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語彙ドン！　vol.1　大学で学ぶためのことば

石澤徹 , 岩下真澄 , 伊志嶺安博 , 桜木ともみ , 松下達彦 著

A5 判　232 頁＋別冊 16 頁　1,500 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-759-4　好評発売中

大学や専門学校で講義を受けるために必要な
語彙を、効率よく学習する画期的な語彙教材。
どんな専門分野でも役立つことばを日本語学
術共通語彙より 600語、本書 vol.1で身につけ
ます。豊富な例文やゲーム感覚でできるアク
ティビティ、読解を通し、繰り返し学習する
ことで着実に身につけるスタイル。初級終了
後、大学で本格的に学ぶ学習者、また、新聞や
ニュースを理解したい学習者に最適です。

日本語プロフィシェンシー研究　第 6 号

日本語プロフィシェンシー研究会ジャーナル編集委員会 編

B5 判　120 頁　2,000 円＋税

凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-948-4　6 月下旬発売予定

日本語における「プロフィシェンシー」をキー
ワードとして、日本語教育におけるさまざまな
テーマについて、わいわいがやがやと気楽に議
論し、学び合っていけるような研究会を目指す
「日本語プロフィシェンシー研究学会（JALP）」。
本学会が年 1 回発行する研究誌の最新号です。
本号には、鎌田修氏、嶋田和子氏、森篤嗣氏に
よる 3本の寄稿論文、木下謙朗氏、大隅紀子
氏・堀恵子氏による 2本の研究論文が掲載さ
れています。また、「JALP　これまでのあゆ
み」のほか、「第 3回例会春合宿　研究発表要旨」
も掲載されています。

 研究論文は、「形容表現におけるプロフィシェン

シー： 韓国語母語話者の縦断データに基づいて」

と「上・超級話者の発話を引き出すための談話展

開と効果的な質問」の 2 本です。
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定価：  本体 2,000 円  +税

【寄稿論文】

新生日本語プロフィシェンシー研究学会　―その成り立ちと今後に寄せる期待― …………………………………………… 鎌田修

アブディン氏との OPI を通して学んだこと    ―見えるからこそ見えていない「大切なこと」― ………………………… 嶋田和子

日本語能力の評価と測定　―作文におけるパフォーマンス評価と質的評価・量的測定を例に― …………………………… 森篤嗣

【研究論文】

形容表現におけるプロフィシェンシー　―韓国語母語話者の縦断データに基づいて― …………………………………… 木下謙朗

上・超級話者の発話を引き出すための談話展開と効果的な質問 …………………………………………………… 大隅紀子・堀恵子

【JALP  これまでのあゆみ】 …………………………………… 鎌田修・藤川多津子・岡田達也・服部和子・嶋田和子・和泉元千春

【2017 年度日本語プロフィシェンシー研究学会第 3 回例会　春合宿（京都嵐山「花のいえ」）　研究発表要旨】

　　 ………………………………………………… 富岡史子・長谷川由香・東健太郎・舟橋宏代・渡辺祥子

これなら書ける！　文章表現の基礎の基礎

山本裕子 , 本間妙 , 中林律子 著

B5 判　82 頁　1,200 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-97-8　好評発売中

何を書いたらいいのかわからない／どこから書
きはじめたらいいのかわからない／書きたいこ
とがない／文章を書くのは苦手／嫌いじゃない
けどうまく書けない……。そんな学生さんたち
のために、このテキストは作られました。例を
見ながら、5つのステップを踏んで書き進めるこ
とで、だれでもわかりやすい文章が書けるよう
になります。WEBサイトで、留学生用語彙リス
ト（英語、中国語、ベトナム語対訳付）を公開中。

e-mail : info@bonjinsha.co.jp    ウェブサイト http://www.bonjinsha.com/



新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ４

田代ひとみ , 宮田聖子 , 荒巻朋子 , 坂本まり子 著

B5 判　108 頁＋別冊 26 頁　1,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-764-4　好評発売中

「指示詞が指すものはどの語か」「省略されてい
る主語はなにか」「連体修飾句はどこからどこ
までか」など文章を図解してわかりやすく示
すとともに、選択肢 4つの正誤について英語、
ベトナム語で丁寧に解説します。試験対策には
もちろん、中級へのスムーズな移行に備える読
解教材として最適です。

