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必ずできる！ JLPT 「読解」 N3
安藤栄里子 , 足立尚子 著
B5 判 130 頁 1,800 円 + 税
アルク 発行
ISBN 978-4-7574-3052-5 好評発売中

初めのステップ 1 と 2 では、すべての漢字にふ
りがなを付けて、漢字が苦手な学習者にも読み
やすくしています。2 ページ、
20 分から始めて、
ステップ 4 に進むころには、4 ページを 25 分
で読めるようになります。グラフや表を読み取

平成 29 年度日本語教育能力検定試験
試験問題 試験Ⅱ（聴解）CD 付

る、文章を順番に並べるなど、読解力を伸ばす

日本国際教育支援協会 編著

難易度を上げ、
本書の学習が終了するころには、

B5 判 150 頁 音声 CD1 枚付き 1,400 円＋税

JLPTN3 の合格点が取れるようになります。

ための様々な種類の問題に取り組み、少しずつ

凡人社 発行
ISBN 978-4-89358-942-2 3 月下旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の平成 29 年 10 月

りゅうがくせいのサバイバルにほんご２
徳本浩子 , 鈴木かおり , 山本裕子 著

22 日（日）に行われた試験問題です。試験問

B5 判 168 頁 2,600 円 + 税

題と正解だけでなく、巻末には参考資料として

早美出版社 発行

実施要項、出題範囲や実施状況のデータも掲載

ISBN 978-4-86042-087-1 好評発売中

されています。試験勉強の手はじめに、また、

サバイバル日本語を効果的に速習したい人、初

受験直前の総まとめや実力試しとしても活用で

級日本語の概要をつかみたい人のための教科

きる、受験者必携の一冊です。

書。留学・研究生活に焦点を当て、日本語ゼロ

何年分かさかのぼって解いてみてはいかがでしょ

で来日した人でも快適に暮らせる実践力を養

うか。平成 26 年度以前の在庫はお問い合わせく

成します。学生に身近な場面を扱った練習と英

ださい。

語による文法解説に加えオンライン音声ファ

平成 28 年度 ISBN 978-4-89358-922-4 在庫あり

イルもあり、自学自習も可能です。簡単なサバ

平成 27 年度 ISBN 978-4-89358-901-9 在庫あり

イバル辞書としても使える語彙・表現リストが

（各 1,400 円 + 税）

付属しています。

初級者の間違いから学ぶ
日本語文法を教えるためのポイント 30

日本語Ｎ３ 文法 ・ 読解まるごとマスター

高嶋幸太 , 関かおる 編著

B5 判 164 頁 1,600 円＋税

A5 判 272 頁 2,200 円＋税

J リサーチ出版 発行

大修館書店 発行

ISBN 978-4-86392-376-8 好評発売中

ISBN 978-4-469-21367-6 好評発売中

毎回の読解トレーニングを通して、文法を復習

日本語学習者が誤用しやすい 30 の文法ポイン

し定着させながら「読む力」を伸ばします。各

トについて、誤用例を提示したうえで「なぜ誤

レッスンで N3 文法の意味や用法を再確認、ま

用されるのか」
、
「どのように教えれば理解され

た、文構造や修飾関係をわかりやすく図解して

るのか」
を解説しています。誤用の原因を探り、

いますので、構文や文の流れを読み解く力を高

効果的な文法指導に活かすための日本語教師

めます。複雑な文も長文も苦にせず、日本語の

向けの参考書です。文法指導ですぐに使える導

文章を読めるようになります。

水谷信子 監修 黒岩しづ可 , 青木幸子 , 高橋尚子 共著

入のアイディアを多数掲載しており、練習問題
実例集・イラスト教材例も付いています。

日本語能力試験問題集
N3 カタカナ語スピードマスター
清水知子 , 大場理恵子 , 渡邉亜子 , 棚橋明美 著
B5 判 148 頁 + 別冊 8 頁 1,200 円＋税
J リサーチ出版 発行
ISBN 978-4-86392-372-0 好評発売中

試験に出る可能性の高い語を中心に N3 〜 N5 レ
ベルのカタカナ語を完全攻略します。まず PART1
で「N5」80 語、PART2 で「N4」130 語 を 復 習、
メインの PART3 ではカテゴリー分けされた「N3」

