう工夫
されています。丁寧な文法説明や、さまざま
な練習ドリルを掲載しています。HPにて音声
でも学習できます。

大学生のための表現力トレーニング

あしか 

アイデアをもって社会について考える （レポート ・ 論文編）

宇野聖子 , 藤浦五月 著　

B5 判　136 頁　1,600 円＋税

ココ出版 発行　

ISBN 978-4-904595-83-1　好評発売中

論文やレポートを書く技術が身につくだけで
なく、深く考える力を伸ばすことができる教
材です。関心のあることを見つけ、それにつ
いての資料を調べた後で、他人と話し合い、
考えを発展させる、という段階を踏みながら、
レポートを完成させます。「深く考えること」
は大変なことですが、それを楽しみながら進
められるように工夫されています。

BASIC KANJI WORKBOOK

使って、 身につく漢字×語彙 2

清水百合 , 大神智春 , 川村千絵 , 菊池富美子 著　

B5 判　184 頁＋別冊 28 頁　音声 CD1 枚付き　

1,600 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-756-5　好評発売中

定番の漢字教材『BASIC KANJI BOOK』の
ワークブック第 2弾！　初級で覚えた漢字・
語彙を、「聞く」「読む」「書く」といった技能
を総合的に使って練習することで、運用力を
要請します。「作文になるとひらがなばかり」
「漢字の意味はわかるけど正しい音と結びつか
ない」そんな方に最適です。中級へ進むため
の語彙力もつけられます。英・中・韓国語の
３カ国語訳、音声 CD1枚付き。既刊の『使っ
て、身につく漢字×語彙 1』も好評発売中！
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まるごと　日本のことばと文化　中級１

国際交流基金 編著 

磯村一弘 , 藤長かおる , 久保田美子 , 伊藤由希子 著

A4 判　272 頁　2,800 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05759-1　好評発売中

JF日本語教育スタンダード準拠コースブック
の中級レベルです。この中級 1（B1） では、
身近に接する現実のコミュニケーション場面
に近づけるため、あまりコントロールされて
いない日本語を扱い、限られた言語能力を効
果的に活用して、恐れることなく社会参加が
できるようになることを目指しています。

「日本語能力試験」 対策

日本語総まとめ　N2　英語 ・ ベトナム語版

佐々木仁子 , 松本紀子 著

アスク出版 発行

読解　　B5 判　388 頁　1,200 円 + 税

ISBN 978-4-86639-050-5　好評発売中

文法　　B5 判　112 頁 + 別冊 4 頁　1,200 円 + 税

ISBN 978-4-86639-049-9　好評発売中

語彙　　B5 判　116 頁 + 別冊 4 頁　1,200 円 + 税

ISBN 978-4-86639-048-2　好評発売中

漢字　　B5 判　150 頁 + 別冊 16 頁　1,200 円 + 税

ISBN 978-4-86639-047-5　好評発売中

聴解　　B5 判　72 頁 + 別冊 56 頁　1,600 円 + 税

ISBN 978-4-86639-051-2　好評発売中

左側に学習項目、右側に練習問題を配置した
学びやすいページ構成の「日本語総まとめ」。
ご要望の多かった N2の英語・ベトナム語版
が刊行されました。分野別学習で、受験に必
要な基礎知識とスキルを強化できます。

PRACTICAL JAPANESE

くらしと旅行のための基礎日本語

小川清美 著　Orrin Cummins 英語監修

四六変判　104 頁　1,800 円＋税

IBC パブリッシング 発行　

ISBN 978-4-7946-0437-8　好評発売中

｢旅行を楽しむために、基礎的な会話ができる
ようになりたい」｢日本で暮らすために、生活
で必要な日本語をすぐに話せるようになりた
い」本書は、そんな外国人のための日本語独
習用教材です。英語での解説と、ローマ字を
併記し、1日 1時間・1カ月の短時間学習で日
常生活に必要な語彙や文法・初歩的な会話を
学ぶことができます。

ＫＡＮＪＩ ＰＵＺＺＬＥＳ ＆ ＱＵＩＺＺＥＳ

漢字パズル＆クイズ

青山美佳 著

新書判　160 頁　1,200 円＋税

ジャパンタイムズ 発行　

ISBN 978-4-7890-1652-0　好評発売中

旅行や日常生活から緊急事態まで、さまざまな
場面で出会う漢字を、熟語や部首を考えるパズ
ル、文化情報を楽しむクイズなど、全部で 88
の問題にまとめました。日本語能力試験 N2・
N3レベルを中心に、約 750字・300語彙を掲載。
「漢字がわかると、日本はもっと面白い。」

日本語教材研究の視点

新しい教材研究論の確立をめざして

吉岡英幸 , 本田弘之 編

A5 判　240 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-716-7　好評発売中

教材研究論の入門書です。日本語教材を多角
的に捉え、どのような視点から研究が可能か
を論じます。教材の歴史、第二言語習得やコー
パスの視点から見た教材分析、教材と教員の
役割など全 9章からなり、「日本語教材目録
データベース」の解説も収録しています。



現場に役立つ日本語教育研究 2

ニーズを踏まえた語彙シラバス

森篤嗣 編　山内博之 シリーズ監修

A5 判　280 頁　2,400 円 + 税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-715-0　好評発売中

言語を習得する際語彙力が大変重要なことは
よく知られていますが、文法と比べると語彙
の習得についてはあまり考えられてきていま
せん。本書は「語彙シラバス」について、そ
のあり方やニーズ別の必要語彙をコーパスに
基づき分析・提案しています。語彙の教育は
どうあるべきか、改めて考えてみませんか。

