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わたしたちのことばを考える②

雑談の正体

ぜんぜん “雑” じゃない、 大切なコミュニケーションの話

清水崇文 著

B6 判　200 頁　1,500 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-935-4　11 月下旬発売予定

「わたしたちのことばを考える」シリーズ第２
巻。近年、書店を賑わせている「雑談」の本。
しかし、そもそも「雑談」とはどのような会話
なのでしょうか。外国語でする雑談の難しさは
どこにあるのでしょうか。コミュニケーション
学や言語学の研究成果をもとに探求します。そ
して、日本語教育における雑談学習について展
望します。
＜もくじ＞第 1章　雑談とは？／第 2章：「雑
談に関する常識」って本当？／第 3章：雑談
を多面的に分析してみると／第 4章：外国人
と雑談／第 5章：日本語教育における雑談

日本語教育への道しるべ　（全 4 巻）

坂本正 , 川崎直子 , 石澤徹 監修

第 1 巻　ことばのみかたを知る

鳰貴子 , 松本恭子 編　A5 判　220 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-925-5　好評発売中

第 2 巻　ことばのしくみを知る

坂本勝信 , 手嶋千佳 編　A5 判　204 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-926-2　好評発売中

第 3 巻　ことばの教え方を知る

近藤有美 , 水野愛子 編　A5 判　232 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-927-9　好評発売中

第 4 巻　ことばのみかたを知る

中浜優子 , 花城可武 編　A5 判　220 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-927-9　【12 月発売予定】

凡人社 発行

日本語教育の世界を知りたい方、歩みたい方に。

どんどんつながる漢字練習帳　中級

鈴木英子 , 佐藤紀生 , 秀眞知子 , 佐藤佳子 著

B5 判　176 頁　2,000 円＋税

アルク 発行　

ISBN 978-4-7574-3014-3　11 月中旬発売予定

「頭、顔、類」「雑、難、離」など同じパーツを
持つ漢字をグループにしてまとめて覚えます。
各漢字に付いたイラストは、漢字のパーツを意
識して、楽しく効率よく漢字を身に付けるのに
役立ちます。中級では「清、晴、請、精」など
同じ部品と音を持つ漢字もまとめて学べるの
が特長です。英・越・中・印尼語訳付き。
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日本語教育のためのはじめての統計分析

島田めぐみ , 野口裕之 著

A5 判　168 頁　1,600 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-862-8　好評発売中

統計的方法は日本語教育に関する重要な知見
を得るために必要不可欠な道具の一つである。
統計の基礎と、その記述や推測の方法、論理構
成の説明のほか、分析ソフト（SPSS）の使い
方と実際の研究例を示した。何よりも読者に
「考え方」を身に着けてもらえるように配慮し
た、これからの日本語教育のための一冊。

日英共通メタファー辞典 

A Bilingual Dictionary of English and Japanese

Metaphors

牧野成一 , 岡まゆみ 著

A5 判　744 頁　3,600 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-745-7　11 月下旬発売予定

日本語と英語の共通の比喩表現を集めた画期的
な辞典。日英語を対照しながら、自分の言語を
下敷きに覚えることができるので、スムーズに
語彙数や表現力がアップします。豊富な例文と
解説、関連／反意語にも言及。語彙・表現力を
磨きたい人、英語学習者、日本語学習者、英語
教師、日本語教師、翻訳家などに必携の一冊。

言語と教育

多様化する社会の中で新たな言語教育のあり方を探る

杉野俊子 監修　田中富士美 , 波多野一真 編著

A5 判　240 頁　4,200 円＋税

明石書店 発行　

ISBN 978-4-7503-4573-4　好評発売中

近年、日本では小学校の英語教育の是非が問わ
れていますが、言語教育においては単に賛成／
反対の二分論では捉えきれない複雑な問題も
あります。国内外の様々な環境における教育の
事例を通して、真のグローバル化に対応する言
語教育とは何かを摸索する意欲的な論集です。

日本語能力試験　N2 聴解　必修パターン

氏原庸子 , 清島千春 , 佐伯玲子 著

B5 判　192 頁 + 別冊 16 頁　1,800 円＋税

J リサーチ出版 発行　

ISBN 978-4-86392-360-7　好評発売中

テキストと問題集が一体型の完全対策本です。
基礎編で 7つのテーマ別に基礎固め、対策編で
5つの問題形式とそれぞれの出題パターンに即
した実戦練習、模擬試験で仕上げと、着実に実
力養成します。また、各解説や付録「試験に出
る言葉」で重要語句が整理でき、英・中・ベト
ナム語の部分訳が付きます。
＜既刊＞

N2 文法　　ISBN 978-4-86392-331-7　1,600 円＋税

N2 語彙　　ISBN 978-4-86392-344-7　1,600 円＋税

N2 読解　　ISBN 978-4-86392-349-2　1,600 円＋税

つなぐにほんご　初級 2

ヒューマンアカデミー日本語学校 著

B5 判　362 頁 + 別冊 36 頁　赤シート付き

2,500 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-067-3　好評発売中

実践型の初級総合テキスト「つなぐにほんご 初
級 1」の続刊です。ことばや文法が「わかる」
ことより、日本語を使ってコミュニケーション
が「できる」ことを目指し、場面会話ができる
ようになってから文型の確認をするという構成
になっているのが特徴です。このテキスト用の
「授業のヒント」や「絵カード」をダウンロード
できる専用ウェブサイトもご用意しています。



