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おひさま ［はじめのいっぽ］
子どものための日本語
山本絵美 , 上野淳子 , 米良好恵 著 くろしお出版 編
A4 判 200 頁 2,000 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-757-0 好評発売中

複数の言語や文化に囲まれて成長するマルチ
リンガルの子どものための日本語学習教材で
す。3・4 歳〜小学校低学年を対象としています。
〈日本語教師のための〉

子どもの心を捉えるイラストや写真、多彩なト

日常会話力がグーンとアップする
「雑談指導」 のススメ

ピックや楽しい活動を通して言語の体験・知識

西郷英樹 , 清水崇文 著

むことを目的としています。補習授業校、日本

B5 判 152 頁 1,800 円＋税

人幼稚園などの教育機関だけでなく、ご家庭で

凡人社 発行

もおうちの方と一緒に楽しく学べます。

を豊かにすると共に、感受性や知的好奇心を育

ISBN 978-4-89358-944-6 5 月中旬発売予定

『雑談の正体』
（清水崇文著）をお読みくださっ
たみなさま、お待たせしました！

本書では、

日本人がよく使う オノマトペ 基本表現 180
清ルミ 著

日本語学習者の雑談の環境と問題点を明らか

A5 判 216 頁 CD・音声ダウンロード付き

にしたうえで、雑談用の言語形式とストラテ

1,600 円＋税

ジーを中心に取り上げ、
「雑談力」アップの手

Ｊリサーチ出版 発行

助けをする方法について考えます。現在主流と

ISBN 978-4-86392-387-4 5 月中旬発売予定

なっている「課題遂行会話」の指導に対して、

言いたいことのニュアンスを的確に表すオノ

雑談指導は対人関係調整の側面を重視した「語

マトペは、会話に不可欠です。医療・スポーツ・

用論的指導」です。学習者が良好な社会的関係

ビジネスなど、多くの分野で積極的に活用され

を構築・維持する
「雑談力」
を身につけるために、

ています。本書は数千以上あるオノマトペから

どんな指導ができるか提案します。

基本の 180 語を厳選、
大小のグループに整理し、

指導の前に、
「雑談」とは何か考えてみませんか？

イラストを交え、一語ずつわかりやすく解説し

既刊『雑談の正体』
、おススメです。

ます。付属の音声も便利です。

大学初年次における日本語教育の実践

日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方

大学における学習支援への挑戦 3

畑佐由紀子 著

仲道雅輝 , 山下由美子 , 湯川治敏 , 小松川 浩 編

A5 判 240 頁 2,000 円＋税

A5 判 104 頁 2,300 円＋税

くろしお出版 発行

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-87424-758-7 好評発売中

ISBN 978-4-7795-1250-6 好評発売中

言語習得の基礎、
コミュニケーション能力、
コー

初年次教育としての日本語教育の実践集！

ス・デザインから評価まで、日本語教育プログ

初年次教育に日本語教育を取り入れるために

ラムにおけるカリキュラム開発を総合的に捉

必要な全学的普及推進、科目運営、体制、実施

え、精細に整理した一冊です。米国で 20 年以

方法などを紹介。共通基盤的な教育内容に関す

上外国語としての日本語指導に携わってきた著

るモデルシラバス・教材・到達度テストを ICT

者が、日本語教育プログラムを構築、運営、改

活用で共有、かつ大学間で教育方法を共有しな

善するために必要とされる理論や概念を、カリ

がら、質の高い教育プログラムを展開する大学

キュラム開発の流れに沿って紹介します。

連携からの貴重な報告です。

「日本語らしさ」 の文法
近藤安月子 著
A5 判 288 頁 2,800 円＋税
研究社 発行
ISBN 978-4-327-38477-7 好評発売中

「日本語らしさ」が成立するしくみを、現在ま
での代表的な業績を踏まえて、長年の日本語教
育の経験も交えながら明快に解き明かす意欲
的な日本語文法論です。語順・語構成・主題と
説明・事態把握という４つの観点から日本語文
法の全体像を、＜共同注意＞と＜見え＞という
新たな視点を導入して解明しています。

