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日本語教育教科書
日本語教育能力検定試験 合格問題集
第3版
ヒューマンアカデミー 著
B5 判 432 頁 2,980 円＋税
翔泳社 発行
ISBN 978-4-7981-6362-8 2 月中旬発売予定

ヒューマンアカデミー著

第
合格問題集 3
版

CD付き

実績あるヒューマンアカデミーの講師陣が、試

合格問題集
第

3

験を徹底分析して執筆！ 本番さながらの模擬

版
音声

まるまる

模擬試験３回分

特別講座

記述

で 合格をつかむ

・すべての問題に詳しい解説付き
・傾向をつかむところから直前の腕試しまで

「試験Ⅱ」
（聴解）
用

CD2枚 ＆
音声ダウンロード
サービス付き

試験を、詳しい解説とともに 3 回分収録。さ
らに苦手とする人が多い「音声」および「記述」
の問題は別章を設けて徹底対策。本番形式に慣

OPI による会話能力の評価

れるためや苦手分野の克服にも役立ちます！

テスティング、 教育、 研究に生かす

音声 CD2 枚付き（mp3 の DL も可）
。

鎌田修 , 嶋田和子 , 三浦謙一 編著

A5 判 272 頁 2,800 円＋税（予定）

2020 年 日本語教育能力検定試験
合格するための本

凡人社 発行

アルク日本語編集部 編

ISBN 978-4-89358-970-5 1 月下旬発売予定

B5 判 188 頁 2,800 円＋税

OPI の基礎とその実践的な応用方法を知ること
ができる入門書です。OPI の概要とその構造、

アルク 発行

会話能力評価基準、インタビューによる発話サ

難関と言われるこの検定試験に必要な情報が

ンプルの抽出法とその判定の仕方などを詳細

詰まった最強ナビゲーター。各分野における専

に提示します。また、OPI の応用例として、日

門の先生方が、過去 3 年間分のデータから最

本語の教育現場に活用する事例と、研究に生か

新の出題傾向を徹底分析。今後試験で取り上

す事例を紹介します。さらに、OPI の将来的な

げられそうな問題を掲載。その他にも、合格

広がりと深まりについて考えます。各章につけ

者のインタビュー記事や本試験での得点アッ

られたタスクとともに、OPI について理解を深

プに役立つキーワードクイズなど、みなさん

めることができる一冊です。

を合格へと導く情報が満載。

牧野成一 , 奥野由紀子 , 李在鎬 著

ISBN 978-4-7574-3391-5 好評発売中

かなマスター 改訂版

新訂版

アークアカデミー 編著

留学生のための論理的な文章の書き方

B5 判 176 頁 1,500 円＋税

二通信子 監修・著 佐藤不二子 著

三修社 発行

B5 判 111 頁＋別冊 22 頁

ISBN 978-4-384-05960-1 好評発売中

スリーエーネットワーク 発行

本書はひらがな・カタカナをはじめて学ぶ方の

ISBN 978-4-88319-842-9 好評発売中

1,400 円＋税

ための本です。文字の読み方、書き方、正しい

『改訂版 留学生のための論理的な文章の書き

発音に加え、豊富なイラストと対訳で生活に必

方』の新訂版です。レポートや論文作成の際に

要な語彙 500 が習得できます。文字の形がわ

求められる論理的な文章の書き方を基本的な知

かりやすく、間違えにくいフォントを採用。2

識からレポート作成の実践まで学習できます。

色刷りで正しい筆順がわかりやすく、音声は無

改訂に際し、文章を一部新しいものに差し替え

料でダウンロードできます。英・中・越訳付き。

ましたが、構成に大幅な変更はありません。

にほんご速読チャレンジ 100
速く ・ たくさん ・ 正確に！ （中級）
辻和子 , 藤代ゆか , 岩﨑泉 , 小座間亜依 , 桂美穂 著
A5 判 140 頁＋別冊 48 頁 1,500 円＋税
ユニコム 発行
ISBN 978-4-89689-507-0 好評発売中

