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平成 25 年度　日本留学試験 ( 第 2 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　344 頁　CD1 枚付き　1,890 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-864-7　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11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。

日本語教師のための TIPS77　③

音声教育の実践

當作靖彦 , 横溝紳一郎 シリーズ監修　河野俊之 著

四六判　288 頁　1,680 円（税込）

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-615-3　3 月上旬発売予定

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 3巻です。「発音への関
心を持たせるにはどうしたらいいか考えよう」
「母語別の誤用の傾向を知ることについて考え
よう」など、音声教育に関する疑問や指導法を
詳しく解説しています。学習者の母語別の音声
や、指導中の教師の動きを、WEBサイトで視
聴することができます。

改訂版 日本語教育能力検定試験に合格す

るための記述式問題 40  

石黒圭 , 辻和子 , 星野恵子 著

A5 判　199 頁＋別冊 32 頁　 2,415 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-2426-5　好評発売中

2011年度からの記述式問題の出題形式変更に
対応した改訂版。無理なく解答を作成するた
めの手順やコツがわかる講義編、スリーステッ
プで解答する練習を積み、着実に解答の「型」
を身につけられる実践編で、「記述式問題対策
は何から手をつければいいかわからない」と
いう受験者の声に応えます。対策問題は大量
の 40問。別冊解答用紙付きです。



TRY! 日本語能力試験 N1 ／ N5

文法から伸ばす日本語　ベトナム語版

ABK（アジア学生文化協会） 著

N1　　B5判  192頁＋別冊16頁  CD1枚付き  1,890円（税込）

ISBN 978-4-87217-863-0　好評発売中

N5　　B5判  152頁＋別冊20頁  CD1枚付き  1,575円（税込）

ISBN 978-4-87217-859-3　好評発売中

アスク出版 発行

文法を軸に総合的な力が身につく TRYシリー
ズの「N1」「N5」ベトナム語版。効率よく文
法を整理しながら学習することで、適切に使
いこなす力が身につきます。文型数は N1が
129、N5が 46。練習問題は日本語能力試験の
出題形式で収録しました。

にほんごで よむ 仙台 ・ 宮城  vol.1/vol.2

仙台国際日本語学校 著

vol.1　　A5 判　1 セット 5 冊　1,260 円（税込）

ISBN 978-4-9907465-0-6　好評発売中

vol.2　A5 判　1 セット 4 冊　1,260 円（税込）

ISBN 978-4-9907465-1-3　2 月下旬発売

仙台国際日本語学校 発行　

やさしい日本語で地域の文化を学べる読み物で
す。vol.1は、仙台、松島、牛タン、七夕祭り、
伊達政宗。vol.2は、仙台弁、仙台四郎、広瀬川、
3.11。初級・初中級・中級の３つのレベルに分
かれており、文法や語彙の難易度や文章の長さ
が調整されています。カラーの写真とイラスト
で、理解しやすく、楽しく読めるようになって
います。多読教材に最適です。

ドリル＆ドリル　日本語能力試験Ｎ３　

聴解 ・ 読解

星野恵子 , 辻和子 著

B5 判　120 頁＋別冊 80 頁　CD2 枚付き　2,520 円（税込）

ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-493-6　好評発売中

豊富な問題に加え、学習者はもちろん教師も
助かる丁寧で充実した解説（英・中・韓訳付き）
が好評の、日本語能力試験対策本です。シリー
ズ最新刊の『N3聴解・読解』では、各問題を
解くポイントのみならず、N3で重要な語彙も
取り上げ、さらに試験に備えます。

みんなの日本語中級Ⅱ　翻訳 ・ 文法解説

ドイツ語版／フランス語版

スリーエーネットワーク 編著

ドイツ語版　　B5 判　191 頁　1,890 円（税込）

ISBN 978-4-88319-619-7　3 月発売予定

フランス語版　　B5 判　191 頁　1,890 円（税込）

ISBN 978-4-88319-620-3　3 月発売予定

スリーエーネットワーク 発行

新出語とその訳、文法解説（本文中の「理解項
目」「産出項目」の意味・機能）、文法プラスア
ルファとして本冊にはない「中級文法」補足項
目の意味・機能解説と例文を掲載。

