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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学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 978-4-89358-962-0　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、学び合っていくことをめざす「日本語
プロフィシェンシー研究学会（JALP）」。JALP
が年 1 回発行する研究誌の最新号です。本号
には、坂本正氏による寄稿論文のほか、研究論
文 2本、調査報告 1本、研究ノート 1本が掲
載されています。また、「研究大会　面白い話
と間、プロフィシェンシー」「2018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」それぞれの研究発表要旨も掲載されてい
ます。

 創刊号から第 6 号までも好評発売中です。

初中級のにほんご

赤木浩文 , 大谷みどり 著

B5 判　180 頁＋別冊 12 頁　2,100 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-264-6　好評発売中

状況や目的に合った適切な表現を用いて会話
ができるよう、会話表現を中心に学ぶ教科書で
す。初級で学習した文法を会話の中で取り上げ
ながら、練習を通じて中級の表現や語彙に触れ
ていきます。初級文法が確実に定着し、よく使
う口頭表現が身につき、 楽しく自然に中級への
ステップアップが目指せます。「音声」や「教
師用マニュアル」「宿題シート」は無料ダウン
ロードにて入手できます。

ストーリーを楽しむ！　日本語初級読解

ホワイトさんとティーナさんのお話  

上田美紀 , 渡辺民江 著

B5 判　170 頁　1,500 円＋税

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-06364-9　好評発売中

日本語初級学習者向けの、「読みの楽しさ」を
味わうための教材です。日本で働くホワイトさ
んと、恋人のティーナさんによる“先が気にな
るストーリー”を楽しみながら、読解力を養成
できます。初級文法や語彙の復習ができる練習
問題や、登場人物の気持ちを考えたり、自分の
意見を述べたりする問題も収録しています。初
級レベル（日本語能力試験N4～N5レベル）。

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



JLPT 日本語能力試験ベスト模試 N1/N2

インターカルト日本語学校 　

筒井由美子 , 大村礼子 , 沼田宏 著

ジャパンタイムズ 発行　好評発売中

N1  B5 判　276 頁　1,900 円＋税

ISBN 978-4-7890-1717-6

N2  B5 判　280 頁　1,900 円＋税

ISBN 978-4-7890-1718-3

3回分の模擬試験は 1冊ずつ取り外し可能。本
試験の形式に慣れると同時に、どのような問題
にも自信をもって対応できる真の日本語力を
養うことを目指しました。聴解問題はmp3無
料ダウンロード。解説のポイントに英訳付き。

『はたらくための日本語』 シリーズ

ポルトガル語／スペイン語　英語／中国語　英語／ベトナム語

日本国際協力センター (JICE) 編著

ラーンズ 発行　好評発売中

キャリアプランニング

A4 判　136 頁　2,000 円＋税

職場のコミュニケーション

「Ⅰ」  B5 判　156 頁　2,000 円＋税

「Ⅱ」  B5 判　160 頁　2,000 円＋税

「Ⅲ」  B5 判　156 頁　2,000 円＋税

職場の語彙と表現

「Ⅰ」  A4 判　104 頁　1,800 円＋税

「Ⅱ」  A4 判　72 頁　1,500 円＋税

「Ⅲ」  A4 判　84 頁　1,500 円＋税

初級者でも、職場での会話・読み書きとビジネ
スマナーの知識を身につけ、さらには、求職活
動を含め、日本語で働く総合的な力を養うこと
を目的に開発されています。職場で実現したい
学習目標を明確にした課題達成型の教材です。

The Great Japanese 30 の物語　初中級

人物で学ぶ日本語

石川智 , 米本和弘 著

B5 判　160 頁 ＋ 別冊 48 頁　2,000 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-798-3　好評発売中

大好評読解教材の初中級編です。著名な日本人
30人の物語を通して、その人物の生き方や価
値観、背景にある日本文化、社会を学び、学習
者が自身の考えを表現することを目指します。
JLPT N3レベルの単語や文法を身につけ、読
む力も養います。単語リスト、文法・表現リス
トは英・中・ベトナム語の翻訳付きです。

これなら書ける！　説得力のある小論文

山本裕子 , 本間妙 , 中林律子 著

B5 判　100 頁　1,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-015-5　好評発売中

自分の主張、考えを伝える「論理的な」文章を
書く力が身につくテキストです。説得力のある
文章を書くには、まずしっかり考える必要があ
るというコンセプトのもと、4つの「考える」
ステップを踏んで原稿執筆へと進んでいきま
す。レポートや卒論を書くための導入教材に活
用できる教材です。

知っていますか日本のこと

学ぼう 話そう 日本事情

JASSO 日本語教育センター 編

B5 判　114 頁　1,900 円＋税

穂高書店 発行

ISBN 978-4-938672-38-6 　好評発売中

「日本について、どのくらい知っているだろ
う？」 そんな疑問とともに本書をめくってくだ
さい。本書は、日本に住むすべての人が、政治・
歴史・文化といった分野から、生活に根差すさ
まざまな場面を例に、一般常識・ことばづかい・
日常やビジネス上でのマナー・習慣・ルールな
どの日本事情について、楽しく学べる一冊です。



留学生のための IT テキスト　

日本での就活に役立つサンプルで学習

森由紀 , 平井智子 著

B5 判　293 頁　2,180 円＋税

日経 BP 社 発行

ISBN 978-4-8222-8614-9　好評発売中

Word、Excel、PowerPointから情報セキュリ
ティ／モラルまで、日本語にまだ十分慣れてい
ない留学生向けに漢字にルビを振った ITスキ
ルのテキストです。日本文化に関する文書や就
職活動の際に使用する文書を作成してみるこ
とで、ITスキルを習得できるようになってい
ます。

