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中級日本語　上　新装改訂版　

東京外国語大学留学生日本語教育センター 著

B5 判　192 頁＋別冊 32 頁　CD1 枚付き　2,000 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-886-9　好評発売中

定番の教材『中級日本語』の新装改訂版。大
学進学をめざす日本語学習者のための中級教
材です。読解素材は旧版のものが継続して掲
載されており、それらを精読することで文法
項目、語彙、漢字等の言語要素を段階的に学
習できます。また同時に、文章の構造等も理
解できるようになることを目的としていま
す。上巻にあたる本書には旧版の 12課までが
掲載されており、新出文型のそれぞれに「意
味・用法」の簡単な説明と例文がついていま
す。音声 CD付き。著者が運営するサイト
「JPLANG」で無料教材が多数公開されていて
便利です。下巻は 2015年春発売予定。

平成 26 年度 日本語教育能力検定試験

試験問題 試験Ⅱ （聴解） CD 付

日本国際教育支援協会 編著　

B5 判　148 頁　CD1 枚付き　1,400 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-888-3　4 月初旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の平成 26年 10 月
に行われた試験問題です。試験問題と正解だ
けでなく、巻末には参考資料として実施要項、
出題範囲や実施状況のデータも掲載されてい
ます。試験勉強の手始めに、また、受験直前
の総まとめや実力試しとしても活用できる、
受験者必携の一冊です。平成 25年度以前のも
のも発売中です。

接触場面における母語話者のコミュニケー

ション方略

情報やりとり方略の学習に着目して

栁田直美 著　

A5 判　224 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行　

ISBN 978-4-904595-58-9　好評発売中

これまでの接触場面研究の多くは、非母語話
者の日本語習得に主眼が置かれていました。
本書は、母語話者の言語的調節に焦点を当て、
その実態を明らかにしたものです。さらに、
どのように言語的調節を学習すべきかをモデ
ル化し、非母語話者とのコミュニケーション
を支援する方法を模索しています。



みんなの日本語中級Ⅰ　

くり返して覚える単語帳

スリーエーネットワーク 編著

B5 判　73 頁＋別冊 12 頁　900 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-709-5　好評発売中

『みんなの日本語中級Ⅰ 本冊』の新出語の確
認、整理、定着を目指し、繰り返して使う「単
語帳」のような問題集です。各課 4頁の練習
問題はさまざまな問題形式で、何度も繰り返
して練習できるように工夫されています。巻
末の新出語リストは「必ず覚える」から「わ
かればよい」まで、重要度の目安が☆の数で
わかるようになっています。

相互行為としての読み書きを支える授業デ

ザイン

日本語学習者の推敲過程にみる省察的対話の意義

広瀬和佳子 著

A5 判　360 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-57-2　好評発売中

本書は、第二言語で読み書きを学ぶ教室がど
のようにあるべきかを追究した実践研究です。
読み書きを他者との間で営まれる相互行為で
あると捉え、教室を、その相互行為の過程に
生じるさまざまな対立や矛盾を自分自身で意
味づけていく場へと展開させます。

第二言語によるパラフレーズと日本語教育

鎌田美千子 著

A5 判　152 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-56-5　好評発売中

本書は、アカデミック・ライティング教育の
基礎研究の 1つとして、パラフレーズ（言い
換え・書き換え）に注目し、問題点とその要
因の解明を目指すものです。語句レベルの局
所的なパラフレーズのみを扱っていた従来の
教育方法に対して、文章・談話レベルで意味
を読み取って表す学習の必要性を訴えます。

多文化理解の語学教育  語用論的指導への招待

石原紀子 編著　アンドリュー・D・コーエン 著

A5 判　312 頁　3,500 円＋税

研究社 発行

ISBN 978-4-327-37738-0　3 月中旬発売予定

「言葉に込められた間接的な意味を理解し、相
手の真意をくむ。相手と親しく話したり、丁
寧にお願いしたりしながら、人間関係を築く」。
このようなことを外国語で行うには、文化的
知識や社会的規範の理解に基づく「語用論的
能力」が必要です。本書は、語学指導にこう
した多文化理解導入を考える語学教員向けの
実践的ガイドブックです。

