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新人日本語教師のための授業づくり練習帖
鴻野豊子 , 高木美嘉 著
B5 判 212 頁 2,000 円＋税
翔泳社 発行
ISBN 978-4-7981-4904-2 好評発売中

具体的に示された 50 を超える授業場面におい
て、どのような方策を取ればよいか、自ら思
考し解決法を探りながら、授業力に磨きをか
けていくことができます。また、ベテラン講
師によるヒントと模範解答をとおして、それぞ
れの授業場面について適切なアドバイスが得ら
れます。姉妹書『新人日本語教師のためのお

日本語学習者のための
読解厳選テーマ 10 ［中級］

助け便利帖』とともに、新人はもちろん経験

清水正幸 , 林真弓 著

を積んだ方まで日本語教師必携の書です！

B5 判 128 頁＋別冊 48 頁 2,000 円＋税

ISBN 978-4-89358-913-2 12 月中旬発売予定

みんなの日本語初級 II 第 2 版
教え方の手引き

日本社会についての知識を得ることに加え、

スリーエーネットワーク 編著

社会的なテーマについて主体的に考える力を

B5 判 220 頁 CD-ROM1 枚付き 2,800 円＋税

身につけることも目標とした読解教材。多様

スリーエーネットワーク 発行

な視点、考え方に触れられるように、１つの

ISBN 978-4-88319-745-3 12 月中旬発売予定

凡人社 発行

テーマにつき、2 つの読み物とコラムを掲載。

『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版』を使って教

「文章を読む」
「自分の考えをまとめ、
話す」
「他

える人のための指導書です。第 1 では、『みん

者の考えを聞く」というプロセスの中で力を

なの日本語初級Ⅱ 第 2 版』の構成と内容、
『初

養います。エッセイや新聞記事、物語など多

級Ⅰ』との違い、動詞の活用などについて、

彩な文章を掲載。収録テーマは、富士山／夢

第 2 部では、各課の教え方を授業の流れに沿っ

中になる人たち／和食・日本料理／怪談／東日

て具体的に紹介しています。付属の CD-ROM

本大震災／出産・子育て／熟年世代の夫婦事情

には、文法項目、語彙の表、練習 C・会話の

など。＜英・中・越対訳の語彙リスト付き＞

イラストなど、授業に役立つ資料が満載です。

キクタン日本語 日本語能力試験
前坊香菜子 , 三好裕子 , 本田ゆかり 著

改訂版 日本語中級Ｊ 301 ―中級前期―
英語版

アルク 発行

石沢弘子 , 新内康子 , 関正昭 , 外崎淑子 , 平高史也 ,

N2 B6 変判 328 頁 2,000 円＋税

鶴尾能子 , 土岐哲 著

ISBN 978-4-7574-2856-0 11 月下旬発売予定

B5 判 187 頁＋別冊 46 頁 CD1 枚付き 2,500 円＋税

N3 B6 変判 336 頁 2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-7574-2857-7 11 月下旬発売予定

ISBN 978-4-88319-741-5 11 月下旬発売予定

英語学習でおなじみの「キクタン」に日本語

初級を終了した学習者が、中級に移行するま

が登場！

での橋渡しをする「読解」中心の教科書です。

日本語能力試験の合格に必要な大

量の語彙を、楽しく効率的に学べるように「リ

「文法説明」「新出語彙」だけではなく、「読む

ズミカルなチャンツを聞きながら自然に覚え

まえに」「文章の型」「Q&A」など「読解」を

る方法」で学習します。収録語数：
【N2】【N3】

サポートするパートが充実しています。教師

ともに 1,120 語。誌面・音声ともに英語、中

用マニュアルは WEB サイトで無料配布。

国語（簡体字）、ベトナム語に対応しています。
音声は CD-ROM に対訳ごとに収録。

シャドーイング 日本語を話そう
就職 ・ アルバイト ・ 進学面接編
［インドネシア語 ・ タイ語 ・ ベトナム語版］
斎藤仁志 , 深澤道子 , 酒井理恵子 , 中村雅子 著
A5 判 182 頁 CD2 枚付き 1,800 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-719-8 好評発売中

好評のシャドーイングシリーズの面接対策編。
就職から大学進学、アルバイトまでさまざまな
場面の面接会話を本番さながらにシミュレー
ション、
徹底的に練習できます。インドネシア・
タイ・ベトナム語の翻訳付き。よく使うフレー