講座　言語研究の革新と継承

日本語語彙論Ⅰ／Ⅱ

斎藤倫明 編

各 3,600 円＋税　

Ⅰ A5 判  336 頁  3,600 円 + 税

ISBN 978-4-89476-667-9   好評発売中

Ⅱ　 A5 判  280 頁  3,600 円 + 税

ISBN 978-4-89476-668-6   好評発売中

ひつじ書房 発行

その分野でどういう研究が行われてきたかを
概観できる、研究への誘いとなるシリーズ、「講
座　言語研究の革新と継承」刊行開始しまし
た。第一弾は、「日本語語彙論 I・II」の二冊
同時刊行。I巻では語彙論の内部に関するテー
マを扱い、II巻では、語彙論と他分野との関
わりがテーマとなっています。

接触場面の言語学

母語話者 ・ 非母語話者から多言語話者へ

村岡英裕 , サウクエン・ファン , 高民定 編

A5 判　388 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-84-8　好評発売中

J.V.ネウストプニーによって始められた接触
場面研究は、社会言語学や日本語教育の分野
で広範に進められてきました。本書では、そ
の接触場面研究のアーカイブとして役立つよ
うに、幅広い研究の成果を収録。接触場面研
究の全体像を概観しつつ、今後の展望を示し
ます。接触場面を研究する人には必読の書で
す。

談話資料　日常生活のことば

現代日本語研究会 , 遠藤織枝 , 小林美恵子 , 佐竹久仁子 ,

髙橋美奈子 編

A5 判　344 頁　6,800 円 + 税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-817-8　好評発売中

現代日本語の言語使用の実態に迫る画期的調
査資料第 3弾です。約 17時間分の自然談話を
文字化し、付録の CD-ROMにテキストデー
タとして収録しています。「高齢者」「ジェン
ダー」等をキーワードに資料の分析を行った
研究論文 13編もともに掲載しています。

日本語教師のための 入門言語学 

－演習と解説－

原沢伊都夫 著

A5 判　248 頁＋別冊 47 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-88319-739-2　好評発売中

スリーエーネットワーク 発行

言語学の要点を、身近な日本語を題材にやさ
しく解説しています。各章の項目ごとにある
問題「やってみよう」を解きながら読み進め
ることで、理解を深められ、章の終わりにあ
る「まとめ」で定着、「総合問題」で応用の知
識を養うことができます。日本語教育能力検
定試験対策にもおすすめの一冊です。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 日本語総まとめ　N2　語彙
　＜英語・ベトナム語版＞

（アスク出版）

２． 日本語総まとめ　N2　文法
　＜英語・ベトナム語版＞

 （アスク出版）

３． 日本語総まとめ　N2　漢字
　＜英語・ベトナム語版＞

（アスク出版）

４． まるごと　日本のことばと
文化　中級 1　B1

（三修社）

５． PRACTICAL KANJI < 基
礎 500漢字 vol.2>

（アスク出版）

 麹町店ベスト５（９月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
 N3
２． 平成 28年度　日本留学試験
（第 1回）試験問題

３． 日本語能力試験　公式問題集
 N2
４． 日本語能力試験　公式問題集
 N1
５． （初級）語学留学生のための

日本語Ⅱ　解答付き

 NEWS　 
日本語教材リストNo.45

配布開始！

国内外の日本語教材と関連書籍
を多数掲載した書籍カタログで
す。凡人社麹町店や各種イベン
トの展示販売ブースにて無料配
布しております。送付ご希望の
方は弊社ウェブサ
イトをご参照くだ
さ い。（http://www.
bonjinsha.com/wp/
nihongokyouzailist） 
※ダウンロード版は準
備中のため、No.44 を
ご利用ください。

営業部からのお知らせ

［イベント情報］

    in北海道  『読む力』（くろしお出版）の考え方、使い方 
 ～アカデミックからクリティカルへ～
【講師】  奥田純子
【日時】 10月 22日（土）14:00～ 17:00（受付開始 13:30）
【会場】 札幌コンファレンスホール　コンファレンス B
 （札幌市中央区南 2条西 2丁目 10富樫ビル 6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】無料 
【主催】北海道日本語教育ネットワーク　
【協力】アルク，くろしお出版，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「北海道日本語教育ネットワーク秋の研修会」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。

    in大阪  日本語教師塾Vol.9 
 プロフェッショナルな日本語教師になろう！
【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。

展示販売

展示販売

麹町店店頭イベントイベント情報
中国語話者のための日本語教育研究会　第 37 回研究会 
【日時】11月 12日（土）　13:00～ 17:30　 
【会場】首都大学東京 南大沢キャンパス 本部棟 1階大会議室 
【主催】 中国語話者のための日本語教育研究会 
【詳細はこちら】https://chuugokugowashablog.wordpress.com/ 
 
日本語教師力１UPセミナー Vol.3　in 名古屋 
「中上級の先生になろう」 
【講師】江崎由美子氏 
【日時】11月 26日（土）　10:00～ 12:00 
【会場】MYCAFE伏見店 セミナールーム 

【主催】 CHEERS 
【詳細はこちら】https://www.facebook.com/events/1776252392635107/ 
 
ビジネスパーソンのための授業を作ろう！　in 大阪 
【講師】武田聡子氏，長崎清美氏 
【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。 
【会場】にほんご茶論 
【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