新聞 ・ テレビ　ニュースの日本語

用例で覚える重要語彙１０００

松本節子 , 長友恵美子 , 佐久間良子 , 浜畑祐子 ,

岩見智恵子 , 盛田真規子 著　

B5 判　160 頁　1,600 円＋税

ジャパンタイムズ 発行　

ISBN 978-4-7890-1596-7　好評発売中

経済・政治・社会・科学の 4分野 11項目から
1,300以上の語彙を収載。重要語彙以外は総
ルビで学習者の負担を軽減し、繰り返し読む
ことで語彙や表現の確実な定着を目指します。
日経新聞と NHKのニュースで既習語彙の定
着度を測り、巻末ドリルで全分野の総復習や
音読練習も。毎日の生活やビジネスなどで接
する話題の理解度を高めるための一冊です。



外国語教育Ⅵ　

言語 （外国語） 教育の理念 ・ 実践案集

吉島茂 , 大橋理枝 編

B5 判　506 頁　3,000 円＋税

朝日出版社 発行

ISBN 978-4-255-00814-1　好評発売中

『ヨーロッパ共通参照枠』（外国語教育Ⅱ）は
外国語教育の柱として、その影響はアジア諸
国にまで及んでいます。本書の大半は、指導
要領の抄訳ですが、アメリカの SFLLは具体
的な授業例も多く、スイスの『言語プロファ
イル』は、一般教育全教科を巻き込んだ第一
／二言語の授業計画作成のための提言書です。

講座　日本語コーパス 3

話し言葉コーパス  設計と構築

前川喜久雄 監修　小磯花絵 編

A5 判　200 頁　3,400 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51603-6　好評発売中

「日本語話し言葉コーパス（CSJ）」の成果をま
とめた内容。「話し言葉」の持つ特殊性に配慮
し、コーパスとして要件に見合うように収集、
データ処理、アノテーションを行う過程を概
説しています。近年のさまざまなツールの充
実を踏まえて、Praatによる音声分析、ELAN
による映像分析の方法を巻末に収録します。

外国語教育Ⅶ　

グローカル時代の外国語教育

吉島 茂 , Stephen Ryan 編

B5 判　224 頁　CD-ROM 1 枚付き　2,800 円＋税

朝日出版社 発行

ISBN 978-4-255-00815-8　好評発売中

「グローバル化」とは、実は「グローバル」と
「ローカル」の間の相互作用、再編成の動きな
のです。本書ではこの観点から日本での代表
的外国語について、言語政策、指導理論、現場・
教室の抱える問題を論じ、さらにこれからの
最大の課題である教員養成の改革を、ドイツ
を代表例として紹介しました。

マイナスの待遇表現行動

対象を低く悪く扱う表現への規制と配慮

西尾純二 著

A5 判　288 頁　3,700 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-645-0　好評発売中

マイナスの待遇表現（対象を低く悪く扱う表
現）は、良好な対人関係を維持するための規
制を受けますが、話し手は相手にマイナスの
評価を表明したいという欲求があります。こ
の規制と表現欲求との間には、どのような力
学が働くのでしょうか？　その謎に迫ります。
敬語に関心のある方必携の一冊です。

日本語ライブラリー　　ことばの借用

沖森卓也 , 阿久津智 編著　岡本佐智子 , 小林孝郎 ,

中山恵利子 著

A5 判　164 頁　2,600 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51613-5　好評発売中

外来の言語の語彙を取り入れる「借用」をキー
ワードに、日本語にとりいれられてきた外来
語と外国語の中に外来語として定着した日本
語を分析。異文化交流による日本語の発展と
変容、日本と日本語の国際社会における位置
づけを考えます。

