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もう教科書は怖くない !!

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
川口義一 著
A5 判 228 頁 2,400 円＋税
ココ出版 発行
ISBN 978-4-904595-81-7 好評発売中

30 年を超える日本語教師歴を誇る筆者が、初
級の教え方を懇切丁寧に説明する一冊。「個人
化」と「文脈化」を手掛かりに、長年にわた
る実践の中で編み出された教え方のテクニッ
クが余すところなく記されています。第 1 巻

平成 28 年度日本留学試験（第 2 回）試験
問題

では、初級日本語教育の問題にどう立ち向か

日本学生支援機構 編

うか、その教授理念が中心に語られています。

B5 判 356 頁 1,800 円＋税
凡人社 発行

学習者中心の教育

ISBN 978-4-89358-899-9 好評発売中

―アクティブラーニングを活かす大学授業

「日本留学試験」の 2016 年 12 月に行われた

メルリン・ワイマー 著 関田一彦 , 山﨑めぐみ 監訳

試験問題です。一冊に「日本語」「理科」「総

B5 判 320 頁 4,000 円 + 税

合科目」「数学（コース 1 ／コース 2）」がす

勁草書房 発行

べて掲載されています。また、「日本語」以外

ISBN 978-4-326-25119-3 2 月下旬発売予定

の科目は英語版も掲載されています。付属の

今、教育現場ではアクティブラーニングが注

CD には日本語科目の「聴解・聴読解」の音

目されています。しかしアクティブラーニン

声が収録されており、巻末には参考資料とし

グとは一種のスローガンであり、その内実は

て実施要項、応募者数・受験者数一覧、試験

様々な教育方法や教育理念を内包しています。

会場一覧、シラバス（出題範囲）、音声スクリ

本書はそのベースにある「学習者中心の教育」

プトが掲載されています。受験指導をなさる

という観点に立ち、授業実践を検討します。

方と受験者に必携の一冊です。

問題解決型学習に関する米国の最新研究のレ

過去の年度の在庫はお問い合わせください。

ビューもあり、教育関係者に役立つ一冊。

にほんご多読ブックス vol.7 ／ vol.8

新訂版 読むトレーニング 応用編

NPO 法人多言語多読 監修

日本留学試験対応

大修館書店 発行

三上京子 , 山形美保子 , 青木俊憲 , 和栗雅子 著

vol.7 （ レベル 0，1） A5 判

B5 判 147 頁＋別冊 18 頁 1,400 円＋税

5 冊セット（各 16 ～ 24 頁）2,500 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-469-22257-9 好評発売中

ISBN 978-4-88319-747-7 3 月発売予定

vol.8 （レベル 0，1） A5 判

中級半ばから上級の学習者を対象とした『改

6 冊セット（各 16 ～ 24 頁）2,500 円＋税

訂版

ISBN 978-4-469--22258-6 好評発売中

試験対応』の新訂版です。例題の解法にベト

本シリーズは、日本語学習者のための「レベ

ナム語訳を加えたほか、全体を見直し、話題

ル別読みもの」です。日本語を習いはじめた

が古くなった問題を中心に一部内容を変更し

ばかりの人でも楽しく読めます。vol. 7 はレベ

ました。試験対策以外にも、読解力を伸ばす

ル 0（入門）とレベル 1（初級前半）の 5 冊セッ

トレーニングに活用できます。

読むトレーニング

応用編

日本留学

トで、日本の自然や動物、文化や行事を写真
で紹介します。vol. 8 はレベル 0 とレベル 1
の 6 冊セットで、イソップ物語、創作、昔話

日本人がよく使う日本語会話お決まり表現
180

などが入っています。

清ルミ 著
A5 判 208 頁＋ CD1 枚付き 1,600 円＋税
J リサーチ出版 発行
ISBN 978-4-86392-325-6 好評発売中

「気分屋」「一か八か」「手を抜く」「死にそう」
「バタバタする」など、何かにたとえたり、誇
張したり、擬音語や擬態語を使ったり…。効
果的なお決まり表現を使えば、細かいニュア
ンスを長々と説明する必要もなく、簡単な言
葉でわかりやすくユーモラスに表せる。会話

