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にほんご会話上手！

聞き上手 ・ 話し上手になるコミュニケーションのコツ 15

岩田夏穂 , 初鹿野阿れ 著

B5 判　152 頁 + 別冊 24 頁　MP3CD-ROM1 枚付き

1,890 円（税込）

アスク出版 発行　

ISBN 978-4-87217-824-1　好評発売中

「会話が上手になりたい」という学習者の声は、
日本語教師なら何度も耳にしていることでしょ
う。しかし、語彙や文型を覚えて、言いたいこ
とが言えるようになっただけでは、本当の会話
上手とは言えません。本書では、会話を相手と
紡いでいくコツを学び、気持ちのいいコミュニ
ケーションができるようになることを目指しま
す。英語・中国語・韓国語の翻訳付き。

 ４コマ漫画で学習者と一緒により良いコミュニケー

ションについて考えられるのもおもしろいです。授

業で活用したい一冊。（営業部 坂井）

平成 24 年度日本留学試験 （第１回）

試験問題　聴解 ・ 聴読解問題 CD 付

日本学生支援機構 編著

B5 判　348 頁　CD1 枚付き　1,890 円（税込）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-836-4　好評発売中

独立行政法人日本学生支援機構が年 2回実施
している「日本留学試験」の、平成 24年度第
1回（2012年 6月 17日（日）実施）の試験
問題です。巻末には参考資料として、試験の
実施要項や出題範囲をまとめたシラバスを掲
載しています。

 過去問題でしっかり試験対策をしましょう。前年

度のものも好評発売中です。（営業部 石毛）

日本語教育ジャーナル　2012 年秋号

日本語教育ジャーナル編集部 編

120 頁　1,365 円（税込）

アルク 発行

雑誌コード 07185-09　好評発売中

新装刊第 2号。「教え方に悩んでいませんか　
4つのレッスンでできる教師になる！」、「合格
後も役立つ　日本語教育能力検定試験『記述式
問題』直前対策」の 2つの特集をご紹介。第 1
特集はベテラン日本語教師 6人に加え、山梨
学院大学陸上競技部の上田監督、カリスマ英
語教師の田尻先生へのインタビューで「教え
ること」の意味を考えます。今号も、バラエ
ティーに富んだラインナップでお届けします。



再構築した日本語文法

小島剛一 著

A5 判　472 頁　3,570 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-601-3　好評発売中

名著『トルコのもう一つの顔』（中公新書）の
著者が、フランスで 40年弱日本語教育に携わっ
てきた経験と言語学の見地から、新しい日本語
文法を提唱。「人称」「数」「代名詞」「時制」「主語」
などの概念を無用な考えとして捨て去り、日本
語に具わっている独自の構造に着目して再構築
することを提唱する新しい、日本語教師にとり
瞠
どう

目
もく

すべき日本語文法。

日本語のアクセント、 英語のアクセント

どこがどう違うのか

杉藤美代子 著

A5 判　140 頁　1,575 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-567-2　好評発売中

日本語アクセント、英語アクセントはどこがど
う違うのか、筆者は、数十年、次々と生じる疑
問点について、発想の及ぶ限りの実験、研究を
続けてきました。日本語と英語のアクセントに
は思いがけない類似点があることを見出しまし
た。本書は、アクセントに関する入門書であり、
また、多くの疑問点への回答書でもあります。

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

近藤彩 , 品田潤子 , 金孝卿 , 内海美也子 著

280×215mm　147頁　CD-ROM1枚付き　2,625円（税込）

アプリコット出版 発行

ISBN 978-4-89991-263-7　好評発売中

グローバル時代の今、日本語は仕事の手段と
なりました。本テキストは、グローバルビジ
ネスを担う人材を育成するためのものです。
課題を達成するプロセスの中で日本語を学ん
でいきます。Can-do statementsを用いた初め
てのビジネスコミュニケーションのテキスト。
日本人の教育や研修にも利用できる一冊です。
パワーポイントのプレゼン資料などが入った
CD-ROM付き。