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 漢字英語版

西口光一 監修

新矢麻紀子 , 古賀千世子 , 髙田亨 , 御子神慶子 著

B5 判　159 頁＋参考冊 37 頁　1,890 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-683-8　4 月発売予定

主に非漢字圏学習者を対象とした教材。字形と
意味的な特徴の学習、ベーシック・ストローク
の練習を経て、読み方、書き方、使い方を学習。
220字の漢字、350字の漢字語を収録。

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 

翻訳 ・ 文法解説 中国語版

スリーエーネットワーク 編著

B5 判　157 頁　2,100 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-678-4　好評発売中

『第 2版 本冊』にあわせ、語彙や翻訳を一部差
し替えました。



ことばの本質に迫る理論言語学

畠山雄二 編著

岸本秀樹 , 谷口一美 , 本田謙介 , 田中江扶 , 藤田耕司 著

A5 判　368 頁　2,940 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 9784874246146　好評発売中

「ジョッキを飲み干した」と言えて「ジョッキ
を飲んだ」と言えないのはなぜか？　――言葉
にひそむ疑問を、理論言語学が深く掘り下げま
す。ちょっと難しいものもありますが、言葉の
面白さ、奥深さに気づかせてくれます。言葉を
学ぶ人、教える人、必読の書です。

デジタル ・ メタファー

ことばはコンピューターとどのように向きあってきたか

荒川洋平 著

四六判　208 頁　2,100 円（税込）

東京外国語大学出版会 発行

ISBN 978-4-904575-31-4　好評発売中

コンピューターは、いまや私たちの生活に欠
かせない道具＝機械となりました。人間はこ
の複雑難解な機械とどのようにつきあってき
たのでしょうか。本書は、比喩表現を用いて
“未知なる存在”＝コンピューターの世界を理
解しようとしてきた日本語の格闘の軌跡をた
どる、応用認知言語学の新しい成果です。

キャリアデザイン学への招待

研究と教育実践

金山喜昭 , 児美川孝一郎 , 武石恵美子 編

A5 判　232 頁　2,310 円（税込）

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-7795-0808-0　好評発売中

自分の人生を主体的に選択するために必要な
「学び」とは何でしょうか？　講義科目、ゼミ、
体験学習、大学院でのさらなる探求…。法政
大学キャリアデザイン学部が創設 10周年を迎
えるにあたって、総勢 30人の教員がキャリア
デザイン学における積年の研究を、多彩な教
育実践とともに紹介します。

新版　見える日本語　見せる日本語

江副隆秀 著

四六判　384 頁　1,890 円（税込）

創拓社出版 発行

ISBN 978-4-87138-260-1　好評発売中

日本語の文法は従来の方法だけで説明しよう
とすると説明しにくい例がたくさんあります。
それをわかりやすく説明するために、日本語
文法を可視化させた「江副文法」は、外国人
だけでなく、ろう児童や障害者にも理解しや
すい、日本語教育の新しいカタチです。デジ
タル教材「ビジュアルラーニング・ジャパニー
ズ」の基本となる日本語指導教本です。

ピア ・ ラーニング

学びあいの心理学

中谷素之 , 伊藤崇達 編著

A5 判　256 頁　2,730 円（税込）

金子書房 発行

ISBN 978-4-7608-3256-9　好評発売中

仲間とともに学び、教え合い、学習のリソース
を分かち合うことで、より深く広い学習をめ
ざすピア・ラーニングの理論と実践。学習者同
士のかかわりあいを活かした学びのアプローチ
で、教室での学びを確かにする学習方略がわか
る一冊です。

