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日本語能力試験対応 

短期マスター 聴解ドリル 2 [N1 ・ N2 レベル ]

浅野陽子 , 武田聡子 , 長崎清美 著

B5 判　90 頁 + 別冊 80 頁（予定）　CD2 枚付き

1,680 円（税込）（予価）

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-857-9　7 月中旬発行予定

既刊の『聴解ドリル１』で身につけた聴解の
基礎力をもとに、コミュニケーションに焦点を
当てた聴き取りの学習をします。「１部」では、
イントネーションの違い、言い淀み、言いさ
しなど、会話を理解するために役立つ聴き取
りとその発話練習を、「２部」では、日本語能
力試験の聴解問題を例に、聴解の形式ごとに
必要となる「聞き取りのコツ」を学びます。「聴
き取り」から「発音」「会話・コミュニケーショ
ン」「日本語能力試験対策」へと、目的に応じ
て学習を広げられる一冊です。

みがけ！コミュニケーションスキル

中上級学習者のための

ブラッシュアップ日本語会話

清水崇文 編著

B5 判　200 頁　CD1 枚付き　2,310 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-655-5　好評発売中

円滑なコミュニケーションのためには、文法
だけでなく、適切なことばの運用に関する知
識も身につける必要があります。本書は、日
本人とのコミュニケーションにおいて、「相手
と良好な関係を確立・維持しながらも、自分
の意図や考えをきちんと伝えることができる
能力」を養成することを目指しています。

初級日本語 あゆみ vol.2　

関西外語専門学校教材作成スタッフ 著

B5 判　412 頁　2,940 円（税込）

凡人社 発売　

ISBN 978-4-89358-855-5　好評発売中

2012年秋に発行された『初級日本語 あゆみ
vol.1』に続く第 2弾。初級後半レベルの学習
者を対象にしています。市販教材の多くが東
京を学習の場として設定していますが，この
シリーズの舞台は大阪です。各課のトピック
は公共施設の利用やアルバイトなど，学習者
が必ず経験する「衣・食・住・学」の事柄を
取り入れています。

 特に京阪神の学習者にお勧めです。（営業部 吉田）



保育系学生のための日本語表現トレーニング /

看護系学生のための日本語表現トレーニング

保育　　渡辺弥生 , 平山祐一郎 , 藤枝静暁  編著

A5 判　72 頁＋ 32 頁（A4 判）　1,890 円（税込）

ISBN 978-4-385-36330-1　好評発売中

看護　　野呂幾久子 , 渡辺弥生 , 味木由佳  編著

A5 判　72 頁＋ 32 頁（A4 判）　1,890 円（税込）

ISBN 978-4-385-36328-8　好評発売中

三省堂 発行　

保育系、看護系に特化した待望の日本語表現
トレーニングブック。敬語を使う、説明する、
対話する、メールや手紙、レポートを書くなど、
日本語表現の基礎を具体的な素材を使って学
ぶ【スタディスキル編】、良好な人間関係を築
くためのコミュニケーション力を身に付ける
【ソーシャルスキル編】の 2部構成。学生ばか
りでなく、新人保育者、新人看護師にも最適。

改訂版　毎日使えてしっかり身につく

はじめよう日本語 初級

TIJ 日本語教育研修所 著　

スリーエーネットワーク 発行

1　メインテキスト

B5 判　240 頁 + 別冊 12 頁　CD3 枚付き

2,730 円（税込）

ISBN 978-4-4-88319-649-4　好評発売中

1　ドリルと文法

B5 判　147 頁 + 別冊 28 頁

1,260 円（税込）

ISBN 978-4-88319-636-4　好評発売中

2　メインテキスト

B5 判　240 頁 + 別冊 12 頁　CD3 枚付き

2,730 円（税込）

ISBN 978-4-88319-650-0　好評発売中

2　ドリルと文法

B5 判　147 頁 + 別冊 28 頁

1,260 円（税込）

ISBN 978-4-88319-651-7　好評発売中

語彙の見直し、統計資料の最新データへの差
し替え、別売だった CDもメインテキストの
付属とするなど、使いやすく改訂しました。『語
彙リスト』（英語訳など）『授業の進め方』は
アマゾンプリントオンデマンドなどで発行す
る予定です。

異文化理解入門　

原沢伊都夫 著

A5 判　236 頁　2,310 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-327-37734-2　6 月下旬発行予定

「異文化」を身近な例でやさしく説明、理解を
深める実践問題が付いています。各章のテー
マは楽しい４コマ漫画で導入され、章末の「異
文化よもやま話」では著者の体験談が紹介さ
れています。構成は授業でも使いやすい全 15
章。あらゆる人とよりよい関係を築くための
ヒントがたくさん詰まっています。

日本語教育能力検定試験

実戦予想問題  '13

言語デザイン研究所／泉均 著　　

B5 判　問題編 288 頁 + 解答・解説編 200 頁

試験Ⅱ対策 CD2 枚付き　4,830 円（税込）

晶文社 発行

ISBN 978-4-7949-9470-7　好評発売中

過去問研究で出題傾向を予測し、実戦形式 3回
分で試験範囲を完全網羅。著者の 20年の指導
実績を凝縮した解法のテクニックも本書の特長
です。直前対策はもちろん、解説が豊富で初学
者にも！　試験Ⅱ対策 CD2枚付き。著者自身
による記述問題の添削指導も受けられます。



ポライトネスの談話分析

初対面コミュニケーションの姿としくみ

三牧陽子 著

A5 判　328 頁　3,780 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-592-7　好評発売中