はじめての日本語能力試験
N2 単語 2500

ズや面接の心得などアドバイスも満載。

アークアカデミー 著
四六判 308 頁 1,600 円 + 税

人を動かす！
実戦ビジネス日本語会話 中級１

アスク出版 発行

一般財団法人国際教育振興会日米会話学院日本語研修所 著

ISBN 978-4-87217-984-2 好評発売中

B5 判 109 頁 CD1 枚付き 2,400 円＋税

N2 合格に必要な 2,500 語をシンプルな例文と

スリーエーネットワーク 発行

ともに効率よく学ぶ単語集。同義語や反義語、

ISBN 978-4-88319-742-2 11 月下旬発売予定

関連語、そして類義語も確認しながら、理解を

ビジネス場面で「相手を動かせるような会話

深めることができます。英・中・ベトナム語訳

力」を身に付けることを目標にしたテキスト

付き。
「高学年」
「高学歴」などの接辞をまとめ

です。各課「本文会話」
「表現」
「談話練習 1・2」

て確認できるコラムも必見です。試験直前の腕

の構成で、スムーズなやり取りができるよう

試しにスマートフォンでも使える Web 模擬試

徹底した会話練習を行います。英語訳付。教

験もご用意しました。

師用ガイドは WEB サイトで無料配布。

はじめての第二言語習得論講義

わかりやすい日本語

英語学習への複眼的アプローチ

野村雅昭 , 木村義之 編

馬場今日子 , 新多了 著

A5 判 290 頁 2,800 円＋税

A5 判 218 頁 1,900 円＋税

くろしお出版 発行

大修館書店 発行

ISBN 978-4-87424-713-6 好評発売中

ISBN 978-4-469-24608-7 好評発売中

LINE や facebook など IT メディアの普及で、

「第二言語習得研究（SLA）のおもしろさ」を、

わかりやすく誤解のない日本語へのニーズが

「具体的エピソード」を通じて、また、外国語

高まっています。また、増え続ける外国人労

適性や動機づけなど SLA の「重要テーマ」を

働者や観光客のためにも、平易でわかりやす

厳選してわかりやすく解く講義形式の解説書

い日本語が求められています。福祉、医療、

です。大学での授業テキストとしてお使いい

放送、災害現場などであるべき日本語の形に

ただくほか、英語教育に携わる先生方、また

ついて、語彙、文法、表記などの観点から考

一般の学習者の方にも気軽に最新の理論を味

察と提言を行っています。

わっていただける内容です。

異文化から学ぶ文章表現塾
浅野洋 , 大橋由香子 著
A5 判 182 頁 1,380 円＋税
ISBN 978-4-88385-187-4 好評発売中
新水社 発行

日本は異文化をインプットすることによって文化
の繁栄と知の豊かさを築いてきました。本書は、
翻訳という視点から、文章の書き方・表現のノウ
ハウ、ディベートのやり方まで丁寧に解説します。
また、＜やってみよう＞ではさまざまな課題に挑
戦することができます。＜おもな目次＞まずは文
章を書いてみる／翻訳から日本語を考えてみる／

自然な敬語が基本から身につく本

いろいろな表現に挑戦してみる。

髙橋圭子 著
四六判 172 頁 1,400 円 + 税
研究社 発行
ISBN 978-4-327-38473-9 11 月下旬発売予定

「です・ます」の使い方など、初歩の初歩から

ことばと社会 18 号
『ことばと社会』編集委員会 編
A5 判 172 頁 2,300 円 + 税
三元社 発行

段階を踏んでわかりやすくレクチャーする入

ISBN 978-4-88303-412-3 好評発売中

門書です。クイズ形式でどんどん読み進むう

今号特集は「アイデンティティ研究の新展開」。

ちに、敬語の面白さを発見しながら自然な敬

都市化・流動化がいちじるしく進む現代社会

語が身につきます。上下関係だけでなく、親

においては、もはや今までの固定的対応関係

しさや気遣いなどを表現する「イマドキの敬

では説明できなくなっている「ことば」と「ア

語」にも配慮。これから社会に出る人や就活

イデンティティ」の関係を、新しい社会言語

中の学生など、「敬語は苦手だけれどなんとか

学――

モノにしたい」人たちに最適です。

ります。ほか、書評、連載など多数。

第三の波

の社会言語学によって探

麹町店ベスト５ （10 月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 教室の悩みを解決しよう！
新人日本語教師のための授業のつくり方 実践ワークショップ

［新刊ベスト５］

【日時】2016 年 11 月 20 日（日）13:30 〜 15:30（受付開始 13:00）
（定員 20 名）
【講師】鴻野豊子氏，高木美嘉氏
【参加費】2,000 円（税込）当日受付でお支払いください。

●教室の中と外をつなごう！
～専門学校・日本語学校での実践例から考える日本語インターアクション～
（参考教材
『日本語でインターアクション』
）

【講師】伊勢みゆき氏 , 尾又由利子氏 , 鈴木妙子氏 , 武田誠氏 , 長崎清美氏 ,
吉田千春氏
【日時】2017 年 1 月 21 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）（定員 20 名）
【参加費】無料

●考える力もつける読解指導を考える
～
『日本語学習者のための読解厳選テーマ10 中上級』
を例に～
（仮題）
【講師】奥山貴之氏
【日時】2017 年 1 月 28 日（土）14:00 〜 15:30（受付開始 13:30）（定員 20 名）
【参加費】無料
   ※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

【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。

【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/

３． BASIC KANJI WORKBOOK
使って、身につく！漢字×
語彙 2
（凡人社）
４． くらしと旅行のための基礎
日本語
（IBC パブリッシング）
５． やさしい日本語

（梓書院）

［凡人社の書籍ベスト５］
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

３． 日本語能力試験 公式問題集
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。
）

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」

（翔泳社）

３． WEEKLY J for Starters 1

［イベント情報］

麹町店店頭イベント
イベント情報

１． 新人日本語教師のための授業
練習帖

N5

営業部からのお知らせ
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！

１． 日本語教育のスタートライン
（スリーエーネットワーク）

N3

５． 短期マスター日本語能力試験
ドリル N3 第 2 版

NEWS
次回の
「凡人社通信」
は
１月15日発行予定です。
例年、「凡人社通信」は 8 月と 12 月
にお休みをいただいております。
次号は、2017 年 1 月 15 日号となり
ますので、ご了承ください。
なお、各種イベント情報や新刊・近
刊情報などは、凡人社ウェブサイト
で随時ご案内しておりますので、ぜ
ひご覧ください。

http://www.bonjinsha.com/