にほんごでよむ　熊本

にほんごでよむ熊本をつくる会 著　

A5 判　6 冊セット　計 104 頁　1,400 円＋税

仙台国際日本語学校 発行

ISBN 978-4-9907465-8-2　好評発売中

「にほんごでよむ」シリーズ第 3弾。熊本を題
材にした読み物集で、熊本に縁のある先生方が
執筆しました。「熊本」「阿蘇」「熊本弁」「地震
を知るQ&A くまもとVer」「太平燕」「熊本城」
の 6つの分冊が 1セットになっています。レ
ベルは N2～ N4ぐらいです。日本語学習者向
けですが、写真やイラストも豊富で、小学生に
もおすすめです。多読に最適。総ルビ。

日本語能力試験　Ｎ３直前対策

ドリル＆模試　文字 ・ 語彙 ・ 文法

森本智子 , 高橋尚子 , 黒岩しづ可 共著

B5 判　128 頁＋別冊 16 頁　1,200 円＋税

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-389-8　好評発売中

短期集中で一気に合格に近づく、直前対策に最
適の本です。実戦形式のドリル15回分（PART1）
と、本試験とまったく同じ形式・分量の模試３
回分（PART2）で確実に実力がアップします。
重要項目の整理・補強ができる「テーマ別ミニ
特訓講座」は苦手対策に効果的です。別冊の解
答・解説も丁寧で、学習効果を高めます。課題達成のプロセスで学ぶ

ビジネスコミュニケーション ［改訂新版］

近藤彩 , 品田潤子 , 金孝卿 , 内海美也子 著

B5 判　114 頁　2,400 円＋税

ココ出版 発行

ISBN  978-4-86676-001-8　好評発売中

単に日本語を学ぶだけでなく、ビジネスの現
場で必要とされる能力（問題発見解決能力や
課題達成能力、異文化調整能力）の育成を視
野に入れた「ビジネスコミュニケーション」
のテキストです。Can-do statementsを取り入
れているので、何ができるようになったかが
一目瞭然。外国人だけでなく、日本語を使っ
て仕事をする／したいすべての人に役に立つ
内容となっています。

中級レベル　ロールプレイで学ぶ

ビジネス日本語　就活から入社まで

村野節子 , 山辺真理子 , 向山陽子 著

B5 判　103 頁＋別冊 11 頁　1,700 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-770-5　好評発売中

前半には「自己 PR文を書く」「志望理由を書く」
といった履歴書の作成に関するタスクや、面接
のロールプレイなど就職活動に備える練習を
収録。後半部には「電話を取り次ぐ」「伝言を
受ける」「報告書を書く」など入社後の場面の
練習を取り入れました。「就活から入社直後ま
で」の流れがわかるように作られた、中級～中
上級レベル対象のビジネス教材です。



外国語としての日本語とその教授法

言語への気づきを重視して

石橋玲子 著

A5 判　250 頁　2,500 円＋税

風間書房 発行

ISBN 978-4-7599-2229-5　好評発売中

本書は、日本語が自由に使用できる日本語母語
話者からみたいわゆる学校文法から日本語を捉
えるのではなく、外国語として学ぶ学習者の立
場から日本語の仕組みおよび日本人社会での実
際の使用について、日本語母語話者の気づきを
深め、指導に役立ててもらうことを目的として
います。日本語を再評価してほしい一書です。

日本語で外国人と話す技術

高嶋幸太 著

四六判　184 頁　1,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-770-9　好評発売中

訪日外国人が増える昨今、英語ではなく「日本
語で声をかける」ことを提案します。日本語が
少し話せる外国人に、どのような日本語を使え
ば理解してもらえるのでしょうか。また、楽し
く交流するためのコミュニケーションのポイ
ントは？　道案内、コンビニ、職場など具体的
な 25の場面例を通して、そのコツを学びます。

新 ・ 日本語教育のためのコーパス調査入門

李在鎬 , 石川慎一郎 , 砂川有里子 著

A5 判　304 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-771-6　7 月上旬発売予定

好評を博した『日本語教育のためのコーパス調
査入門』（2012年）が装いも新たに登場します。
前作の内容を大幅に改訂するとともに、コーパ
スを利用した日本語教育研究の研究事例を幅
広く掲載しました。さらに、研究をどのように
企画し、論文にどんな情報をどう盛り込むべき
かをわかりやすく示しました。