日本語の作文力練習帳

上級　大学 ・ 大学院で学ぶために

倉八順子 編

B5 判　94 頁　1,890 円（税込）

古今書院 発行

ISBN 978-4-7722-6113-5　好評発売中

留学生でも日本人学生でもステップを踏んだ練
習によって必ず作文力が上達します。学習者と指
導者の対話というかたちで、作文力のステップの
4段階をそのノウハウとともに紹介。新聞の縮約、
新書の要約、意見文の要約と意見、小説のあらす
じと感想、のそれぞれ練習問題 3つ掲載。

改訂版　例文で学ぶ漢字と言葉 N2

西口光一 著

B5 判　252 頁＋別冊 44 頁　1,890 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-611-1　10 月中旬発売予定

漢字、漢字語とその用法を学習し、総合的に
日本語力を強化する教材です。日本語能力試
験 N2レベルまでの漢字を、漢字語彙として
例文の中で学びます。総合的に日本語力を伸
ばすのに欠かせない漢字の意味・使い方・読
み書きを学習することができます。基礎的な
日本語学習を終えた学習者に最適。3,660の例
文、107課構成、11回分のテストがあります。



日本語教師のための TIPS77　第 2 巻

ICT の活用

當作靖彦 , 横溝紳一郎 監修　山田智久 著

四六判　304 頁　1,680 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-564-4　好評発売中

すぐに教室で応用できる TIPS（コツ・小技・
豆知識）シリーズの第 2巻。パソコンやデ
ジカメなど身近なデジタル機器を使って、教
師の負担を減らし、バラエティ豊かな授業
をするためのヒントをまとめた一冊です。
「PowerPointで絵カードを作ろう」「スマート
フォンで発音練習をしよう」「クラウドで教材
を共有しよう」等、情報満載！

 人気シリーズ第 2 弾です。教師力アップに役立てま

しょう。（営業部 佐々木）

研究活動デザイン

出会いと対話は何を変えるか

細川英雄 著

A5 判　192 頁　1,890 円（税込）

東京図書 発行

ISBN 978-4-489-02136-7　好評発売中

あなたがほんとうに探したい、研究テーマは何
ですか。ともに研究の道を歩む仲間と、いい関
係を築けていますか。この本は長年の研究活動
からの実感を交えて「わたし」が語る、かけが
えのない人生で「研究」という仕事を選んだ「あ
なた」へのメッセージです。既刊 2点に続く 3
部作の総まとめでもあり、しなやかな研究人生
への道しるべとなるテキストです。

日本語力をつける文章読本

知的探検の新書 30 冊

二通信子 , 門倉正美 , 佐藤広子 編

A5 判　260 頁　1,995 円（税込）

東京大学出版会 発行

ISBN 978-4-13-082017-2　好評発売中

日常生活、芸術、学問、社会問題……など、
幅広い話題をカバーする新書。本書は、日本
人の高校生・大学生、そして、日本語を学ぶ
留学生が、新書の知的な面白さを味わいなが
ら、クリティカルに読む力を伸ばせるアンソ
ロジーです。ブックガイドとしても充実。

シリーズ　多文化 ・ 多言語主義の現在　5

ろう者から見た 「多文化共生」

もうひとつの言語的マイノリティ

佐々木倫子 編

四六判　354 頁　2,520 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-24-4　好評発売中

ろう者という視点から「多文化共生」を問いな
おす一冊です。「手話」を切り口に、言語的・
文化的マイノリティとしてのろう者の存在と、
その課題を明らかにします。日本手話が日本社
会の一言語であること、そして、ろうの子ども
たちへは、第一言語としての日本手話と社会参
加のための書記日本語のバイリンガル教育が必
要であることを主張しています。

一橋日本語教育研究 1 号

一橋日本語教育研究会 編

A4 判　90 頁　2,520 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-25-1　好評発売中

2012年 4月に設立された一橋日本語教育研究
会の研究会誌。査読付きで、年 1回 7月の刊行
を予定。創刊号の巻頭論文は、庵功雄氏による
「日本語教育文法の現状と課題」。日本語教育に
関する研究論文全 7本を掲載しています。執筆
者：庵功雄、劉洋、丁寧、根本愛子、前坊香菜
子、セバフリバディ・アザム、中川勇也



