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第二言語としての日本語の習得研究 Vol.21
第二言語習得研究会 編
B5 判 186 頁 1,500 円＋税
凡人社 発売
商品コード 900252 好評発売中

第二言語習得研究会が年に 1 回発行している
研究誌の最新号。一般研究論文 3 本のほか、
事例研究論文、展望論文、書評論文、寄稿、誌
上講座がそれぞれ 1 本掲載されています。巻
末には、博士論文・修士論文の概要も紹介され
ています。

日本語能力試験公式問題集 第二集
B5 判 CD1 枚付き 700 円＋税 好評発売中

平成 30 年度日本留学試験 （第 2 回）
試験問題

N1 108 頁 ISBN 978-4-89358-936-1

日本学生支援機構 著

N2 108 頁 ISBN 978-4-89358-937-8

B5 判 366 頁 1,800 円＋税

N3 100 頁 ISBN 978-4-89358-938-5

凡人社 発行

N4 100 頁 ISBN 978-4-89358-939-2

ISBN 978-4-89358-933-0 1 月下旬発売予定

国際交流基金 , 日本国際教育支援協会 著

N5 92 頁 ISBN 978-4-89358-940-8
凡人社 発行

「日本留学試験」の 2018 年 12 月に行われた試
験問題です。一冊に「日本語」
「理科」
「総合科目」

実際に出題された問題による唯一の公式問題

「数学（コース 1 ／コース 2）
」がすべて掲載さ

集の ‟ 第 2 集 。過去に出題された問題の中

れています。また、
「日本語」以外の科目は英

から、各レベルとも試験 1 回分に相当する数

語版も掲載されています。付属の CD には日本

の問題が収載されています。聴解の CD とス

語科目の「聴解・聴読解」の音声が収録されて

クリプト付き。また、試験の概要も掲載され

おり、巻末には参考資料として実施要項、応募

ています。試験科目や出題形式、解答用紙を

者数・受験者数一覧、
試験会場一覧、
シラバス（出

把握・確認するのに役立ちます。

題範囲）
、音声スクリプトが掲載されています。

2012 年発行の「公式問題集」とあわせてご活用
ください。

受験指導をする人と受験者に必携の一冊です。
過去の年度の在庫はお問い合わせください。

日本語総まとめ N1
佐々木仁子 , 松本紀子 著

日本語能力試験 N3
完全攻略テキスト & 実践問題集

各 1,200 円＋税 アスク出版 発行

インターカルト日本語学校 著

語彙 ［英語 ・ ベトナム語版］

B5 判 本文 180 頁 + 別冊 100 頁 1,900 円＋税

B5 判 152 頁 ISBN 978-4-86639-240-0 好評発売中

ナツメ社 発行

文法 ［英語 ・ ベトナム語版］

ISBN 978-4-8163-6581-2 好評発売中

B5 判 156 頁 ISBN 978-4-86639-239-4 好評発売中

日本語能力試験 N3 に出題される「言語知識（文

好評の「日本語総まとめ問題集 N1」シリーズ

字・語彙、文法）
・読解・聴解」を、４カ国語（日・

に、待望の英語・ベトナム語訳付が出ました。

英・中・ベトナム語）で解説しました。練習問

このシリーズは 1 日見開き 2 頁、8 週間で能力

題も豊富に掲載しましたので、習得度がすぐに

試験受験前の総仕上げをすることができます。

確認できます。巻末には、模擬試験問題も掲載

2018 年 11 月に『語彙』『文法』が発売、2019
年 1 月に『漢字』
『読解』
『聴解』が発売予定です。

しました。本試験同様の「聴解」問題を、2 枚

CD 付き 一発合格

の付属 CD に収録しています。

日本語でビジネスメール

書き方の基本と実用例文

松本節子 , 佐久間良子 , 長友恵美子 , 難波房枝 ,
松倉有紀 , 浜畑祐子 著
A5 変判 120 頁 1,400 円＋税
ジャパンタイムズ 発行
ISBN 978-4-7890-1709-1 好評発売中

