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留学生のためのかんたん Word 入門 ／
留学生のためのかんたん EXCEL 入門
楳村麻里子 , 松下孝太郎 , 津木裕子 , 平井智子 , 山本光 ,
両澤敦子 著
各 1,480 円＋税 技術評論社 発行
WORD 入門
B5 判 240 頁 ISBN978-4-297-10269-2 好評発売中
EXCEL 入門
B5 判 256 頁 ISBN 978-4-297-10270-8 好評発売中

実習形式で、Word ／ Excel の文書作成／表の
作成や表計算、関数の基本が学べます。豊富な
上級日本語教材

サンプルと練習問題が用意されています。ロー

日本がわかる、 日本語がわかる

マ字対応表、IME、キーボードやパソコン操作

ベストセラーの書評エッセイ 24

の基本も掲載。見やすい総ルビ。

田中祐輔 編著 川端祐一郎 , 肖輝 , 張玥 著
B5 判 240 頁＋別冊 32 頁 2,500 円＋税

多文化社会で多様性を考えるワークブック

凡人社 発行

有田佳代子 , 志賀玲子 , 渋谷実希 編著

ISBN 978-4-89358-955-2 3 月上旬発売予定

新井久容 , 新城直樹 , 山本冴里 著

21 世紀最初の 10 年間に日本で広く読まれたベ
ストセラー書籍 15 冊を取り上げ、これらの書

B5 判 176 頁 2,200 円＋税

籍に関する書評を通じて日本語を学びます。日

ISBN 978-4-327-37745-8 好評発売中

本の社会や文化を取り上げる読解教材であり、

国籍・宗教・ジェンダー・言語など幅広いトピッ

自ら考え、発信する力を育成する教材でもあ

クを扱い、多文化社会で必要なしなやかな思考

ります。日本語能力試験 N1 合格をめざす学習

力・共感力を対話形式で鍛えられます。異文化

者の利用を想定して語彙・文法の学習もサポー

コミュニケーション・日本語教師養成のテキス

ト。カテゴリーは「日本語」
「地震」
「ビジネス」

トや、日本語ボランティアでの他者理解にも役

「文学」
「哲学」
「生活」
「読書」
。全 12 課で構成。

立つ内容。どこからでも始められる 1 章完結型。

研究社 発行

レビューする書籍のタイトルと目次は、凡人社

限られた時間で使えるミニワークも収録。教師

ウェブサイトの商品ページをご参照ください。

用参考資料は HP からダウンロード可能。

新装版 いっぽ にほんご さんぽ

JLPT 対策教本シリーズ

暮らしのにほんご教室 初級２

日本語能力試験 総合テキスト N4

にほんごの会企業組合 , 宿谷和子 , 天坊千明 , 森桂子 著

森本智子 , 高橋尚子 , 黒江理恵 , 青木幸子 共著

B5 判 233 頁 音声ダウンロード 2,400 円＋税

B5 判 168 頁 + 別冊 8 頁 CD1 枚付き 2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-88319-785-9 好評発売中

ISBN 978-4-86392-385-0 好評発売中

地域の日本語教室に寄り添う『いっぽ にほん

日本語能力試験で出題が予想される範囲や項

ご さんぽ 初級 2』の新装版です。付属 CD-

目を示します。漢字、語彙、文型、読解・聴解

ROM がなくなり、CD-ROM 収録物はすべて
WEB からのダウンロードになります。新装版

のそれぞれでリスト化、学習ターゲットを提示
し、課題点を確認しながら合格に近づきます。

発行にあたり、ダウンロードできる

「問題のパターンと解答のポイント」では、出

ベトナム語訳を新たに追加。練習な

題形式ごとに要点を整理します。模試付きで

ど、書籍の内容に変更はありません。

す。
音声はダウンロードすることもできます。

新訂版 トピックによる日本語総合演習
テーマ探しから発表へ 中級後期
安藤節子 , 佐々木薫 , 赤木浩文 , 田口典子 , 鈴木孝恵 編著
B5 判 123 頁 1,500 円＋税
スリーエーネットワーク 発行
ISBN 978-4-88319-787-3 好評発売中

学習者自身があるトピックからテーマを探し、
調査、
考察、
発表をするという活動を通して、
「自
ら学ぶ力」を伸ばす教材です。本書は改訂版発
行から 10 年を経て、古くなったグラフや表な
どのデータを刷新した「新訂版」です。