用法基盤モデルから辿る第一 ・ 第二言語の

習得段階

スロット付きスキーマ合成仮説が示す日本語の文法

橋本ゆかり 著

A5 判　196 頁　6,000 円＋税

風間書房 発行

ISBN 978-4-7599-2207-3　好評発売中

認知言語学の用法基盤モデルを援用し、日本語の
習得がどのように進んでいくのかを解説してい
ます。具体的には文法カテゴリーごと（否定形式
や願望形式など）の研究において「スロット付き
スキーマ合成仮説」の妥当性の検討と習得段階の
違いを示し、年少者教育にも言及します。

学びのエクササイズ　子どもの発達とことば

伊藤崇 著

A5 判　160 頁　1,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-855-0　好評発売中

言語学や言語教育研究では、子どもの発達とこ
とばの学習について視野の外においてきまし
た。子どもがことばを学習する時に何が起こる
のか、何に注目するのがいいのか。言語社会
化の議論や多言語使用の中での発達や言語イ
デオロギーなどについても踏まえ概説。言語と
は、社会に参加するための道具であると同時に
私たち自身の社会を作るための道具です。

新装版　朝倉日本語講座　1 ～ 10

北原保雄 監修

A5 判　256 ～ 320 頁　各 3,400 円＋税

朝倉書店 発行　好評発売中

好評を博したシリーズ（2002～ 2005年刊）
の待望の再刊です。学界の第一線で活躍してい
る執筆陣により高い水準の研究内容がまとめら
れていますが、平易に書かれ日本語に関心のあ
る多くの人の期待に応えられるものになってい
ます。1.世界の中の日本語　2.文字・書記　
3.音声・音韻　4.語彙・意味　5.文法Ｉ　6.文
法 II　7.文章・談話　8.敬語　9.言語行動　
10.方言



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． できる日本語 中級
 ことば・表現ワークブック

（凡人社）
２． しごとの日本語 FOR
  BEGINNERS　会話編

（アルク）
３． 日本語教師のためのCLIL（内

容言語統合型学習）入門
（凡人社）

４． いちばんやさしい　日本語教
育入門

 （アスク出版）
５． 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

 （凡人社）

 麹町店ベスト５（５月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
N3

２． 平成 29年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

３． 日本語能力試験　公式問題集
N1

４． 絵で導入・絵で練習
５． 平成 29年度　日本留学試験
（第 2回）試験問題

 NEWS　 
●	平成 30年度
	 日本語教育能力検定試験

［試験日］  2018 年 10 月 28 日（日）
［出　願］  2018 年 6 月 18日（月）
  ～ 2018 年 8 月 6日（月）
  （当日消印有効）

＊ 詳細は、主催者ウェブサイトをご覧
 ください。http://www.jees.or.jp

＊ 『 受験案内（出願書類
 付き）』（400 円税込）
 を販売します。

 試験勉強のスタート、
 総仕上げには、過去
 問題集を！

大阪事務所からのお知らせ　
●	日本語サロン研修会＠大阪
	 『つなぐにほんご	初級』ワークショップ　～１パートまるごと体験～
【講師】  辻和子氏
【日時】 7月 7日（土）13:00～ 15:30 （受付開始 12:30）
【会場】 凡人社大阪事務所（大阪市中央区久太郎町 4-2-10 大西ビルディング 1階）
【定員】 25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
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: mueda@bonjinsha.co.jp（担当：上田）

 ※件名に「日本語サロン研修会＠大阪（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。

展示販売

in
福岡				日本語サロン研修会＠福岡		
【日時】 6月 30日（土）［午前の部］／［午後の部］
【会場】 ヒューマンアカデミー福岡校（福岡市中央区天神 1-10-13 天神MMT ビル 8 階）

【参加費】無料
【主催】凡人社　　【協力】ヒューマンアカデミー福岡校
	 ―午前の部―
　共通言語としてのやさしい日本語
　多文化共生とツーリズム　～やさしい日本語を使って～
【時間】 10:30～ 13:00（受付開始 10:00）
【講師】  溝部エリ子氏　　
【定員】 25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＠福岡（6/30）午前」と入れて、本文に
 　お名前（ふりがな）・ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

	 ―午後の部―
　ワンランク上の日本語授業のために！
	 「初級」授業を考える　～初級テキストを有効的に使う～
【時間】 14:00～ 16:30（受付開始 13:30）
【講師】  溝部エリ子氏　　
【定員】 25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＠福岡（6/30）午後」と入れて、本文に
 　お名前（ふりがな）・ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

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

in
広島

	 日本語サロン研修会＠広島	
	 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
【日時】 7月 7日（土）14:00～ 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 広島オフィスセンター 4階 第 12会議室（広島市南区東荒神町 3-35）
【定員】 20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＠広島（7/7）」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


