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〈日本語教師のための〉

日常会話力がグーンとアップする

「雑談指導」 のススメ

西郷英樹 , 清水崇文 著

B5 判　152 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-944-6　5 月中旬発売予定

現在の日本語教育の主流である「課題遂行会
話」の指導に対して、雑談指導は対人関係調整
の側面を重視した「語用論的指導」です。学習
者が良好な社会的関係を構築・維持する「雑談
力」を身につけるために、どんな指導ができる
か提案します。日本語学習者の QOLの向上に
つながる雑談力――。注目の一冊です。

できる日本語 中級

ことば ・ 表現ワークブック

嶋田和子 監修　できる日本語教材開発プロジェクト 著

B5 判　194 頁＋別冊 8 頁　1,600 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-87424-947-7　好評発売中

プロフィシェンシーの育成に主眼を置いた『で
きる日本語』シリーズの新たな一冊です。さ
まざまな場面でのやりとり、ポスターやパン
フレット、新聞や雑誌などの読み物、インタ
ビューや専門家の解説などをとおして中級レ
ベルの「ことば・表現」が効果的に学習できます。
各課は話題や場面で構成されており、ほかの教
材を使用している方にもおすすめです。

日本語教師のための

CLIL （内容言語統合型学習） 入門

奥野由紀子 編著 

小林明子 , 佐藤礼子 , 元田静 , 渡部倫子 著

A5 判　168 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-945-5　5 月中旬発売予定

特定の内容（教科やテーマ、トピック）を、目
標言語を通して学ぶことにより、内容と言語
の両方を身につけることをめざす CLIL。その
CLILの基本理念と CLILのコースや授業の組
み立て方やポイント、具体的な実践方法や評価
方法についてまとめた一冊。第二言語としての
日本語の習得研究、第二言語習得に関わる学習
者要因や認知プロセス、教育心理学、言語評価
を専門とする著者がわかりやすく解説します。
実際の授業の様子の写真やイラスト、学習者の
産出物、学習者の声も掲載。CLIL日本語教育
を通じて、何のために日本語を教えているの
か、地球市民として何ができるのかを考えてみ
ませんか？
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伸ばす！　就活能力 ・ ビジネス日本語力

日本で働くための 「４つの能力」 養成ワークブック

学校法人長沼スクール 東京日本語学校 編

小島美智子 監修

植木香 , 木下由紀子 , 藤井美音子 著

B5 判　212 頁　1,800 円＋税

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-06222-2　好評発売中

実際に日本企業に就職した人多数！　日系企
業や日本で働くための「4つの能力（就活能力・
社会文化能力・社会人基礎力・仕事の日本語力）」
を育てるワークブック。この一冊で、就職活動
に必要なスキルと、ビジネス日本語の基礎が学
べ、異文化理解力やコミュニケーション能力も
育成できます。「指導者用手引き」（出版社ホー
ムページから申請）も用意しています。

しごとの日本語 FOR BEGINNERS 

会話編

清ルミ 著

B5 判　180 頁＋別冊 16 頁　2,400 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3073-0　好評発売中

はじめは「どうも」「どうぞ」の練習から！　
文法説明は最小限。ビジネスパーソンにとって
必要なシーンの会話を厳選し、短時間で日本
語でのコミュニケーションスキルを身に付けま
す。全編、英語・中国語での説明とローマ字表
記付きなので、ひらがな・カタカナが読めなく
てもＯＫ。音声ダウンロードサービス付き。

関西弁事典

真田信治 監修

A5 判　516 頁　6,200 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-848-2　好評発売中

これ一冊で関西弁のすべてがわかる、関西弁に
ついての初の本格的な事典。関西弁の歴史、地
理、施策など 9つのジャンルごとに、詳細か
つ平易に解説しています。多彩な項目立てで読
み物としても面白く、「関西弁の語句」「関西弁
関連文献一覧」など資料も充実しています。知
りたいことがすぐにわかる関西弁本の決定版。

いちばんやさしい日本語教育入門

今井新悟 著

A5 判　294 頁　2,000 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-191-5　好評発売中

簡単な語彙・表現で解説しており、専門用語はル
ビ付きですので、非母語話者にも学習しやすい内
容です。日本語教育の現場で使える知識を優先し、
その先の知識は最小限に絞りました。また、章ご
との確認問題で、理解度をチェックすることが
できます。動画や PDFなど、WEBで無料公開
されている資料にQRコードでリンクしており、
楽しく知識を深めることができます。

留学生のための時代を読み解く上級日本語

第 3 版

宮原彬 編著

B5 判　284 頁　2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-772-9　6 月下旬発売予定

「日本社会の実情」を描き出す読み物を収録し
た上級総合教材。「第 3版」刊行にあたり、14
のトピックを刷新。「AI」や「ビッグデータ」
の活用に関連する読み物も加わりました。各
テーマについて、学習者の母国の状況と関連 
させながら、書く練習、話す練習を通じて、「上
級に相応しい日本語力」を磨きます。



第二言語習得の普遍性と個別性

学習メカニズム ・ 個人差から教授法へ

小柳かおる , 向山陽子 著

A5 判　296 頁　3,700 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-762-4　好評発売中

第二言語習得（SLA）の認知的なメカニズムに
はさまざまな個人差が絡み合っています。日本
語学習者は臨界期を過ぎた年齢で学習を始め
る方が多いのですが、このような大人の SLA
で特に重要とされるのが言語適性と動機づけ
です。この 2つの個人差要因を中心に、先行
研究の理論や研究成果を検討していきます。

