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大学入学案内

アジア学生文化協会 編
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学
入
学
案
内

B5 判 450 頁 2,300 円＋税

編
集
・
発
行

株式会社 凡人社

アジア学生文化協会

The Asian Students Cultural Association

発売

アジア学生文化協会 発行 凡人社 発売

公益財団法人

編集・発行

公益財団法人 アジア学生文化協会

私費外国人留学生のための大学入学案内
2019 年度版

日本留学試験のデータも充実
全国●●大学の入試のすべてがわかる
いきたい大学がすぐ探せる “学部・学科インデックス”

ISBN 978-4-89358-951-4 9 月下旬発売予定

日本全国の大学の留学生向け入学試験の情報
を網羅した唯一の書籍です。進学したい大学が
すぐに探せる学部・学科インデックス付き。日
本留学試験に関する情報も充実しています。進

日本語能力試験 20 日で合格

路指導の必需品として国内・国外の日本語教育

国書日本語学校 著

関係者の皆様に好評です。

国書刊行会 発行

B5 判 208 頁 1,300 円＋税

AJALT2018 No.41
特集 日本語はどこへ行くのか

ISBN 978-4-336-06189-8 好評発売中

国際日本語普及協会 編

N2 文字 ・ 語彙 ・ 文法 [ 改訂版 ]