コミュニケーションの手段として欠かすことの
できない E メールは、わかりやすく簡潔に、そ
して相手に失礼のないよう丁寧に書くことが大
切。本書は、例文を引用したり語彙を入れ替え

日本語 NAT-TEST 公式問題集

たりしながら、メールの形式やビジネスマナー

日本語 NAT-TEST 運営委員会 編著

への理解を深めることを目指すハンドブックで

専門教育出版 発行

す。総ルビ・入力用ローマ字表記・英訳付き。

3 級 B5 判 176 頁 2,400 円＋税

4 級 B5 判 160 頁 2,400 円＋税

2019 年度日本語教育能力検定試験
合格するための本

ISBN 978-4-88324-490-4 好評発売中

アルク 編著

5 級 B5 判 136 頁 2,300 円＋税

B5 判 184 頁 2,800 円＋税

ISBN 978-4-88324-489-8 好評発売中

アルク 発行

日本語 NAT-TEST は日本語能力試験と同じ形

ISBN 978-4-7574-3300-7 好評発売中

ISBN 978-4-88324-491-1 好評発売中

式の試験なので、本書を日本語能力試験対策と

「日本語教育能力検定試験」の受験者必携対策

しても活用できます。問題の解説のほか、練習

本の最新版。聴解、記述問題を含めた全出題範

問題と 2 回分の模擬試験を収録。付属の赤シー

囲を徹底分析して作られた豊富な問題演習に加

トと出題範囲を網羅した語彙・漢字・文法リス

えて、検定合格者インタビューによる学習法紹

トで効率よく学べます。合格に必要な学習をこ

介や得点アップのための力試し練習問題など、

の一冊で！

合格に近づくためのコンテンツが満載です！

どこでも、 だれでも日本語指導
「日本語指導の基礎」
（公財）三重県国際交流財団 著・発行

大学と社会をつなぐライティング教育
村岡貴子 , 鎌田美千子 , 仁科喜久子 編著
A5 判 232 頁 2,700 円＋税

動画 DVD1 枚 + テキスト CD-ROM1 枚 3,704 円＋税

くろしお出版 発行

商品コード 990701 好評発売中

ISBN 978-4-87424-783-9 好評発売中

ある日突然、日本語指導が必要な外国人児童が

大学での教育から社会での実務に至るまで、そ

やってきた！ そんなとき、はじめて日本語を

こで必要なライティングについてさまざまな

教える方の力強い味方となるデータ集です。日

観点から論じます。SNS を通した短い文字で

本語教育の基礎知識に関する講義と、教科指導

の意思疎通が日常となった現況のもと、大学で

に結び付けた実践的模擬授業を収録した DVD

のライティング教育の最終目標を学位論文取

とテキスト『みえこさんのにほんご』のデータ

得と位置づけるのではなく、社会で活躍する人

がセットになっています。

材の育成をめざして行うことを提言します。

授業づくりの考え方

批判的談話研究をはじめる

小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ

名嶋義直 著

渡辺貴裕 著

A5 判 304 頁 3,200 円＋税

A5 判 240 頁 2,000 円＋税

ひつじ書房 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-89476-927-4 好評発売中

ISBN 978-4-87424-782-2 好評発売中

本書は筆者がこれまでに行ってきた批判的談

小学校教師をめざす大学生の模擬授業と、アド

話研究の中から、政治家の言説・沖縄米軍基地

バイザーのわたあめ先生の事例を読みながら、

に関する言説・萌えキャラに関する言説・原発

よりよい授業づくりのためのポイントを学びま

に関する言説を分析した９本の論文を収録。日

す。そもそもリフレクションとは何か、またど

本語教育への応用や市民性教育への展開を試

う授業づくりに活かせばよいのでしょうか。教

みています。社会のあり方に興味関心のある人

師をめざす方、新米教師はもちろん、教師を育

に広く読んでいただきたい一冊です。

てる中堅教師のためのテキストにも最適です。

21 世紀のカレッジ ・ ジャパニーズ

日本で生まれ育つ外国人の子どもの
日本語力の盲点

大学生のための日本語で読み解き、 伝えるスキル

簡単な和語動詞での隠れたつまずき

深澤のぞみ , 濱田美和 , 深川美帆 , 札野寛子 , 松田佳子 ,

西川朋美 , 青木由香 編著

藤井晶子 著

A5 判 256 頁 3,200 円＋税

B5 判 100 頁 1,600 円＋税

ひつじ書房 発行

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-89476-928-1 好評発売中

ISBN 978-4-336-06284-0 好評発売中