日本語教師のためのアクティブ ・ ラーニング

横溝紳一郎 , 山田智久 著

A5 判　320 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-802-7　好評発売中

学習者の「主体的・対話的で深い学び」を引き
出すために、授業をどうデザインすればよい
のでしょうか。既存の授業を調整する方法や、
ICTの活用で授業を変える方法など、教師の自
己成長を促すための具体的なヒントが満載で
す。日本語教育におけるアクティブ・ラーニン
グの基礎の基礎から知りたい方へ。新たな授業
改善にチャレンジしてみましょう。

超基礎 ・ 日本語教育

森篤嗣 編著　太田陽子 , 奥野由紀子 , 小口悠紀子 ,

嶋ちはる , 中石ゆうこ , 栁田直美 著

A5 判　160 頁　1,600 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-803-4　好評発売中

これから日本語教育を学ぶ人、興味・関心を持
ち始めた人を対象として、日本語教育のイロハ
から実習・模擬授業までが経験できる、最新で
最もわかりやすい入門書。「まずは日本語を教
えることを体験してみよう！」というコンセプ
トのもと、日本語を教えることの楽しさや魅力
を伝え、日本語教育への第一歩となる一冊。

ICT ×日本語教育

情報通信技術を利用した日本語教育の理論と実践

當作靖彦 監修　李在鎬 編

A5 判　304 頁　3,000 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-944-1　好評発売中

インターネットやスマートフォン、ICTデバイ
スがない生活が想像できないのと同じくらい、
ICTのない教育が想像できない時代が目の前に
来ています。本書ではアプリや SNS、Web教
材等の実践例も紹介し、理論と実践の両面か
ら、情報通信技術を利用した新しい日本語教育
を提案します。

リテラシーズ叢書７　　コミュニケーションとは何か

ポスト ・ コミュニカティブ ・ アプローチ

佐藤慎司 編

A5 判　216 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-801-0　好評発売中

コミュニカティブ・アプローチの変遷を振り返
り、その問題点を乗り越えるための具体的な方
法を紹介しています。コミュニケーションに
よってつくられた現実は、コミュニケーション
によって変えられるという可能性を、さまざま
な日本語教育実践例をもって示します。

日本語教育はどこへ向かうのか

移民時代の政策を動かすために

牲川波都季 編著　有田佳代子 , 庵功雄 , 寺沢拓敬 著

A5 判　168 頁　1,500 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-805-8　好評発売中

外国人の受入れ加速により日本語教育の需要
が高まる一方で、教師の就職問題や留学生の就
労問題など、手放しでは喜べない状況にありま
す。我々はいま何をすべきか～政策に合わせて
動かなければならない現状から脱するための
ヒントを提供します。関係者必読の一冊です。



［新刊ベスト５］

１．メタ認知を活用したアカデ
ミック・リーディングのた
めの 10のストラテジー

 （凡人社）
２． 初中級のにほんご

（アスク出版）
３． 日本語の教科書がめざすも

の
（凡人社）

４． ゼロからスタート　日本語
  （Ｊリサーチ出版）
５． これなら書ける！説得力の

ある小論文
 （ココ出版）

 麹町店ベスト５（５月）麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
●	凡人社麹町店イベント
　	アクセント、ヤマを教えよう
	 ～『1日10分の発音練習』（書籍版／アプリ版）の活用～
【講師】 河野俊之氏 ,西村裕代氏 
【日時】 7月 6日（土）14:30～ 16:30（受付開始 14:00）
【定員】 20名
【参加費】無料
【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「麹町店イベント（7/6）」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 
愛知 				日本語サロン研修会＠名古屋		学んだことを現場に活かす技術	
	 ～こんなミカタで知識をミカタにつけよう～

【講師】  荒川洋平氏
【日時】 7月 14日（日）13:30～ 16:30 （受付開始 13:00）
【会場】 ECC日本語学院名古屋校（名古屋市中区金山 1-16-16 金山ビル）

【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
【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＠名古屋（7/14）」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 
愛知 				日本語サロン研修会＠名古屋　第 2部		『NIJ：テーマで学ぶ中級日本語』（くろしお出版）の使い方
【講師】  西口光一氏
【日時】 7月 20日（土）13:30～ 15:30 （受付開始 13:10）
【会場】 名古屋 YMCA 日本語学院（名古屋市西区花の木 1-1-18）

【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】無料
【主催】くろしお出版，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＠名古屋（7/20）」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。
※同日午前中開催の「第 1部」は定員に達したため募集を締め切りました。

in 
福岡 				 九州日本語教育連絡協議会 2019 年度 8月研修会		 漢字の面白さを発見しながら学ぶ授業作り	
	 ～『どんどんつながる漢字練習帳	初級』『中級』を使って～

【講師】  鈴木英子氏
【日時】 8月 3日（土）14:00～ 16:00 （受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル １・２ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）

【定員】 80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）
【主催】九州日本語教育連絡協議会　【共催】アルク，凡人社
【お問い合わせ】E-mail: kyunichiren1989@gmail.com
【お申し込み】https://kokucheese.com/event/index/567722/

展示販売

展示販売

展示販売

営業部からのお知らせ

［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

２． 短期マスター　日本語能力試
験ドリル　N4

３． ことばで社会をつなぐ仕事
 日本語教育者のキャリア・ガ

イド

４． 平成 29年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

５． 日本語学習者のための　読解
厳選テーマ 10　［中級］

 NEWS　 
●	２０１９年度
	 日本語教育能力検定試験
［試験日］ 2019年 10月 27日（日）

［出　願］ 2019 年 6月 24日（月）
  ～ 8月 13日（火）

（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/jltct/

＊『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！


