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平成 25 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　354 頁　CD1 枚付き　1,890 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-863-0　好評発売中

1年に 2回行われる「日本留学試験」の平成
25年 6月に行われた試験問題です。一冊に「日
本語」「理科」「総合科目」「数学（コース 1／
コース 2）」がすべて掲載されています。また、
「日本語」以外の科目は英語版も掲載されてい
ます。付属の CDには日本語科目の「聴解・
聴読解」の音声が収録されており、巻末には
参考資料として実施要項、応募者数・受験者
数一覧、試験会場一覧、シラバス（出題範囲）、
音声スクリプトが掲載されています。受験指
導をなさる方と受験者に必携の一冊です。過
去の年度の在庫はお問い合わせください。

文化初級日本語Ⅰ／Ⅱ　練習問題集　改訂版

文化外国語専門学校 編

Ⅰ　練習問題集　　B5判　143頁+別冊15頁　1,260円（税込）

ISBN 978-4-89358-860-9　好評発売中

Ⅱ　練習問題集　　B5判　103頁+別冊10頁　1,260円（税込）

ISBN 978-4-89358-861-6　好評発売中

凡人社 発売　

『文化初級日本語Ⅰ／Ⅱ　テキスト　改訂版』
で学習した文型を整理し、定着を図るための問
題集。テキストで学習するすべての文型に対応
した問題が各課の文型の順に提出されていま
す。授業の中で文型が理解できたかどうか確認
するために利用することも、授業後に学習者が
自宅で学習することもできます。復習のページ
では、問題の前に例文がまとめて提示されてい
ます。テキストの学習が終わった段階で、学習
内容を整理し、文法を正確に理解するのに役立
ちます。

 10 月には『教師用指導例集』が発売予定。授業

の例が具体的に紹介されています。指導のヒント

やアイディアが満載の一冊です。（営業部 坂井）

2014 年度版　

私費外国人留学生のための大学入学案内

アジア学生文化協会 編著

B5 判　402 頁　2,415 円（税込）　

アジア学生文化協会 発行　凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-868-5　9 月下旬発売予定

全国約 420 の大学について、試験日程、選考
方法、過去問題の入手方法等を詳しく紹介。巻
末には日本留学試験利用校を一覧で掲載してい
ます。学部学科索引で探すことも可能です。



JF 日本語教育スタンダード準拠

まるごと　日本のことばと文化 入門 (A1) 

かつどう／りかい

国際交流基金 編著

かつどう　　A4 判　148 頁　1,575 円（税込）

ISBN 978-4-384-05752-2　好評発売中

りかい　　A4 判　200 頁　1,785 円（税込）

ISBN 978-4-384-05753-9　好評発売中

三修社 発行

相互理解を目的とし、入門レベルから、発話
意図を理解するという語用論を取り入れてい
ます。聞いてまねしたくなる音声教材、日
本のくらしや文化が感じられるフルカラー
の写真やイラストで、日本と日本語への関
心を高めます。『まるごとサイト　http://
marugotonihongo.jp』にて各課の音声教材な
どを配信しています。

ビジネスコミュニケーションのための

ケース学習 【教材編】

職場のダイバーシティで学び合う

近藤彩 , 金孝卿 , ムグダ・ヤルディー , 福永由佳 ,

池田玲子 著

B5 判　119 頁　1,680 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-37-4　好評発売中

現実に起きた事例（ケース）の解決策を、学
習者同士で議論しながら導き出していく「ケー
ス学習」のテキスト。日本語の表現や文型に
着目するのではなく、仕事の現場で必要とさ
れる能力（問題発見解決能力や課題達成能力、
異文化調整能力）の育成を目指します。

日本語／日本語教育研究 ［４］ 2013

日本語／日本語教育研究会 編

A5 判　265 頁　2,520 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-35-0　好評発売中

日本語学と日本語教育の相互交流と発展のた
めに 2009年 5月に発足した「日本語／日本語
教育研究会」によるレフリー付きの研究会誌
です。第 4号の巻頭論文は山内博之氏が執筆。
他に、庵功雄氏、杉村泰氏をはじめとした国
内外からの投稿論文 14本を掲載しています。

生きた素材で学ぶ　

新・中級から上級への日本語 ［ワークブック］

鎌田修 監修　奥野由紀子，金庭久美子，山森理恵 著

A5 判　136 頁　1,890 円（税込）

ジャパンタイムズ 発行

ISBN 978-4-7890-1540-0　好評発売中

テキスト完全準拠ワークブック。漢字の読み
書きで定着を図る「語彙練習」、多様なドリル
で文法理解を進める「重要表現」、各ユニット
のテーマを通して学んだ内容を用いて行う「発
展練習」のタスクを通して、学習者が上級に
至った実感を得ること目指します。全面改訂
したテキストも好評発売中です。

TRY! 日本語能力試験 N3

文法から伸ばす日本語 ベトナム語版

アジア学生文化協会 著　

B5 判　190 頁 + 別冊 20 頁　CD1 枚付き

1,785 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-861-6　9 月中旬発売予定

文法を軸に総合的な力が身につく好評シリーズ
にベトナム語版が登場。「この文法はいつ、ど
こで、どうやって使うか？」に徹底的にこだわっ
て作られています。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。文法を切り口に、いろいろな練
習ができるお得な一冊です。



認知言語学　基礎から最前線へ

森雄一 , 高橋英光 編

A5 判　272 頁　2,625 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-595-8　好評発売中

「専門になると急に難しい！」認知言語学。そ
の中心的な 10のトピックを「基礎編」［最前
線編（論文）］の 2部構成でまとめました。入
門で足踏みしてしまった方、これから研究を
しようとお考えの方におすすめ。（執筆：高橋
英光、森雄一、鷲見幸美、笠貫葉子、伊藤健人、
大橋浩、王安、村尾治彦、長谷部陽一郎）