日本語教育のための言語テストガイドブック

李在鎬 編

A5 判　248 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-652-8　好評発売中

日本語能力試験、BJTビジネス日本語能力テ
スト、OPIなど、運用中または開発中の日本
語テストについて、その関係者たちがテスト
の背景・目的・開発プロセス・運用実績など
をわかりやすく紹介します。CEFRをはじめ、
テストの開発・実施のために抑えておきたい
基礎知識も丁寧に解説しています。



● 3 月 28 日（土）13:30 ～ 15:30（受付開始 13:00）　（定員 20 名／無料）

『NIHONGO ACTIVE TALK』教材説明会 
～初心者でも「話せた !」という体験を積んでいこう～  
講師：上原由美子先生 ,菊池民子先生

● 4 月 18 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）

タスクで学ぶ日本語ビジネスメール・ビジネス文書 
～適切にメッセージを伝える力の養成をめざして～ 
講師：村野節子先生

 ※店頭イベントは、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：松岡）
 TEL: 03-3239-8673　FAX: 03-3238-9125　E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

営業部からのお知らせ

１． WEEKLY J for Starters 1 
 Dive into Japanese

（凡人社）

２． ドリル＆ドリル　日本語能力
試験　N4 　文字・語彙・文法・
聴解・読解 

（ユニコム）

３． フィードバック研究への招待
（くろしお出版）

４． 外国語教育Ⅶ　グローカル時
代の外国語教育

（朝日出版社）

５． 感じのよい英語　感じのよい日
本語

（くろしお出版）

 麹町店ベスト５（２月）

１． 新版　ロールプレイで学ぶ
 中級から上級への日本語会話

２． 日本語能力試験　公式問題集
 N3
３． 漢字たまご　初級
４． WEEKLY J for Starters 1 
 Dive into Japanese
５． 絵で導入・絵で練習

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ

 NEWS　 
●『新版　BASIC KANJI BOOK 

vol.1』4 月発行予定 !!

漢字学習で多くの方にご愛用いただ
い て い る「BASIC KANJI BOOK 
Vol.1/Vol.2」が新装、改訂されます。

シラバス、課の構成はそのままに、
より見やすいレイアウトに刷新。

新しい常用漢字表に準拠し、一部、
語例・例文の見直しもしました。

まずは、4月に Vol.1が登場します！
ご期待ください。

［イベント情報］

in
鹿児島     九州日本語教育連絡協議会・鹿児島日本語教育研究会　　

 2014 年度 3 月研修会
 『新しい基礎日本語教育のデザインと教師の役割
 ～ NEJ を活用した日本語教育の実践～』
【講師】 西口光一先生
【日時】 3月 28日（土） 　14:00～ 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 鹿児島大学 共通教育棟 3号館 312号講義室（1階）
【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】1,000円（税込）
【主催】 九州日本語教育連絡協議会・鹿児島日本語教育研究会　【共催】アルク・凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

in
愛知      学習者の発話を引き出すヒント　　

 ～『できる日本語』を例として～
【講師】 嶋田和子先生
【日時】 4月 11日（土）　13:30～ 15:00（受付開始 13:00）
【会場】 名古屋国際センター 5階第 1会議室（名古屋市中村区那古野 1-47-1）
【定員】 80名（予約不要。当日先着順。）
【参加費】東海日本語ネットワーク会員：無料／一般：500円（税込）
【主催】 名古屋国際センター　　【共催】アルク・凡人社 
【お申し込み・お問い合わせ】名古屋国際センター交流協力課
　　　　　　　　　　　　　  電話：052-581-5689　FAX：052-581-5629

in
大阪      日本語教師塾 @ 大阪 Vol.4　　

 日本語教師の演出・表現・対話力
【講師】 毛利元貞先生
【日時】 4月 25日（土） 　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター（大阪市中央区淡路町 3-5-13）
【定員】 40名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】2,000円（税込）
【主催】 アルク・凡人社 
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）
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