日本に住む多文化の子どもと教育

ことばと文化のはざまで生きる

宮崎幸江 編

A5 判　288 頁　2,100 円（税込）

SUP 上智大学出版 発行　ぎょうせい 発売

ISBN 978-4-324-09723-6　好評発売中

家庭では親の文化を、学校では日本の文化を
学習する多様な背景をもつ子どもたち。複数
の言語と文化に接する「多文化の子ども」が
自文化に誇りを持って成長し、活躍できる社
会とは？　ことば、文化、アイデンティティ
の問題に焦点をあて、多文化共生と教育につ
いて多角的に考察します。



【イベント情報】

ことばの教育プロジェクト
日常の接触場面から楽しい授業

を創る、その本質
―わたしのレシピをかくとびら―

【講師】 溝部エリ子先生 ,妹川幸代先生
【日時】 3月 1日（土）13:00～ 16:00
【場所】 九州大学西新プラザ大ホール
 （福岡市早良区西新 2-16-23）
【定員】 80名　　【参加費】500円（税込）
【お申し込み】

件名を「ことばの教育プロジェクト」
とし、氏名・住所をご記載のうえ、
下記にメールをお送りください。
fukae@aiwa.co.jp（ご担当：深江様）

● 3 月 1 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
非漢字圏学習者への指導をよりよいものにするために

―「TRY ！日本語能力試験」を使って―

講師：町山恵子先生

● 3 月 8 日（土）13:30 ～ 16:40（受付開始 13:00）　（定員 20 名／無料）
日本語教師になろう ! 

講師：及川信之先生 ,大森雅美先生 ,田桑有美子先生

● 3 月 15 日（土）14:00 ～ 16:00（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
『改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題 40』説明会

講師：星野恵子先生

● 3 月 22 日（土）14:00 ～ 16:00（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
楽しく学べて、実際に使えるようになるための中級文法の学習をめざして

―『レベルアップ日本語文法　中級』の活用法―

講師：許明子先生

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
福井      地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 

　in 福井
【講師】 宿谷和子先生 ,浅野陽子先生 ,鈴木英子先生
【日時】 4月 12日（土）　13:30 ～ 16:55（受付開始 13:00）
【会場】 福井県国際交流会館 2階第 1・2会議室（福井県福井市宝永 3丁目 1-1）
【定員】 60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
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

in
東京      非漢字圏学習者に対する日本語指導を考える 

　―『できる日本語』を使って―
【講師】 嶋田和子先生
【日時】 4月 26日（土）　13:30 ～ 16:30（受付開始 13:15）
【会場】 新宿文化センター 4階第 1会議室（東京都新宿区新宿 6-14-1）
【定員】 60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
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

［展示販売情報］　※お申し込み・お問い合わせは、主催団体へお願いします。

●日本語教師ブラッシュアップセミナー
【講師】 坂本正先生
【日時】 3月 8日（土）　13:30 ～ 16:30（受付開始 13:00）
【会場】 北九州YMCA日本語学校（北九州市小倉北区鍛冶町 2-3-9）
【定員】 50名（要予約。先着順）
【参加費】2,000円（税込）
【お申し込み・お問い合わせ】E-mail：nishimura@kitakyushuymca.org
 電話：093-531-1587（ご担当：西村様・木本様）

展示販売

展示販売

展示販売

１． 日本語でインターアクション
 （凡人社）

２． 平成 25年度日本留学試験（第
２回）試験問題 聴解・聴読
解問題 CD 付

（凡人社）

３． みんなの日本語初級Ⅱ第 2版
 翻訳・文法解説 中国語版

（スリーエーネットワーク）

４．中上級のにほんご　2014年
1月号

（創作集団にほんご）

５． 改訂版 日本語教育能力検定
試験に合格するための記述式
問題 40

（アルク）

 麹町店ベスト５（1 月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
N4

２. 日本語能力試験　公式問題集
N3

３. 日本語能力試験　公式問題集
N1

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からのお知らせ


