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日本語能力試験対応

きらり☆日本語　N4　語彙

齋藤美幸 , 沼田宏 , 加藤早苗 著

B5 判　140 頁 + 別冊 12 頁　1,260 円（税込）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-853-1　好評発売中

日本語能力試験 N4レベルに対応した語彙の
「辞書」と「練習帳」「模擬試験」の要素を併
せ持ったテキスト。かたまりで覚える、イラ
ストで印象づける、文脈の中で使いながら覚
えるなど、言葉を覚えるための工夫が満載。
普段の学習に使うことで、語彙の運用力をの
ばすことができます。4回分の模擬問題で日
本語能力試験対策もバッチリ。巻末には、ア
クセントと英語訳を付けた語彙リストを収録
しています。皆さんの日本語をより豊かに“き
らり☆”と輝かせる一冊です。『きらり☆日本
語　N5　語彙』も好評発売中です。

NEJ ： A New Approach to Elementary 

Japanese  ＜ vol.1 ＞　中国語版

テーマで学ぶ基礎日本語

西口光一 著　厳馥 中国語翻訳

B5 判　224 頁 + 別冊 64 頁　1,995 円（税込）

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-591-0　5 月下旬発行予定

好評の基礎日本語教科書『NEJ』の中国語版。
テーマについて自分の話ができることを目標
とした自己表現活動中心のプログラム。「マス
ターテクスト」を覚え、それをモデルに自分
の話をします。マスターテクストを習熟する
と初級の文法文型・語彙も習得できるよう作
成されています。

 vol.2 は 2013 年夏頃に発行される予定です。（営

業部 佐々木）　

日本語文法演習　まとまりを作る表現

指示詞、 接続詞、 のだ、 わけだ ・ からだ

庵功雄 , 三枝令子 著

B5 判　84 頁＋別冊 15 頁　1,365 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-648-7　5 月下旬発行予定

指示詞、接続詞、「のだ」「わけだ」「からだ」
といった文のまとまりを作る文法項目につい
て、体系的に知識を深め、上級で必要な用法
や使い分けを学習できます。問題を解くこと
をとおして、ルールを発見しながら微妙な使
い分けができるよう学習することができます。



日本語教育叢書 「つくる」

テストを作る

関正昭 , 平高史也 編　

村上京子 , 加納千恵子 , 衣川隆生 , 小林典子 , 酒井たか子 著

A5 判　250 頁　1,890 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-643-2　6 月上旬発行予定

日本語教師が目的に合ったテストを自ら作り、
見直し、改善していくことができるよう、作
成手順、「話す」「書く」「聞く」「読む」能力
の評価方法など、テスト作りのヒントが満載
です。学習者へのフィードバックの方法やテ
ストを使わない評価の方法も実例をもって紹
介しています。

ＴＲＹ！日本語能力試験 N1 ／ N2 ／ N3

文法から伸ばす日本語

ABK（アジア学生文化協会） 著　

N1

B5 判　192 頁 + 別冊 16 頁（予定）　CD1 枚付き

1,890 円（税込）

ISBN 978-4-87217-849-4　5 月下旬発行予定

N2

B5 判　230 頁 + 別冊 24 頁（予定）　CD1 枚付き

1,890 円（税込）

ISBN 978-4-87217-848-7　5 月下旬発行予定

N3

B5 判　190 頁 + 別冊 20 頁　CD1 枚付き

1,785 円（税込）

ISBN 978-4-87217-847-0　好評発売中

アスク出版 発行

N1、N2、N3各レベルの文法を整理するための
テキスト。会話や読み物、丁寧な解説で、文法を「適
切に」使えるようになることを目指します。基本
練習に加え、日本語能力試験と同形式の問題があ
り、聴解や読解の練習もできます。解説に英語訳
付き。特設ウェブサイトに語彙リストを用意。