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

麹町店店頭イベント

 NEWS　 

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
東京

	日本語教材まつり 2012　「読む」を考える										 		

【講師】 舘岡洋子先生，筒井千絵先生 ,奥田純子先生 ,西原純子先生
【日時】 10月 27日（土）10:30～ 17:30（受付開始 10:00）
【会場】 アルク イベントホール（東京都杉並区永福 2-54-12）
【定員】 100名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】1,000円 ※ご参加申し込みの際は件名を「日本語教材まつり 2012」として、

 　本文にご氏名・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】　凡人社営業部（担当：坂井）
　TEL: 03-3263-3959　FAX: 03-3263-3116　E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp
【内容／スケジュール（予定）】＊ 内容／スケジュールは変更の場合もございます。

10:30～ 10:40　ご挨拶
10:40～ 12:00　セミナー①

舘岡洋子先生（早稲田大学大学院日本語教育研究科 教授）
テーマ書籍：『日本語教育叢書「つくる」　読解教材を作る』（スリーエーネットワーク）

12:00～ 13:00　休　憩
13:00～ 14:20　セミナー②

筒井千絵先生（フェリス女学院大学 専任講師）
テーマテキスト：『留学生のための　読解トレーニング』（凡人社）

14:30～ 15:50　セミナー③
奥田純子先生（コミュニカ学院 学院長）
テーマテキスト：『読む力　中級』（くろしお出版）

16:10～ 17:30　セミナー④
西原純子先生（京都日本語教育センター京都日本語学校 校長）
テーマテキスト：『日本文化を読む』（アルク）

展示販売

１．みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版 
 本冊

（スリーエーネットワーク）
２．みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版
 絵教材 CD-ROMブック

（スリーエーネットワーク）
３．みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版
 書いて覚える文型練習帳

（スリーエーネットワーク）
４．みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版
 翻訳・文法解説　英語版

（スリーエーネットワーク）
５．みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2版
 標準問題集

（スリーエーネットワーク）

 麹町店ベスト５（８月）

１．日本語能力試験 公式問題集
 N5
２. きらり☆日本語　N5　語彙
３. 日本語能力試験 公式問題集
 N1
４. 漢字たまご　初級
４. 日本語能力試験 公式問題集
 N2

2012 年度
日本語教育学会秋季大会

　【開催日】
　　10 月 13 日（土）・14 日（日） 
　【会　場】
　　北海学園大学豊平キャンパス

　　教材紹介コーナー

教材の著者の方々から、直接お話が
聞ける貴重なチャンスです。13 日・
14 日の両日、書籍展示会場の隣の
ブースで行われます。
※ 秋季大会に関する詳細については、主催
団体（日本語教育学会）にお問い合わせ
ください。

 http://www.nkg.or.jp/taikai/
12autumnprogram.pdf

● 10月 6日（土）14:00-15:30　（定員 20 名／無料）
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

講師：近藤彩先生 ,品田潤子先生 ,内海美也子先生

● 10月 20 日（土）14:00-15:30　（定員 20 名／無料）
問題に取り組みながら「使える」喜びを生む日本語能力試験対策

講師：坂本勝信先生

● 11月 10 日（土）14:00-15:30　（定員 20 名／無料）
中国で日本語教師になる！！　―中国派遣日本語教師が語る、中国で日本語教師―

講師：小黒和子先生

　※店頭イベントは、各回定員20名の予約制とさせていただきます。
　　参加ご希望のお客様はお手数ですが、下記までお申し込みください。
　　（お申し込み受付の際にお伝えする「予約受付番号」が必要となります。）
　にほんごの凡人社	麹町店（担当：四塚）
　TEL:	03-3239-8673　FAX:	03-3238-9125　E-mail:	kojimachiten@bonjinsha.com

［展示販売スケジュール］
日本語教育能力検定試験対策

　　２日間集中！　「直前対策特講」大阪
 【日時】9月 22日（土）・23日（日）10:30～ 18:00
 【会場】愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
 【講師】猪塚元先生，世良時子先生 ,宗林由佳先生

※書籍展示販売は
　22日 (土 )のみ