外国語を話せるようになるしくみ
シャドーイングが言語習得を促進するメカニズム

新しい言語学

門田修平 著

心理と社会から見る人間の学 （放送大学教材）

新書判 192 頁 1,000 円＋税

滝浦真人 著

SB クリエイティブ 発行

A5 判 248 頁 2,700 円＋税

ISBN 978-4-7973-9532-7 5 月中旬発売予定

放送大学教育振興会 発行

外国語習得、とくにスピーキング能力の習得を

ISBN 978-4-595-31860-3 好評発売中

成功に導く 4 つの要素があります。
「インプッ

言語学の中でも比較的最近発展してきた領域

ト処理」
「プラクティス」
「アウトプット産出」

と方法論を取り上げて解説した書。言語に対し

「モニタリング」です。そして、これら 4 つの

て心理や社会の観点からアプローチする「認知

要素を支え、学習を促進するのが「シャドーイ

言語学」
「言語習得論」
「語用論」
「談話分析」
「社

ング」です。徒労に終わることが多い外国語学

会言語学」に着目し解説します。その上で、
「新

習。本書は、効果的なシャドーイングの理論と

しい言語学」の成果を俯瞰し、理論やトピック

実践を、科学的に提供します。

から見えてくるものを再確認します。

移民政策のフロンティア

認知文法論 １

日本の歩みと課題を問い直す

西村義樹 著

移民政策学会設立 10 周年記念論集刊行委員会 編

A5 判 286 頁 2,400 円＋税

A5 判 296 頁 2,500 円＋税

大修館書店 発行

明石書店 発行

ISBN 978-4-469-21284-6 好評発売中

ISBN 978-4-7503-4652-6 好評発売中

認知言語学を体系的に解説した好評のシリー

外国人居住者数・外国人労働者数がともに過去

ズ。認知意味論とならび認知言語学の中核とな

最高を更新しつづけているなかでも、日本には

る理論 認知文法論 の基本図書で、記号の自

移民に対する包括的な政策理念が存在してい

律性を前提としたこれまでの言語学の壁を越

ません。移民政策学会設立 10 周年を記念して

え、人がもっている創造的な認知能力から日常

編まれた本書では、第一線の研究者らが日本に

の文法を根本的に問いなおしています。本書で

おける移民政策の展開、外国人との共生につい

シリーズ完結です。

（シリーズ認知言語学入門）

て多面的、網羅的に問いなおしています。

動詞の意味を分解する
様態 ・ 結果 ・ 状態の語彙意味論
出水孝典 著
B6 判 209 頁 2,000 円＋税
開拓社 発行
ISBN 978-4-7589-2571-6 好評発売中

Beth Levin と Malka Rappaport Hovav は、 様
態動詞、結果動詞といった動詞の意味に関し
て、事象スキーマに基づく意味表示を用いた動
詞の語彙意味論を提唱しました。この理論につ
いて、筆者自身の考えによる修正も加えつつ、
予備知識のない読者にも理解しやすいよう平
易に解説しました。

質的テキスト分析法

意味解釈の中のモダリティ （上） ／ （下）

基本原理 ・ 分析技法 ・ ソフトウェア

澤田治美 著

ウド・クカーツ 著 佐藤郁哉 訳

（上） 四六判 208 頁 2,000 円＋税

A5 判 288 頁 2,900 円＋税

ISBN 978-4-7589-2572-3 好評発売中

新曜社 発行

（下） 四六判 232 頁 2,000 円＋税

ISBN 978-4-7885-1560-4 好評発売中

ISBN 978-4-7589-2573-0 好評発売中

文字テキストを中心とする質的データ（インタ

開拓社 発行

ビュー記録、フィールドノーツ等）を分析し、

発話や文の意味を解釈する際に、モダリティが

論文にまとめていく際の手順をステップ・バ

どのように関わっているかについて、
上下 2 巻、

イ・ステップで具体的に解説。さらに、それら

全 14 章にわたって考察しました。個々のこと

のテクニックの前提となる基本的な発想につ

ば（特に、法助動詞）に含まれる、より深い意

いても理論的背景から説き起こします。質的研

味を豊富な実例に基づいて明らかにしていき

究を志す全ての人々にとっての必読書です！

ます。

麹町店ベスト５ （３月）

営業部からのお知らせ

［新刊ベスト５］

［イベント情報］
日本語サロン研修会＠札幌
in
北海道 民主的シティズンシップ教育をどう日本語教育に生かすか
～ドイツ，小学校教育の見学から～

【講師】 名嶋義直氏
展示販売
【日時】 5 月 12 日（土）13:30 〜 16:00（受付開始 13:00）
【会場】 ダイス会議室（札幌市北区北 7 条西 4 丁目 4-3 札幌クレストビル 7 階）
【定員】 15 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】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＠札幌（5/12）
」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。

日本語サロン研修会＠札幌
in
北海道 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】 5 月 13 日（日）13:30 〜 15:30（受付開始 13:00）
【会場】 TKP 札幌カンファレンスセンター／カンファレンスセンター 7A

展示販売

【定員】 50 名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】北海道日本語教育ネットワーク会員：無料／一般：500 円
【主催】凡人社

２． 日本語教育能力検定試験
分野別用語集
（翔泳社）
３． 新完全マスター聴解 日本語
能力試験Ｎ 4
（スリーエーネットワーク）
４． 留学生のための就職内定ワー
クブック
（日本能率協会マネジメン
トセンター）
５． 外国人看護・介護人材とサ
スティナビリティ
（くろしお出版）

［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）

※件名に「日本語サロン研修会＠札幌（5/13）
」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＠大阪
in
大阪 真の日本語能力が身につく授業の作り方

１． 平成 29 年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題
２． 絵で導入・絵で練習
３． 日本語能力試験 公式問題集

～『コミュニケーション力と言語的知識の融合をめざして～

【講師】 嶋田和子氏
【日時】 5 月 20 日（日）10:00 〜 12:00（受付開始 9:30）
【会場】 TKP 大阪本町カンファレンスセンター／カンファレンス 3C

１． コミュニケーション能力を
伸ばす授業づくり
（スリーエーネットワーク）

展示販売

【定員】 50 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】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＠大阪（5/20）午前」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。

凡人社教材説明会＠大阪
in
大阪 『できる日本語 中級』と『できる中級 ことば・表現ワークブック』

の効果的な使い方 ～タスク先行型教材で、4 技能をしっかり磨こう！～
【講師】 嶋田和子氏
【日時】 5 月 20 日（日）13:30 〜 16:00（受付開始 13:00）
展示販売
【会場】 TKP 大阪本町カンファレンスセンター／カンファレンス 3C
【定員】 50 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】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「凡人社教材説明会＠大阪（5/20）午後」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。

N2

３． 平成 29 年度 日本留学試験
（第 2 回）試験問題
５． 日本語能力試験 公式問題集

N4

NEWS
● 2018 年度
日本語教育学会春季大会
［開催日］5 月 26日（土）
・27 日（日）
［場所］東京外国語大学 府中キャンパス
＊会員でなくても、講演やシンポ
ジウム研究発表を聞くことができ
ます（有料）。詳細は、主催者ウェ
ブサイトをご覧ください。

http://www.nkg.or.jp/jissensha/
taikai

＊会場では書籍の展示販売をいた
します。ぜひお越しください。