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 4 vol.3

が楽しくなり実践力が高まる一冊。

NPO 法人多言語多読 監修

手話を言語と言うのなら

A5 判 5 冊セット（各 34 ～ 44 頁）音声 CD1 枚付き

森壮也 , 佐々木倫子 編

2,300 円＋税 アスク出版 発行

A5 判 112 頁 1,300 円＋税

ISBN 978-4-86639-065-9 好評発売中

ひつじ書房 発行

レベルに応じて気軽に楽しく読める「読みも

ISBN 978-4-89476-829-1 好評発売中

の」シリーズの中級・最新刊。漢字には全て

「手話は言語」と声高に叫ばれるわりには、手

ひらがな付き、辞書を引かないでどんどん読

話が「言語」であることの意味はきちんと認

め ま す。 収 録 タ イ ト ル は「 ロ ー マ の 休 日 ／

識されていないのではないでしょうか。現在

四十七人の侍／日本の食卓／坊ちゃん（上）

の日本の手話言語法制定への動きの活発化を

／坊ちゃん（下）」の 5 タイトル。効果音入り

受け、ろう者と日本語話者が、「手話が言語と

CD 1 枚が付属、一部のお話音声はダウンロー

言うのなら」何が考えられるべきかを、多方

ド提供となります。

面から問題提起するブックレット。

解いて学ぶ認知言語学の基礎

「移動する子どもたち」 の異文化適応と教師
の教育戦略

瀬戸賢一 , 山添秀剛 , 小田希望 著

福山文子 編

B5 判 154 頁 2,200 円＋税

A5 判 210 頁 4,000 円＋税

大修館書店 発行

八千代出版 発行

ISBN 978-4-469-21361-4 好評発売中

ISBN 978-4-8429-1692-7 好評発売中

本シリーズでは、基本事項の解説を読み、設

外国人児童・生徒を広く表す「移動する子ども

問を解くことで、ことばに対する研究方法を

たち」にとって、まず問題になるのが異文化適

身につけることができます。本巻では、認知

応です。意図的・戦略的に向き合う教師の働き

言語学でのことばの捉え方について概観しま

かけが、彼らの異文化適応を促進する様子を、

す。人が言語を通して世界を「解釈」すると

事例をひきながら明らかにします。日本の公立

はどういうことか。言語の「身体性」とは何か。

学校に在籍する「移動する子どもたち」が抱え

認知言語学にとって基礎となる考え方を身に

る課題改善に役立つ一書です。

認知言語学演習 1

付けることができます。

言語復興の未来と価値
桂木隆夫 , ジョン・C・マーハ 編
A5 判 340 頁 4,000 円＋税
三元社 発行
ISBN 978-4-88303-415-4 好評発売中

「言語と平和」＝「言語の多様性が平和をもた
らす」ことは、どのようにして可能なのでしょ
うか。本書は、多文化共生、多様性の承認へ
の道筋を、そして、マイノリティ言語復興運
動のグローバルなネットワーク化が持つ可能
性を理論的 ･ 実践的に展望しています。（日英
バイリンガル版）

ヴィゴツキー ［思考と言語］ 入門
ヴィゴツキーとの出会いへの道案内

接続助詞ケドの発話解釈過程と談話展開機能

土井捷三 著

永田良太 著

A5 判 314 頁 2,700 円＋税

A5 判 185 頁 3,800 円＋税

三学出版 発行

渓水社 発行

ISBN 978-4-908877-02-5 好評発売中

ISBN 978-4-86327-376-4 好評発売中

ヴィゴツキー著『思考と言語』の解説書。基

ことばを研究するそれぞれの領域において、

本的なデータを大切にし、同書に見られる簡

これまで多くのことが明らかにされてきまし

素な記述を裏づけの資料で補充しながら、「思

たが、実際の使用場面ではそれらが関連し合っ

考とことばの発生的根源」「概念発達の研究」

ています。本書では、接続助詞ケドを対象と

など、
『思考と言語』の章ごとに読み解きます。

して、統語論、語用論、談話研究といった領

また、同書をヴィゴツキーの全体像のなかで

域がどのように関連し合うのかについて論じ

関連づけることにも心がけています。ことば

られており、複合的な観点からの言語研究の

の捉え方の再考に資する一冊。

可能性が拓かれています。

麹町店ベスト５ （１月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 新刊
『マンガで体験！にっぽんのカイシャ ～ビジネス日本語を実践する～』
授業での使い方あれこれを考えてみましょう！
【日時】 2017 年 3 月 25 日（土）14:00 〜 16:00（受付 13:30 開始）
（定員 20 名）
【講師】 加藤早苗 , 米山陽一 , 佐々木隼人
【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

麹町店店頭イベント
大阪事務所からのお知らせ
● 大阪事務所
「開放日」
のお知らせ
下記の日程で事務所を開放いたします。新刊書をはじめ、日本語教材を取り揃
えておりますので、ぜひお越しください。
2月
2月
3月
3月

16 日（木）15:00 ～ 20:00
22 日（水）15:00 ～ 20:00
2 日（木）15:00 ～ 19:00
3 日（金）15:00 ～ 19:00

3月
3月
3月
3月

8 日（水）15:00 ～ 19:00
17 日（金）15:00 ～ 19:00
25 日（土）11:00 ～ 17:00
31 日（水）15:00 ～ 19:00

にほんごの凡人社 大阪事務所（担当：吉田）
〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町 4-2-10 大西ビルディング 1 階
（本町駅出口 15、21 より徒歩 2 分）
E-mail: yyoshida@bonjinsha.co.jp

１． 平成 28 年度 日本留学試験
（第 2 回）試験問題
（凡人社）
２． 日本語能力試験対応
きらり☆日本語 N3 語彙
（凡人社）
３． 平成 29 年度 日本語教育能力
検定試験 合格するための本
（アルク）
４． 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
（ココ出版）
５． ここがポイント！
レポート・論文を書くため
の日本語文法
（くろしお出版）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 日本語能力試験 公式問題集

N4

営業部からのお知らせ

２． 日本語能力試験 公式問題集

N5

［イベント情報］
日本語教師塾福岡 Vol.4
in
福岡 論理的思考力を身につけるための授業づくり

３． 日本語能力試験 公式問題集
展示販売

～3つの「力」と3つの「る」を使って～
【講師】 西隈俊哉
【日時】 3 月 25 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（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【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。）
【主催】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「日本語教師塾福岡 vol.4」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
言語文化教育研究学会第 3 回年次大会ー言語文化教育のポリティクスー
【日時】2 月 25 日（土），2 月 26 日（日）
【会場】関西学院大学上ヶ原キャンパス G 号館
【主催】言語文化教育研究学会
【詳細はこちら】http://alce.jp/annual/index.html

［新刊ベスト５］

N1
4． 絵で導入・絵で練習
5． 日本語能力試験 公式問題集
N2

NEWS
●平成29年度日本留学試験
（第1回）
［願書受付期間］
2017年2月13日（月）〜3月10日（金）
（3月10日消印有効）
［受験票発送日］
2017年5月19日（金）
［試験日］
2017年6月18日（日）
［成績通知］
2017年7月21日（金）

（言語文化教育研究学会ウェブサイト内）

☆願書の販売を開始しました☆