日本語教育 よくわかる教授法

外国人介護士のための
声かけとコミュニケーションの日本語 Vol.1

小林ミナ 著

松下やえ子 監修 アークアカデミー 編著

A5 判 192 頁 2,000 円＋税

B5 判 144 頁 音声ダウンロード 2,800 円＋税

アルク 発行

三修社 発行

ISBN 978-4-7574-3317-5 好評発売中

ISBN 978-4-384-05925-0 好評発売中

コース・デザイン、教室活動、教材・教具、評

EPA 介護日本語研修のノウハウが詰まった一

価、
外国語教授法の歴史の 5 章を通して、
「何を」

冊！

介助場面で必要とされる声かけの表現

「どうやって教えるのか」をさまざまな角度か

や介助のポイントが学べます。声かけの意味や

ら考察します。コースの全体像や学習者のニー

介助のポイントは、英語・ベトナム語の対訳つ

ズを把握し、より良く効果的な授業をデザイン

きで丁寧に解説。Vol.1 では「あいさつ」
「移乗・

するために、日本語の授業について総合的に学

移動の介助」
「食事の介助」の表現を扱ってい

べる、日本語教師必読の一冊です。

ます。JLPT、N4 レベル相当の方に。

ことばと社会 20 号
『ことばと社会』編集委員会 編

真田信治著作選集 シリーズ日本語の動態 第 3 巻

アジア太平洋の日本語

A5 判 220 頁 2,300 円＋税

真田真治 著

三元社 発行

四六判 184 頁 1,800 円＋税

ISBN 978-4-88303-474-1 好評発売中

ひつじ書房 発行

特集「東京

ISBN 978-4-89476-917-5 好評発売中

ことばと都市の統合的理解へ」
。

近年注目される大都市の言語状況に関する研究

台湾、朝鮮、ミクロネシアなど、戦前・戦中に

への提言・試論。近現代の日本において「東京」

日本が統治していた地域において、日本語を第

で話されていることばとは？ その他、ろう学

二言語として習得した人々の日本語運用や、台

校と多言語社会の関連について現場教員が考究

湾で発見された日本語系クレオール語の実態に

した投稿、アイヌ語、うちなーぐち、在日ベト

ついて詳細に論じています。今後ますます外国

ナム人の言語の「いま」を伝える連載報告など。

人労働者受け入れをすすめていく日本の言語教
育についても考えるきっかけとなる一冊です。

基礎日本語学
衣畑智秀 編
A5 判 352 頁 1,800 円＋税
ひつじ書房 発行
ISBN 978-4-89476-946-5 好評発売中

日本語学を勉強したい、知りたいと思ったとき
に、この一冊さえ読めば大丈夫、と言われる本
を目指して作りました。音声や文法から方言や
コーパス、理論的研究まで日本語学の諸分野を
包括的にカバーすることはもちろん、要点を押
さえた簡潔な記述を心掛け、長く参考にしてい
ただける本に仕上がったと思います。

日本語と朝鮮語の談話における
文末形式と機能の関係

聞き手行動のコミュニケーション学

中途終了発話文の出現を中心に

村田和代 編

髙木丈也 著

A5 判 336 頁 3,200 円＋税

B5 判 272 頁 4,500 円＋税

ひつじ書房 発行

三元社 発行

ISBN 978-4-89476-935-9 好評発売中

ISBN 978-4-88303-473-4 好評発売中

コミュニケーションにおいて重要なことは「伝

談話に特徴的な発話形式に注目し、日本語と

えること」でしたが、近年「聞くこと」に注目

朝鮮語という、似て非なる言語、コミュニケー

が集まってきました。本書は、聞き手の参与枠

ションの世界の違いに迫ります。これまでの文

組みといった理論面から、学生同士の会話、漫

法研究では明らかにされてこなかった、ありの

才、被疑者の取調べ等、多様なケーススタディ

ままのことばの姿、コミュニケーションの実態

から聞き手の役割や、
貢献を描き出します。
「ず

を、中途終了発話文の出現を中心に、記述し分

れた発話をどう受け流すか」等、ドキッとする

析した意欲的な研究書です。

トピックもあります。聞き手研究の最前線！

麹町店ベスト５ （１月）

大阪事務所からのお知らせ

［新刊ベスト５］

● 日本語サロン研修会＠大阪
『大学生のためのディベート入門
（ナカニシヤ出版）
』
説明会
【講師】 西村由美氏
【日時】 3 月 16 日（土）14:00 〜 16:00（受付開始 13:30）
【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】 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

【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: mueda@bonjinsha.co.jp（担当：上田）
※件名に「3/16 サロン研修会申込み」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。

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

２． 日本語でビジネスメール
書き方の基本と実用例文
（ジャパンタイムズ）
３． 平成 30 年度 日本留学試験
（第 2 回）試験問題
（凡人社）
４． 留学生のためのかんたん Excel
入門
（技術評論社）
５． 日本語教師になるための学
校ガイド 2019
（イカロス出版）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N1
１． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N4

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。

麹町店店頭イベント
イベント情報
日本語教師ブラッシュアップセミナー
【日時】3 月 9 日（土）13:30~16:00
【会場】北九州 YMCA 【主催】北九州 YMCA

【詳細はこちら】http://www.k-ymca.or.jp/news/item_3452.html

シンポジウム第 2 回「よりよき市民性教育のために」
ポピュリズムのうねりのなかで民主的シティズンシップ教育には何ができるか
【日時】3 月 17 日（日）9:30~17:30
【会場】大阪学院大学
【主催】「言語と未来基金プロジェクト」（京都地域創造基金助成）
【詳細はこちら】https://citizenship-education.webnode.jp/

１． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N2
（凡人社）

３． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N2
３． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N3
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
５． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N5

NEWS
●平成 30 年度日本留学試験
願書の販売を開始しました！
［第１回：願書受付期間］
郵送による出願：
2019年2月12日（火）
（当日消印有効）
〜3月8日
（金）
オンラインによる出願：
2019年2月12日（火）
〜3月8日
（金）
17時まで
［試験日］
2019年6月16日（日）