認知言語学とは何か　あの先生に聞いてみよう

高橋英光 , 野村益寛 , 森雄一 編

A5 判　252 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-769-3　好評発売中

認知言語学の入門書はたくさんありますが「な
ぜこんなことを問題にするのか」といった、認
知言語学の本質的な問いに答える本はあまり
ありません。認知言語学の基本をひと通り勉強
した人なら誰もが抱くような 11の疑問につい
て適任の認知言語学者が自身の考えを述べて
いきます。認知言語学の名著 10選も紹介。

新版　複合動詞の構造と意味用法

姫野昌子 著

A5 判　272 頁　3,000 円＋税

研究社 発行

ISBN 978-4-327-38478-4　好評発売中

複合動詞研究の第一人者が手がけた、1999年
ひつじ書房より刊行の基本図書を新装復刊。
「『家に駆け込む』とは言えるのに、なぜ『家に
歩き込む』とは言えないのか？」という留学生
の鋭い問いから始まった、10年以上におよぶ
研究考察の集成です。動詞が連なることで新た
な意味をもつ複合動詞の仕組みと用法を、豊富
な事例の比較と分類によって解き明かします。

ことばのインテリジェンス

トリックとレトリック

沖田知子 , 堀田知子 , 稲木昭子 著

A5 判　244 頁　2,900 円＋税

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-1825-1　好評発売中

意味論・語用論・文体論などの総合的観点から、
ことばや情報のデザイン、さらにそれらを読み
解くことばのインテリジェンスを論じます。こ
とばや構図の選び方にも使い手の裁量や思惑
が含まれます。メタ語用論的意識からどのよう
にトリックやレトレックを見極めるかを考え、
ことばのおもしろさに踏み込んでいきます。

大学における多文化体験学習への挑戦

国内と海外を結ぶ体験的学びの可視化を支援する

村田晶子 編著

A5 判　240 頁　2,900 円＋税

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-7795-1279-7　好評発売中

多様性を理解し、体験し、協働し、学ぶための
一冊！　海外留学や多様な留学生とともに学
び合う教育プログラム（多文化共修）等の異文
化体験や、多様な背景をもつ人々との交流を
「多文化体験学習」という共通の枠組みで捉え、
そのために有効な教育デザインと学びの意義
を多様な実践から分析します。

学習設計マニュアル

「おとな」 になるためのインストラクショナルデザイン

鈴木克明 , 美馬のゆり 編著

A5 判　248 頁　2,200 円＋税

北大路書房 発行

ISBN 978-4-7628-3013-6　好評発売中

自らの学びを、効果的で効率的で魅力的にデザ
インし、「学」んで「問」える「おとな」へと
導く 19の方略を提供。明確な学習目標、具体
的でわかりやすい事例、理解を深めるための練
習問題とフィードバックを配置。「学び方」を
デザインできるようになることを目指します。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 日本語学習者のための　読
解厳選テーマ 25+10［初中級］

（凡人社）
２． 伸ばす！　就活能力・ビジ

ネス日本語力
（国書刊行会）

３． おひさま　［はじめのいっぽ］
子どものための日本語

（くろしお出版）
４． 日本語の習得を支援するカリ

キュラムの考え方
 （くろしお出版）
５． 大学初年次における日本語

教育の実践
 （ナカニシヤ出版）

 麹町店ベスト５（４月）

１． 平成 29年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

２． 日本語能力試験　公式問題集
N5

３． 日本語能力試験　公式問題集
N3

３． 平成 28年度 日本語教育能力
検定試験 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。

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
●	日本語サロン研修会＠麹町店
　就職活動能力・ビジネス日本語能力の伸ばし方を考える　
　～『伸ばす！就活能力・ビジネス日本語力』を用いた授業の紹介
【講師】 植木香氏、木下由紀子氏 
【日時】 6月 2日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【定員】 20名
【参加費】無料
【主催】凡人社　
【共催】国書刊行会
【お申し込み・お問い合わせ】 
　　　  E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp　（担当：凡人社麹町店）
 ※件名に「6/2麹町店イベント」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＠麹町店
　iPad	を使った電子教材体験会　
　～いつもの授業にもう一工夫加えてみる！
【講師】 立部文崇氏、久我瞳氏 
【日時】 6月 16日（土）14:00～ 16:00 （受付開始 13:30）
【定員】 20名
【参加費】無料
【主催】凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】 
　　　  E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp　（担当：凡人社麹町店）
 ※件名に「6/16麹町店イベント」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
高知				 in愛媛 	日本語サロン研修会＠高知／＠愛媛			 日本語教師のためのアクティブ・ラーニング　	
	 　　		～地域でも日本語学校でも活性化する授業を作ろう！～	
【講師】  横溝紳一郎氏　　
【参加費】各 1,000 円（税込）
【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）
―高知―
【日時】 6月 9日（土）13:30～ 15:30（受付開始 13:00）
【会場】 セミナールーム COMMUBA コミュバ  （高知市帯屋町2-2-14 OKAMURA 帯屋町ビル5 階）

【定員】 30名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
 ※メールの件名に「日本語サロン研修会＠高知（6/9）」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。 

―愛媛―
【日時】 6月 10日（日）13:30～ 15:30（受付開始 13:00）
【会場】 Progresso eventroom（プログレッソパーク）（松山市湊町 4-3-10）
【定員】 40名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）

 ※メールの件名に「日本語サロン研修会＠愛媛（6/10）」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。

※ほかにもたくさんのイベントを企画しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
　http://www.bonjinsha.com/wp/event

展示販売

営業部からのお知らせ