日本で生まれ育ち学校に通う外国ルーツの子ど

大学での学びに必要なアカデミック・ジャパニー

もたちが、普段の会話では不自由なく話してい

ズ・スキルを習得しながら、知識基盤型社会で求

るのに簡単な日本語を知らないことがあります。

められる能力「21 世紀型スキル」を養成します。

簡単なことばを知らないことで学校で教科学習

ノートの取り方からプレゼン・レポート作成ま

につまずくこともあります。つまずきは教育上

での学習を、この一冊で総合的に実現できます。

の盲点で、学校言語の習得はにおいて実態を明

翻訳付き単語リストもダウンロードできます。

らかにすることは日本語教育の大事な課題です。

麹町店ベスト５ （12 月）

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
「多文化共生 人が変わる、
社会を変える」
【講師】 松尾慎氏 , 山田泉氏 , 田中宝紀氏 , 飛田勘文氏
【日時】 2 月 9 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【定員】 20 名

［新刊ベスト５］
１． 日本語能力試験問題集 N2
漢字 スピードマスター
（J リサーチ出版）
２． 日本語授業の進め方 生中継
（アルク）

【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「日本語サロン研修会＠麹町（2/9）
」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。

営業部からのお知らせ

   

日本語教師塾福岡 Vol.8
in
福岡 日本語の教え方 7 つの勘所

展示販売

【講師】 金子史朗氏
【日時】 3 月 2 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:40）
【会場】 博多バスターミナル第 1 ＋ 2 ホール（福岡市博多駅中央街博多区 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

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

   

※件名に「3/2 日本語教師塾福岡 Vol.8」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＠東京
in
東京 学んだことを現場に活かす技術

展示販売

～こんなミカタで知識をミカタにつけよう～

５． 21 世紀のカレッジ・ジャパ
ニーズ
（国書刊行会）
［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］
２． 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
３． 絵で導入・絵で練習

４． シャドーイングで学ぶ 介護の
日本語 場面別声かけ表現集

（東京都千代田区麹町 3-2 麹町共同ビル 8 階）

４． 日本語教育のミカタ

【定員】 40 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）

   

４． 一歩進んだ日本語文法の教
え方 2
（くろしお出版）

４． 平成 30 年度 日本留学試験
（第 1 回）試験問題

【講師】 荒川洋平氏
【日時】 3 月 23 日（土）13:30 〜 16:30（受付開始 13:00）
【会場】 TKP 麹町駅前会議室／カンファレンス 8A

※件名に「日本語サロン研修会＠東京（3/23）
」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＠福井
in
福井 『できる日本語 中級』と『できる中級 ことば・表現

３． 日本語教育のミカタ―対話で
具体的に学ぶ新しい教科書―
（凡人社）

展示販売

ワークブック』の効果的な使い方

【講師】 嶋田和子氏
【日時】 3 月 31 日（日）14:00 〜 16:30（受付開始 13:40）
【会場】 福井県国際交流会館／第一会議室（福井市宝永 3-1-1）
【定員】 40 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＠福井（3/31）
」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。

NEWS
●『日本語教育のミカタ―対話で
具体的に学ぶ新しい教科書―』
日本語教育に対するミカタが変わる！
はじめて日本語教育に興味を持ったあ
なたの強いミカタです！
授業の動画＆模擬ゼミの対話を使った、
「見て・読んで・笑って・学べる」日本
語教育入門教科書の決定版です。
＊ 著者による動画素
材を無料で公開し
ています。動画を
見ることで、本書
の理解がさらに深
まります。