A4 変判 94 頁 800 円＋税

B5 判 168 頁 1,300 円＋税

国際日本語普及協会 発行

ISBN 978-4-336-06301-4 好評発売中

ISBN 978-4-906096-87-9 好評発売中

日本語能力試験「N2」
「N3」に出題が予想さ

巻頭インタビューに池上彰氏をお迎えし、特集

れる「文字・語彙・文法問題」を 20 日分にま

は「日本語はどこへ行くのか」をテーマに組み

とめ、効果的に合格を目指す実践練習問題集で

ました。多様な角度から日本語の今に切り込

す。やや難易度の高い問題なので、試験対策学

み、その未来を考えます。作家、編集者、研究

習の総仕上げに最適です。

者、教師など、日本語のプロが思い描く日本語

※ シ リ ー ズ 3 巻 目 の『N3』 を 刊 行 し、
『N1』

の行く末とは……。人工知能が紡ぐ日本語、敬

もあわせ全 3 冊のシリーズとなりました。

語の氾濫、JK 言葉事情等、さまざまな現状から、

N3 文字 ・ 語彙 ・ 文法

※『N2［改訂版］
』では、
各「問題 9」
（試験では「文

これからの日本語を模索します。

章の文法」に対応）を全面的に改訂しました。

バックナンバーも在庫がありますので、お気軽に

他の部分に変更はありません。

お問い合わせください（凡人社）

テーマ別中級から学ぶ日本語 （三訂版） 準拠

日本語Ｎ２ 文法 ・ 読解まるごとマスター

力を伸ばす練習帳

水谷信子 監修・著

亀田美保 , 柿本仁美 , 高智子 , 惟任将彦 , 佐藤真紀 , 杉山

森本智子 , 黒岩しづ可 , 青木幸子 著

知里 , 立和名房子 , 野口亮子 著

B5 判 184 頁 1,600 円＋税

B5 判 92 頁 + 別冊解答 24 頁 1,000 円＋税

J リサーチ出版 発行

研究社 発行

ISBN 978-4-86392-395-9 好評発売中

ISBN 978-4-327-38479-1 好評発売中

毎回のレッスンの中で N2 の文型を復習し、定

定評ある『テーマ別 中級から学ぶ日本語（三

着させながら読解力を伸ばしていきます。難し

訂版）
』に準拠し、単語→文→段落という段階

い構文や修飾関係も、わかりやすく図解を通し

を踏んで、中級から始めてさらにその先へと進

て理解しながら、
「文を読み解く力」を身につ

む基礎力を養うための副教材です。
『中級』20

けます。さらに丁寧な語句説明、内容理解を問

課に基づき、各課 4 頁で漢字練習、語句使用

う問題を通して、読解力を総合的に高めます。

練習、語から文を作る練習、作文練習で構成し

複雑な文や長文を苦にせず、日本語の文章にど

ました。ほかにまとめの復習問題もあります。

んどん親しめるようになります。

ポイントを解説した別冊解答付きです。
中級
三訂版 準拠

「中級

学ぶ日本語

から

学ぶ日本語

から

」 準拠

立和名房子
野口亮子

亀田美保 ほか

三訂版

亀田美保 高智子
佐藤真紀
柿本仁美 惟任将彦 杉山知里

力 を伸ばす練習帳

力 を伸ばす練習帳

新 にほんご会話トレーニング
小林ひとみ 著
B5 判 116 頁 1,600 円＋税
アスク出版 発行
ISBN 978-4-86639-211-0 好評発売中

本書はコミュニケーション本来の発想に沿っ
たシラバスを採用しており、目的に合わせた会
話練習をすることができます。自然な会話を通
して、実際の日本語の音やリズムに慣れ、シン
クロリーディング (synchronized reading)、シャ
ドーイング (shadowing) の手法を取り入れ、聞
く練習 と 話す練習 ができる教材です。

PRACTICAL KANJI
現代社会を読む 700 漢字 Vol. 1

やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし

国際日本語普及協会 (AJALT) 著

藤田玲子 , 加藤好崇 著

B5 判 272 頁 2,200 円＋税

四六判 212 頁 1,400 円＋税

アスク出版 発行

研究社 発行

ISBN 978-4-86639-207-3 好評発売中

ISBN 978-4-327-44117-3 好評発売中

本書は、
「PRACTICAL KANJI」シリーズ「基

外国人観光客＝英語を話す人、ではありませ

礎 500 漢字」
に続く、
「現代社会を読む 700 漢字」

ん。英語より日本語になじみのある人も多いの

Vol.1、Vol.2 の第 1 巻目です。全 2 巻を通じて、

です。①まずは「やさしい日本語」で話してみ

現代社会に関するさまざまなトピックやニュー

る。②通じなければ「やさしい英語」やジェス

ス記事によく使われる漢字や語彙を学習するこ

チャーも使ってみる。伝わりやすい言葉で、訪

とにより、専門的な情報を読み取れるようにな

日客と積極的にコミュニケーションをはかり、

ります。

楽しくおもてなしする方法を解説します。

日本語類義表現と使い方のポイント

移動とことば

表現意図から考える

川上郁雄 , 三宅和子 , 岩﨑典子 編

市川保子 著

A5 判 304 頁 3,200 円＋税

A5 判 645 頁 2,400 円＋税

くろしお出版 発行

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-87424-774-7 好評発売中

ISBN 978-4-88319-777-4 10 月上旬発売予定

現在、国籍や出自によらない多様な越境が常態

日本語学習者が迷う類義表現の使い分けについ

となっています。そのため、
「移動」という視

て、表現形式や意味の違いだけでなく、
「話し

点を抜きにして、流動的な「ことば」を語るこ

手の表現意図（気持ちや意見、認識をどう表そ

とはできません。本書では、複数言語環境の中

うとするか）
」の観点から示す解説書です。違

で移動する人々にインタビューを行い、ライフ

いを確認して指導に役立てたい先生にはもちろ

ストーリーの語りを聞き、他者との関係性、言

ん、類義表現の違いを改めて整理したい学習者

語経験や記憶を解き明かすことに挑戦します。

の方にも参考書としてご活用いただけます。
第二言語習得研究モノグラフシリーズ 2

語彙 ・ 形態素習得への新展開
白畑知彦 , 須田孝司 編
A5 判 208 頁 2,800 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-772-3 好評発売中

第二言語習得研究の第一線で活躍する執筆陣
による、日本人英語学習者の分析を中心とする
最先端の研究成果を紹介するシリーズの第二
巻です。6 編を収めた本巻では、加算名詞・不
可算名詞の習得、WH 疑問文の習得、文理解
のメカニズム、前置詞の誤り、接辞の習得、完
結性の解釈などが論じられています。