日本語教師の７つ道具シリーズ　

２ 漢字授業の作り方編　大森雅美 , 鈴木英子 著

B5 判　128 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2285-8　6 月中旬発行予定

３ 作文授業の作り方編　大森雅美 , 鴻野豊子 著

B5 判　128 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2286-5　6 月中旬発行予定

４ 語彙授業の作り方編　大森雅美 , 鴻野豊子 著

B5 判　116 頁　2,100 円（税込）

ISBN 978-4-7574-2287-2　6 月中旬発行予定

アルク 発行

教壇に立つと立ちはだかる、さまざまな授業
の壁があります。書き取り一辺倒の漢字授業、
テーマだけで即書かせる作文授業、的を外し
た語彙授業……そんな授業をしていませんか。
漢字、作文、語彙、それぞれの授業づくりの
基本や豊富な授業例とともに、実践的な付録
をあわせてお届けします。さあ、一緒に授業
を見直してみませんか。

あなたの弱点がわかる！ 

日本語能力試験 　N1 ／ N2 模試× 2

日本語テスト研究会 著　　

N1

B5 判　96 頁 + 別冊 76 頁　CD2 枚付き

1,680 円（税込）

ISBN 978-4-89689-489-9　好評発売中

N2

B5 判　96 頁 + 別冊 76 頁　CD2 枚付き

1,680 円（税込）

ISBN 978-4-89689-490-5　好評発売中

ユニコム 発行

テストの結果で自分の弱い分野、問題の傾向
がわかり、自分の弱い分野の力がつきます。
難しい解説に英語・中国語・韓国語の翻訳が
付いているので 1人でも勉強できます。 試行・
項目分析を行い、信頼度を上げています。
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〈事態把握〉 における日韓話者の認知スタンス

認知言語学の立場から見た補助動詞的な用法の 「ていく

／くる」 と 「e kata/ota」 の主観性

徐珉廷 著

A5 判　248 頁　3,780 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-33-6　好評発売中

事態把握の傾向は言語によって差異があり、「好
まれる言い回し」が異なるといわれています。
本書では、主観的な把握を好むとされる日本
語と韓国語に注目し、「ていく／くる」と「e 
kata/ota」の補助動詞的な使い方の比較を通し
て、両言語の事態把握の異同を明らかにします。

はじめての論文　

語用論的な視点で調査 ・ 研究する

田中典子 著

B5 変判　158 頁　1,890 円（税込）

春風社 発行

ISBN 978-4-86110-349-0　好評発売中

調査の仕方、論文の書き方を順を追って具体
的に説明。学術的な論文を書いたことがない
学生でも、課題を一つ一つこなしていけば、
自分の力で無理なく興味深い論文が書けるよ
う導く。「準備段階」、「調査方法」、「執筆」の
三部構成。語用論的研究を事例にしているが、
他分野を学ぶ学生にも役立つ。

文章チュータリングの理念と実践

早稲田大学ライティング ・ センターでの取り組み

佐渡島紗織 , 太田裕子 編

A5 判　292 頁　2,940 円（税込）　

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-648-8　好評発売中

ライティング・センターの設立・運営に携わる
人、高校、塾、語学学校、大学の教員など文章
の作成を指導する人が利用できるガイドブック。
チューターが実際に指導する際に、困った実例
やその解決方法の例も提示しています。文章
チュータリングに携わる人を育成するための研
修テキストとしても利用することができます。

論文作成のための文章力向上プログラム

 アカデミック ・ ライティングの核心をつかむ

村岡貴子 , 因京子 , 仁科喜久子 著

B5 判　216 頁　2,940 円（税込）　

大阪大学出版会 発行

ISBN 978-4-87259-416-4　好評発売中

「内省」、文章の「分析」、文章の「分析・リバ
イズ」、「執筆」といった、多様な演習タスク
を継続的にこなすことによって、論文執筆能
力の向上を目指します。学習者同士の協働的
活動により、学習・研究活動に対する巨視的
な視点や自ら向上する姿勢を獲得することに
もつながります。