初級レベルの学習を終えて中級レベルに入った
人が、中級レベルの読解力を伸ばすために必要
な「今持っている読む力より少しやさしいレベ
ルの文章」を速く正確にたくさん読むトレーニ
ング教材です。多種多様な問題文は難易度順に
目標時間を設定して出題。授業での利用方法や
取り外し式の丁寧な別冊解説も付いています。

つなぐにほんご 初級 文法解説書 英語版

改訂版 書き込み式でよくわかる日本語教育
文法講義ノート

辻和子 , 小座間亜依 著

山下暁美 , 沢野美由紀 著

B5 判 336 頁 2,700 円＋税

B5 判 160 頁 + 別冊 24 頁

アスク出版 発行

アルク 発行

ISBN 978-4-86639-322-3 好評発売中

ISBN 978-4-7574-3392-2 好評発売中

『つなぐにほんご 初級』の 1 と 2、全 30 課で
扱われている文型の使い方を英語で解説しま

2,000 円＋税

日本語教育の現場に出る前に仕上げたい一冊。
「動詞の分類」
「辞書形」
「自動詞・他動詞」
「授

した。最初に各パートの目標を確認、そして各

受表現」
「敬語」
「テンス」
「アスペクト」など、

文型の使い方を理解します。文型の使い方はで

日本語文法の重要項目について、書き込みなが

きるだけ会話で示し、翻訳も入れています。実

ら知識を整理します。また、指導する際の注意

際の使い方を知ることで、文型を明確に理解で

事項や、教師側が知っておきたい留意点、例外

き、応用することができるでしょう。

事項も学べます。

接続可能な大学の留学生政策

大学生のためのクリティカルシンキング

アジア各地と連携した日本語教育に向けて

学びの基礎から教える実践へ

A5 判 256 頁 2,800 円 + 税

レスリー・ジェーン・イールズレイノルズ,ブレンダ・ジャッジ,

明石書店 発行

エレイン・マックリーリー,パトリック・ジョーンズ 著

ISBN 978-4-7503-4913-8 好評発売中

楠見孝 , 田中優子 訳

働き手として、あるいは大学経営の調整弁とし

A5 判 168 頁

て留学生が利用されている実態の報道をよく耳

北大路書房 発行

にします。本書は、
留学生の受入れ機関（大・中・

ISBN 978-4-7628-3088-4 好評発売中

小規模大学）と 11 にわたるアジア諸国・地域

統計、読解・論述、自他評価、協働学習を扱い、

の送り出しの実態を紹介し、持続可能な留学生

アカデミックスキルズとクリティカルシンキ

政策の確立へ向けた考察を行います。

ング（批判的思考）を同時に学ぶことができま

2,200 円＋税

す。教育実践の場でのクリティカルシンキング
の活かし方についても触れているので大学生
はもちろん、教員の方にもおすすめです。

「なる」 構文の多義性とそのメカニズム
なぜスカートは短くなるのか？
大神雄一郎 著
A5 判 294 頁

4,800 円＋税

大阪大学出版会 発行
ISBN 978-4-87259-688-5 好評発売中

日常的に広く観察される「X が Y くなる」と
いった日本語表現について、変化の「なる」構
文と呼び、その実態とメカニズムについて論じ
た書。
「なる」構文の意味、用法の拡がりにつ
いて考察し、認知的要因に支えられて生じる現