初対面のとき、人々はどのように話題を選び、
会話を遂行しているのだろうか。また、そこ
にはどのような配慮が働いているのであろう
か。話題の転換、自己開示はどのように行っ
ているのか。二者間の対面会話から、ポライ
トネス理論を用いて多様な観点から初対面会
話を実証的に分析します。

子どもたちはいつ日本語を学ぶのか

複数言語環境を生きる子どもへの教育

尾関史 著

A5 判　248 頁　3,780 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-34-3　好評発売中

複数の言語・文化の中で育つ子どもたちは、
ことばをどう捉え、学び、そして、その過程
でどのようにアイデンティティを形成してい
くのか。ある外国籍の子どもへの 1年半にわ
たるフィールドワークと、4人の若者へのラ
イフストーリーインタビューを通して、その
問いに答えます。

ガイドブック日本語史

大木一夫 著

A5 判　264 頁　2,310 円（税込）　

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-615-0　好評発売中

どのようにして言語の歴史は明らかにされる
のか。従来の通史的な日本語史の概説書では
なく、日本語の歴史を明らかにするための方
法について書かれた日本語史の概説書。例え
ば古い文献を利用する際の注意点、文献以前
の言語の姿を探るための方法などを具体的に
わかりやすく説明した、画期的な一冊です。

深層文化　　異文化理解の真の課題とは何か

ジョセフ・ショールズ 著

鳥飼玖美子 監訳　長沼美香子 訳

B5 判　256 頁　2,205 円（税込）　

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-24577-6　好評発売中

異文化の地の新たな環境で、人が経験する「文
化を学ぶ」プロセスとはどのようなものか。異
国の地では、地元の人ですら自覚せずに営んで
いる、深層レベルの文化に適応する必要があり
ます。異文化理解の先行研究との議論と、イン
タビューで得た声の心理分析を通して、異文化
の学びの新たな理論モデルを提唱します。

子どもの言語学習能力　　言語獲得の基盤

L. マッキューン 著　小山正 , 坪倉美佳 訳

A5 判　382 頁　3,675 円（税込）

風間書房 発行

ISBN 978-4-7599-1968-4　好評発売中

内的な意味を経験し、それを言語で表現する
子どもの能力の源は何か。言語獲得の初期段
階から指示的な言語へと推移する過程を幅広
い発達理論から論じたテキスト。ことばの獲
得につまずく子どもたちへの支援において、
また、言語心理学・認知言語学の分野の研究者・
学生にも参考になる価値ある文献です。

国語科教師の学び合いによる

実践的力量形成の研究　

協働学習的アクション ・ リサーチの提案

細川太輔 著

A5 判　194 頁　4,830 円（税込）

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-639-6　好評発売中

「協働学習的アクション・リサーチ」という教
師の学び合いを提案し、教師がお互いの授業
の実践を見せ合い、違いを受け止め、成長す
るプロセスを明らかにします。決まったカリ
キュラムを実行するロボットではなく、個性
を活かした魅力的な教師になるために。



● 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（敬愛大学・城西国際大学非常勤講師）
　　　坂東実子先生（敬愛大学・東京外国語大学留学生日本語教育センター非常勤講師）

● 7 月 13 日（土）15:00 ～ 17:00（受付開始 14:00）　（定員 20 名／無料）
初級クラスにおいて、一人の日本語教師が実践していること & 横浜国立大学大学院説明会

講師：河野俊之先生（横浜国立大学）

　※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

［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
東京      【『できる日本語』シリーズ教材説明会】

　教科書が変わると、教師が変わる 教師が変わると、学習者が変わる　

【講師】 嶋田和子先生 ,白石佳和先生
【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）
【定員】 100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

in
福岡      【『できる日本語』シリーズ教材説明会】

　教科書が変わると、教師が変わる 教師が変わると、学習者が変わる

【講師】 嶋田和子先生 ,深江新太郎先生 ,妹川幸代先生
【日時】7月 27日（土）13:30～ 16:30（受付開始 13:00）
【会場】博多バスターミナル 9階 第 1、2ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【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】凡人社営業部（担当：坂井）
　E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

展示販売

展示販売

展示販売

１．きらり☆日本語　N4　語彙
 （凡人社）
２．NEJ:テーマで学ぶ基礎日本
語 [vol.1]　中国語版

（くろしお出版）
３．日本語能力試験   完全模試N4

（Jリサーチ出版）
４．ワークシートで学ぶ日本語
 ～初期指導～

（本の泉社）
５．日本語は「空気」が決める

（光文社）

 麹町店ベスト５（５月）

１．日本語能力試験　公式問題集
 N1
２. 短期マスター　日本語能力試

験ドリル　N5
３. できる日本語　わたしの文法

ノート　初中級

４. 絵で導入・絵で練習
５. 日本語能力試験　公式問題集

N2

麹町店店頭イベント麹町店店頭イベント

日本語教材リスト No.42
配布開始！

国内外の日本語教材と関連書籍を網
羅した冊子。凡人社麹町店や各種イ
ベントの展示販売ブースにて無料配
布しております。送付ご希望の方
は弊社ウェブサイトをご参照くださ
い。（http://www.bonjinsha.com）

日本語プロフィシェンシー研究会特別シンポジウム

「日本語の談話とプロフィシェンシー」
【日時】6月 29 日（土）
 10：00～ 17：00

【会場】キャンパスプラザ京都第 2 講義室 
 （JR 京都駅ビル駐車場西側）

【参加費】会員：無料、非会員：2,000 円
【お申し込み・お問い合わせ】
 日本語プロフィシェンシー研究会 
 http://proficiency.jp/　