ベトナム人日本語学習者の産出文章に見ら
れる視点の表し方及びその指導法

初級韓国語学習者の学習態度の変容に関
する研究

学習者の 〈気づき〉 を重視する指導法を中心に

齊藤良子 著

レ・カムニュン 著

A5 判 244 頁 6,800 円＋税

A5 判 202 頁 3,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ココ出版 発行

ISBN 978-4-89476-879-6 好評発売中

ISBN 978-4-904595-98-5 好評発売中

日本人初級韓国語学習者が学習を進めていく

本書では、ベトナム人日本語学習者の母語と日

中での学習態度の変化について、学習動機や学

本語の「視点」の表し方を比較し、その違いを

習ビリーフ、学習ストラテジーなどに注目し、

明らかにしています。さらに、
「視点」の習得

統計分析を用いて実証的に明らかにします。ま

と学習者の母語との関係を明らかにしたうえ

た、韓国語に限らず、語学学習全般が学習者に

で、どのように指導すれば「視点」の問題を解

どのような影響を与えるかを考えるにあたり、

決できるか、その指導法を提案します。

有益かつ豊富なデータを提示します。

麹町店ベスト５ （8 月）

営業部からのお知らせ
日本語サロン研修会＠広島
in
広島 これからの地域日本語学習支援は何を目指すか

展示販売

～日本語教育から民主的シティズンシップ教育へ～

【講師】 名嶋義直氏
【日時】 10 月 20 日（土）14:00 〜 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前ミーティングルーム 5B
（広島市南区大須賀町 13-9 ベルヴュオフィス広島）

【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（10/20）
」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 日常会話力がアップする雑談指導のススメ

～良好な人間関係を実現する日本語力を学習者へ～

【講師】 西郷英樹氏
【日時】 10 月 28 日（日）14:00 〜 15:30（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】 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

展示販売

※件名に「日本語サロン研修会＠名古屋（10/28）
」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＠横浜
in
神奈川 『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』
展示販売

【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＠横浜（11/4）
」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。

～課題遂行会話と雑談のやり方を教えよう～
【講師】 清水崇文氏 , 西郷英樹氏
【日時】 11 月 10 日（土）14:30 〜 17:30（受付開始 14:00）
【会場】 博多バスターミナル第 15 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 35 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。当日会場でお支払いください）

２． 日本語能力試験 20 日で合格
N3 文字・語彙・文法
（国書刊行会）
３． 日本語 N2 文法・読解まるご
とマスター
（J リサーチ出版）
４． 改訂版 日本語能力試験 20 日
で合格 N2 文字・語彙・文法
（国書刊行会）
５． ことばでおぼえるやさしい
漢字ワーク初級 1 日本語初
級 1 大地準拠
（スリーエーネットワーク）

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． 平成 28 年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題
４． 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
５． 日本語学習者のための 読解
厳選テーマ 25+10［初中級］

（横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-8SY ビル 7 階）

【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

日本語サロン研修会＠福岡
in
福岡 日常会話力がグーンとアップする教室指導のススメ

１． 日本語を教えよう！ 2019
（イカロス出版）

［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）

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 , 渡辺響子氏
【日時】 11 月 4 日（日）13:30 〜 16:30（受付開始 13:00）
【会場】 TKP 横浜ビジネスセンター／カンファレンスルーム 7A

［新刊ベスト５］

展示販売

【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＠福岡（11/10）
」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。

（第
５． 平成 30 年度 日本留学試験
1 回）試験問題

NEWS
● 2018 年第 2 回
日本語能力試験
申し込み締め切り迫る！！
［出 願］2018 年 8 月 27日（月）

～ 2018 年 9 月 26日（水）
［試験日］2018 年 12 月 2 日（日）
＊郵送で申し込む場合、早めに受験
案内を入手してください。
＊申し込みの詳細は、主催者ウェブ
サイトをご覧ください。
http://info.jees-jlpt.jp/