にほんご宝箱

日本で生活する外国人のためのいろんな

書類の書き方

岩田一成 編著　和泉智恵 , 奥村玲子 , 高木祐輔 ,

福本亜希 , 間瀬尹久 著

B5 判　120 頁＋別冊 56 頁　1,600 円＋税

アスク出版 発行　

ISBN 978-4-86639-127-4　好評発売中

行政機関に提出する書類から宅配便の送り状
まで、日本で生活する外国人がどうしても日
本語で書かなければならない書類の書き方を
練習します。「問診票」や「履歴書」、「契約書」
などを実際に書き込み練習しながら学べる構
成で、英・中・韓・ベトナム・ポルトガル語の
簡易辞書付き。詳しい対訳はWebで提供する
予定です。

文章を科学する

李在鎬 著

A5 判　198 頁　2,600 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-881-9　好評発売中

主観に頼りがちだった文章の難易度や評価の
判断は、分析ツールによって、「科学的に」行
うことができる。「文章とはなにか」という根
本的な疑問からスタートし、計量的分析ツール
「KH Coder」の作成者自身による実践を交えた
解説ほか、日本語学・日本語教育等の研究者が
最新の文章研究の理論と技術を紹介。

社会志向の言語学

豊富な実例と実証研究から学ぶ

南雅彦 著

A5 判　240 頁　1,800 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-747-1　11 月中旬発売予定

なぜ言葉は変化するのか？　言語と社会要因
との関わり、変化が起こる原因とメカニズムを
解き明かします。ドラマ・スポーツなどの具体
例から、実際の言語調査までをわかりやすく紹
介し、文化と言語のつながりを探ります。言語
学の入門書に最適。同じ著者による『言語と文
化』（2009年）への入門としても。

改訂版 異文化コミュニケーションの A to Z

理論と実践の両面からわかる

小坂貴志 著

A5 判　272 頁　2,300 円＋税

研究社 発行　

ISBN 978-4-327-42198-4　好評発売中

基礎理論と豊富な実例から多文化共生が学べる
テキストです。10年ぶりの改訂にあたり、最
新の研究理論を簡潔にまとめて追加しました。
日米間に加え、多様な地域での実体験から収集
した異文化摩擦によるすれ違い（クリティカル・
インシデント）の事例も大幅に増やし、留学や
異文化間ビジネスの研修用にも使えます。

外国語学習の実践コミュニティ 

参加する学びを作るしかけ

トムソン木下千尋 著

A5 判　336 頁　2,400 円＋税

ココ出版 発行　

ISBN 978-4-904595-93-0　好評発売中

本書は、外国語を使う「目的」／「仲間」／「場」
が存在している「実践コミュニティ」が、いか
に外国語教育に効果的であるかを明らかにする
ものです。オーストラリアやニュージランドに
おける外国語教育の活動を紹介することで、「実
践コミュニティ」に参加する学習者たちの様々
な形の「学び」が見えてきます。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． みんなの日本語初級Ⅰ
 第 2版　聴解タスク 25

（スリーエーネットワーク）
２． まるごと　日本のことばと

文化　中級 2　B1
（三修社）

３． 日本語生活する外国人のため
の　いろんな書類の書き方

（アスク出版）
４． 文章予測　読解力の鍛え方

（KADOKAWA）
５． 外国人のためのやさしく学

べる介護のことば
 （中央法規）

 麹町店ベスト５（10 月）

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
 N3
３． 日本語能力試験　公式問題集
 N1
４． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
５． 短期マスター日本語能力試験

ドリルN2　第 2版

 NEWS　 
●	『日本語教材リスト	No.46』
	 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、
現在準備中です。

 申し訳ございませ
んが、今しばらく
No.45 をご利用く
ださい。

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。最新情報と詳細はウェブページをご覧
ください。
http://www.bonjinsha.com/wp/osaka　

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
●	即時応答力を伸ばしてコミュニケーションに自信を！
　	～『にほんごではなそう！―パターンで覚えるかんたん会話』を使って～
【日時】 12月 9日（土）14:00～ 15:30（受付開始 13:30）
【定員】 20名
【講師】 松本節子氏
【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
	TEL:	03-3239-8673　FAX:	03-3238-9125　E-mail:	kojimachiten@bonjinsha.co.jp

［イベント情報］

in
大阪

	日本語教師塾大阪Vol.12	
	ピア・ラーニングの考え方と教室活動のデザイン

【講師】  岩田夏穂氏
【日時】 12月 9日（土）14:00～ 17:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP大阪本町カンファレンスセンター（大阪市中央区久太郎町 3-5-19）
【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「日本語教師塾大阪 Vol.12」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

	日本語サロン研修会＠大阪	
	漢字の面白さを発見しながら学ぶ授業作り　

	 	 ～『どんどんつながる漢字練習帳	初級』『中級』を使って～
【講師】  鈴木英子氏
【日時】 1月 20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丁目 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】1,000円（税込）　＊当日受付でお支払いください。
【主催】凡人社　　【共催】アルク
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: yyoshida@bonjinsha.co.jp（担当：吉田）

 ※件名に「1/20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。

展示販売

営業部からのお知らせ

11 月	17 日（金）15:00 ～ 19:00
11 月 22 日（水）15:00 ～ 19:00
11 月 28 日（火）15:00 ～ 19:00

12 月		 8 日（金）15 時～ 19 時
12 月 13 日（水）15 時～ 19 時
12 月 19 日（火）15 時～ 19 時

展示販売