大学生・社会人のための言語技術トレーニング

三森ゆりか 著

A5 判　264 頁　2,310 円（税込）

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21343-0　好評発売中

欧米では小学校から体系立てて教えられてい
る「言語技術」。グローバル社会で求められる
言語力の土台となるスキルを、具体的な例文
や課題を通して学んでいきます。自らの日本
語を磨きたい大学生・社会人だけでなく、こ
とばの教育に携わるすべての人に必須の“世
界基準”の知識です。

日本語 ・ 日本語教育の研究

その今、 その歴史

加藤好崇 , 新内康子 , 平高史也 , 関正昭 編著

A5 判　300 頁　2,940 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-654-8　好評発売中

日本語教育の現在と過去に関わる 22篇の論文
集。第 1部の「日本語・日本語教育・関連領域」
には日本語教育の今をめぐる論文 10篇を、第
2部の「日本語教育史・言語教育史」には日
本語教育や言語教育の歴史の問題を考察した
論文 12篇を収載。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

 NEWS　 

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
大阪      　　　【『できる日本語』シリーズ教材説明会】

　

in
東京 　

【講師】 嶋田和子先生 ほか
【定員】 各 80名（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】凡人社営業部（担当：坂井）
　E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp
　-大阪 -
【日時】6月 8日（土）13:30～ 16:30（受付開始 13:00）
【会場】愛日会館 2階イベントホール（大阪市中央区本町 4-7-11）
　-東京 -
【日時】6月 22日（土）13:30～ 16:30（受付開始 13:00）
【会場】ハロー貸会議室永田町（千代田区平河町 2-16-9平河町 KDビル 3階）

in
千葉      地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 

  in 船橋
【講師】 広瀬万里子先生 ,足立祐子先生 ,鈴木英子先生
【日時】 6月 15日（土）14:00～ 17:25（受付開始 13:30） 
【会場】 クロス・ウェーブ船橋 大研修室（千葉県船橋市本町 2-9-3）
【定員】 60名（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】凡人社営業部（担当：坂井）
　E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

in
北海道   どんどん使える !　日本語文型トレーニング 

  
【講師】 坂本正先生
【日時】 7月 7日（日）　14:00～ 16:00 
【会場】 かでる 2・7道民活動センタービル（札幌市中央区北 2条西 7丁目）
【定員】 50名（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】凡人社麹町店（担当：四塚）
　E-mail：kojimachiten@bonjinsha.com

展示販売

展示販売

展示販売

１．できる日本語　中級　本冊
 （アルク）
２．TRY! 日本語能力試験N5
 文法から伸ばす日本語

（アスク出版）
３．日本語能力試験 完全模試N3

（Jリサーチ出版）
４．実力アップ！ 日本語能力試験
 N2　読む

（ユニコム）
５．実践日本語教育スタンダード

（ひつじ書房）

 麹町店ベスト５（4 月）

１．平成 24年度 日本語教育能力
検 定試験 試験問題 試験Ⅱ
（聴解）CD付

２. 日本語能力試験　公式問題集
N2

３. できる日本語　わたしの
　　ことばノート　初中級

４. 日本語能力試験　公式問題集
N4

５. できる日本語　わたしの
　　ことばノート　初級

麹町店店頭イベント麹町店店頭イベント
● 6 月 26 日（水）18:00 ～ 19:30（受付開始 17:30）　（定員 20 名／無料）
日本語教育能力検定試験対策セミナー

～『日本語教育能力検定試験 実戦予想問題 '13』を使って～

講師：泉均先生（言語デザイン研究所）

● 6 月 29 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
〈設計図〉を使って文章を書く ! 発表をする !

『大学生のための文章表現 & 口頭発表 練習帳』の効果的な使い方

講師：銅直信子先生 ,坂東実子先生

　※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

2013 年度
日本語教育学会春季大会

　【開催日】
  5 月 25 日（土）・26 日（日） 
　【会　場】
  立教大学池袋キャンパス
　【予稿集代】
  会員＝ 4,000 円 一般＝ 5,000 円
  参加の際には予稿集の購入が必要となり
  ます。
　【参加申し込み】
  大会当日受付でお申し出ください。

※書籍の展示販売を行っています。ぜひお立
ち寄りください。

※ 春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/13springprogram.pdf