450 語を効率よく学習、最後に PART4 で本番形
式で総復習します。英・中・韓・ベトナム語の部
分訳と豊富なイラストで学習をサポートします。
言語教育実践

イマ×ココ ［No.5］

B5 判 100 頁 1,200 円＋税

新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ３
ベトナム語版

ココ出版 発行

伊能裕晃 , 本田ゆかり , 来栖里美 , 前坊香菜子 著

ISBN 978-4-904595-94-7 好評発売中

B5 判 146 頁＋別冊 18 頁 1,200 円＋税

本誌は、言語教育における実践の共有をめざす

スリーエーネットワーク 発行

年刊誌です。現場の実践を丸ごと記し・伝え、

ISBN 978-4-88319-765-1 2 月下旬発売

共有することが、実践をより豊かで多様なもの

N3 レベルの語彙分析の集大成。過去問や各種

に変えていくという信念のもとに誕生しまし

言語データベースの分析に基づいて語彙を収

た。巻頭の Agora は、迫田久美子氏と齋藤ひ

録し、練習では出題可能性が高いものを中心に

ろみ氏の寄稿 2 本を収録。さらに 3 つのカテ

取り扱っています。
「場面・話題別」
「品詞・語

ゴリー
（実践のアイディア・リソース、
実践紹介、

の特徴別」の 2 つの視点で学習を進め、文の

実践報告）への投稿原稿とコラムを掲載してい

中で意味と使い方を確認しながら、ことばを理

ます。

解・定着させていく構成のテキストです。

イマ×ココ編集委員会 編

日本語教育学の新潮流 19

留学生の見た漢字の世界

日本語教師の成長

林さと子 , 関麻由美 , 齋藤伸子 著

ライフストーリーからみる教育実践の立場の変化

B5 判 102 頁 1,852 円＋税

飯野令子 著

春風社 発行

A5 判 296 頁 3,600 円＋税

ISBN 978-4-86110-568-5 好評発売中

ココ出版 発行

漢字の学習は日本語学習において乗り越えるの

ISBN 978-4-904595-95-4 好評発売中

が大変だと言われますが、こんなに楽しい方法

国内／外、大学／日本語学校／地域、成人／年

があります！ 実際に留学生たちが描いたイラ

少者……。日本語教師は異なる教育環境の移動

スト作品「漢字マップ」をカラーで紹介しなが

を経験することが多い職業です。本書は、日本

ら、楽しく漢字を身につけるコツを紹介します。

語教師 5 名のライフストーリーを横断的に分

日本語教師だけでなく小学校教師にも参考にな

析し、
「移動」が教師の成長にどう関わるかを

る、ユニークな漢字学習法の理論と実践報告書。

考察。
「教師の成長」の概念を再構築して、今
後の教師養成・研修の方向性を示しています。

第二言語習得研究モノグラフシリーズ 1

名詞句と音声 ・ 音韻の習得
白畑知彦 , 須田孝司 編
A5 判 196 頁 2,600 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-749-5 好評発売中

日本の第二言語習得研究の第一線で活躍する
執筆陣が、最先端の研究成果を紹介するシリー
ズの第一巻です。何がどこまでわかっているの
か、研究の方法論を公開し、今後の研究の方向
性について探ります。この巻では、主に名詞句
の習得、音の習得を中心に構成されています。
ニール・スネイプ／小川睦美／須田孝司／鈴木
孝明／杉浦香織／川崎貴子ほか執筆。

時間の流れと文章の組み立て
林言語学の再解釈

質的研究のための理論入門

庵功雄 , 石黒圭 , 丸山岳彦 編

ポスト実証主義の諸系譜

A5 判 288 頁 6,400 円＋税

プシュカラ・プラサド 著 箕浦康子 監訳

ひつじ書房 発行

A5 判 376 頁 3,800 円＋税

ISBN 978-4-89476-873-4 好評発売中

ナカニシヤ出版 発行

林四郎氏の著作『基本文型の研究』
『文の姿勢

ISBN 978-4-7795-1223-0 好評発売中

の研究』
（ひつじ書房）の復刊を機に編まれた

シンボリック相互作用論からポストコロニア

論文集。林言語学の特徴は「時間の流れの中で

リズムまで、研究の指針となる理論と実践の地

文章の組み立てを考える」という運用面と「言

図を提供！

語教育や言語生活に活かす」という応用的な面

理論的系譜について、その考え方、基本的概念、

にあり、文の生成プロセスそのものを見ようと

豊かで興味深い研究事例、そして批判点につい

する斬新な発想の現代的意義を読み解きます。

ても的確・明快に解説します。

質的研究を生み出すさまざまな

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
● 失敗しない学校選び！養成講座で実力アップ！

［新刊ベスト５］

【日時】 2 月 17 日（土）14:00 〜 15:30（受付開始 13:30）
【定員】 20 名
【講師】 伊東隆作氏、喜多寛史氏
【参加費】無料

１． 平成 29 年度日本留学試験
（第 2 回）試験問題
（凡人社）
２． 必ずできる！

   ※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

JLPT「読解」
（アルク）

３． 新完全マスター単語 日本語
能力試験 N2 重要 2200
（スリーエーネットワーク）
４． 日本語教育に役立つ心理学
入門
（くろしお出版）

営業部からのお知らせ
［イベント情報］
日本語教師塾福岡 Vol.6
in
福岡 ピア・ラーニングの考え方と教室活動のデザイン

展示販売

【講師】 岩田夏穂氏
【日時】 3 月 4 日（日）14:00 〜 17:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP 博多駅前シティセンター カンファレンス 5
（福岡市博多区博多駅前 3-2-1）
【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

１． 絵で導入・絵で練習
２．［新版］ロールプレイで学ぶ
中級から上級への日本語会話

※件名に「日本語教師塾福岡 Vol.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。

日本語サロン研修会＠名古屋
in
愛知 日本語教師に必要なこと：教材作成を中心に

５． 外国人介護職への日本語教
育法
（日経メディカル開発）
［凡人社の書籍ベスト５］

【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

展示販売

【講師】 坂本正氏
【日時】 3 月 17 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 ECC 日本語学院名古屋校 7 階（名古屋市中区金山 1-16-16）
【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】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
「日本語サロン研修会＠名古屋
（3/17）
」
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。

３． 日本語能力試験 公式問題集

N4

４． 平成 28 年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題
５． どんどん使える！日本語文型
トレーニング 中級

NEWS
●平成30年度日本留学試験
（第1回）
願書の販売を開始しました！
今年からオンラインでも申し込みが
できるようになりました。あわせて
ご確認ください。
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/
eju/examinee/procedure/application.html

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
2 月 21 日（水）15:00 ～ 19:00
2 月 28 日（水）15:00 ～ 19:00
3 月    9 日（金）15:00 ～ 18:00

N3

3 月 14 日（水）15 時〜 19 時
3 月 20 日（火）15 時〜 19 時
3 月 29 日（木）15 時〜 19 時

［願書受付期間］
2018年2月13日（火）〜3月9日（金）
［受験票発送日］
2018年5月18日（金）
［試験日］
2018年6月17日（日）
［成績通知日］
2018年7月25日（水）