レベルアップ日本語文法　中級

許明子 , 宮崎恵子 著

B5 判　288 頁 + 別冊 28 頁　2,310 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-597-2　10 月下旬発売予定

初級後半から中級レベルの文法を段階的に楽
しく学び、日常生活での実用を目的とした日
本語文法教材。豊富な例文と丁寧な解説、多
様な問題形式で、中級レベルで苦手とされる
使い分けや類似表現などの正確な文法理解を
高める。英・中・韓の語彙訳、文法用語解説
も充実で自習にも最適。日本語能力試験対策
にも。

講座日本語コーパス１

コーパス入門

前川喜久雄 編

A5 判　196 頁　 3,570 円（税込）

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51601-2　好評発売中

『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ，
国立国語研究所）を利用して研究活動を行う
ため、構築にあたっての基本姿勢やコーパス
とは何かを考える入門書。アノテーション、
コーパスに関わるさまざまな研究領域、デー
タベース構築過程・研究史、検索法とインター
フェースなどを解説します。

シリーズ言語学と言語教育 26

第二言語習得における心理的不安の研究

王玲静 著

A5 判　260 頁　 6,090 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-586-3　好評発売中

第二言語習得における心理的不安が学習にど
のような影響を与えるのか、日中の学習者の
共通点と相違点から、その本質に迫ります。
実践から導きだした不安の軽減策を提案。先
行研究についても詳細に分析し、不安や動機
づけなどの情意要因に関して勉強を始めよう
とする人にもぴったりの一冊。

新編　認知言語学キーワード事典

辻幸夫 編

A5 判　492 頁　 4,515 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-7674-3476-6　9 月下旬発売予定

研究の進展が著しい認知言語学とその関連領
域の用語を、１頁ないし２頁でわかりやすく
解説。改訂にあたっては、その後の研究成果
を踏まえて、旧版の記述を見直し、用語も大
幅に追加してあります。また、「認知言語学を
学ぶ人のための基本文献案内」を新たに付録
として掲載しました。学生・研究者必携の事典。

外国語学習のめやす

高等学校の中国語と韓国語教育からの提言

「外国語学習のめやす 2012」作成プロジェクト 著

執筆担当：當作靖彦 , 中野佳代子

A4 判　114 頁　1,000 円（税込）

国際文化フォーラム 発行

ISBN 978-4-9901005-1-3　好評発売中

すべての言語教育関係者に向けた新しい教育
理念、内容、方法の提案。「めやす」の考え方
をまとめた第 1部と学習者の総合的コミュニ
ケーション能力向上を目指した授業づくりを
提案する第 2部に加え、15話題分野の Can-
do指標冊子（ブックインブック）付き。



● 11 月 9 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
中級とは、上級とは？　―プロフィシェンシーの観点に立った中級からの日本語教育―

講師：鎌田修先生（南山大学）

　※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

◎スリーエーネットワーク・凡人社合同企画「創立 40 周年記念フェア」
スリーエーネットワークと凡人社の創立 40周年を記念して、
麹町店では、7月から半年間の合同フェアを開催しています。
8月 16日から 9月 30日までは「『読む・書く』を教えるフェ
ア」を開催中です。
期間中は、おススメの書籍をご紹介し、対象書籍を特別価格
にて販売するほか、記念グッズのプレゼントもございます。
この機会にぜひ凡人社麹町店にご来店ください。

［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      　　　『文化初級日本語　テキスト　改訂版』

　

in
東京 　改訂のポイント

【講師】 『文化初級日本語　テキスト　改訂版』著者（文化外国語専門学校）
【定員】 各 100名（要予約。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）
　TEL：03-3263-3959　FAX：03-3263-3116
　E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

　-大阪 -
【日時】11月 16日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【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】11月 30日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】文化学園大学 C091教室（渋谷区代々木 3-22-1）

in
福岡      タスク先行型会話テキストの作り方

　『実践日本語教育スタンダード』（ひつじ書房）を使用して

【講師】 山内博之先生（実践女子大学）
【日時】11月 10日（日）14:00～ 17:00（受付開始 13:30）
【会場】博多バスターミナル 9階　第 6ホール
 （福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 20名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料　
 ※ 『実践日本語教育スタンダード』（ひつじ書房　8,000円 +税）を

使用し、ワークショップを行います。必ず事前にご購入いただくか、
当日ご購入ください。（当日、１割引にて販売いたします。）

【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

１． 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 ]
 （凡人社）
２． ビジネスコミュニケーション
 のためのケース学習 【教材編】

（ココ出版）
３． 文化初級日本語Ⅰ　テキスト
 改訂版

（凡人社）
４． まるごと　日本のことばと文

化　入門A1　かつどう
（三修社）

４． まるごと　日本のことばと文
化　入門A1　りかい

（三修社）

 麹町店ベスト５（８月）

１． 絵で導入・絵で練習
２. WEEKLY J book1
 日本語で話す 6週間
３. BASIC KANJI BOOK VOL. 1 
 第 4版
４. 日本語能力試験対応
 きらり☆日本語　N4　語彙
５. 平成 24年度日本語教育能力

検定試験　試験問題

麹町店店頭イベント麹町店店頭イベント

2013 年度
日本語教育学会秋季大会

　【開催日】
　　10 月 12 日（土）・13 日（日） 
　【会　場】
　　関西外国語大学中宮キャンパス

書籍展示会場にも
ぜひお立ち寄りください！

12 日・13 日の両日、会場にブース
を出します。新刊を中心に、専門書・
教材をお持ちします。

※ 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/13autumnprogram.pdf