介護と看護のための日本語教育実践

象であることを主張しました。

現場の窓から
神村初美 編著

多義動詞分析の新展開と日本語教育への応用

A5 判 372 頁 3,500 円＋税

プラシャント・パルデシ , 籾山洋介 , 砂川有里子 ,

ミネルヴァ書房 発行

今井新悟 , 今村泰也 編

ISBN 978-4-623-08104-2 好評発売中

A5 判 276 頁

近年、日本で増え続けている外国人介護・看護

開拓社 発行

従事者らが実際の現場で生きた日本語を習得す

ISBN 978-4-7589-2277-7 好評発売中

るにはどうすればいいのか。現場での経験が豊

そのほとんどが多義語である日本語の基本動

富な執筆者が、事例から授業デザインを考えま

詞は、学習者だけでなく日本語教師にとっても

す。外国人医療福祉人材のための日本語教育に

難関として立ちはだかります。本論文集は、上

興味を持っている、または始めようとしている

級レベルの日本語学習者と教師のための「基本

人にお薦めの一冊。介護と看護の日本語教育実

動詞ハンドブック」
（国立国語研究所）の作成

践のためのケーススタディワークシート付き。

過程で得られた知見と課題の集大成です。

3,600 円＋税

麹町店ベスト５ （12 月）

麹町店店頭イベント
麹町店からのお知らせ
● 明日から始められる！ ICT を活用した教室活動へのヒント

［新刊ベスト５］

【講師】 藤本かおる氏
【日時】 2 月 1 日（土）13:30 〜 16:00（受付開始 13:00）
【定員】 20 名
【参加費】無料
【お申し込み・お問い合わせ】

１． 日本語教師のための 実践・
読解指導
（くろしお出版）

E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp （担当：凡人社麹町店）

※件名に「麹町店店頭イベント（2/1）
」と入れて、本文にご氏名（ふりがな）
・
ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

営業部からのお知らせ

   

in 『多文化共生シンポジウム』
大阪 地域連携、異文化コミュニケーション、多文化共生、

展示販売

人づくり、街づくり

【内容】今まで以上に様々な国の人たちが関わって社会を創っていく日本に
とって、必要なことはどんなことか、何をすべきかなど、様々な分野
の方の意見をもとに話し合います。これまでの日本語教育の視点だけ
ではなく、「共に生きる」から、テーマを掘り下げていきます。
【登壇者】 伊東祐郎氏，澤田幸子氏，徳井厚子氏，深江新太郎氏，増田麻美子氏
【日時】 1 月 25 日（土）13:30 〜 17:30（受付開始 13:00）
▼チラシ
【会場】 TKP 大阪本町カンファレンスセンター
（大阪市中央区久太郎町 3-5-19 大阪 DIC ビル３F）
【定員】 100 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（申込時に決済）
【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）

in
東京

   

※件名に「大阪 多文化共生シンポジウム（1/25）
」と入れて、
本文に氏名（ふりがな）
・
ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

地域で活動する日本語ボランティアのための交流研修会
in 新宿

展示販売

【講師】 田中祐輔氏，深江新太郎氏，志村ゆかり氏
【日時】 2 月 15 日（土）13:30 〜 17:25（受付開始 13:00）
研修会１：「教科書を 探す・選ぶ・活用する 」
研修会２：「「聞く」協力 からはじまる外国人との日本語会話」
研修会３：「外国につながりのある生徒のための日本語支援のあり
方について」
【会場】 新宿文化センター３階小ホール（新宿区新宿 6-14-1）
【定員】 200 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
▼内容の詳細
【主催】公益財団法人 新宿未来創造財団
【協力】アルク、スリーエーネットワーク、凡人社

【お申し込み】
※ E メール、郵送のいずれかで下記までお願いいたします
※「氏名、電話番号、グループで活動中の方はグループ名」を明記してください。

〒 169-0072 新宿区大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター１階
公益財団法人 新宿未来創造財団 地域交流課

E-mail: chiiki@regasu-shinjuku.or.jp

【お問い合わせ】
TEL：03-3232-5121 または E メールにて

２． 外国人生徒のための教科に
つなげる日本語 基礎編
（スリーエーネットワーク）
３． 思考力を育てる 実践！
発表プロジェクト
（凡人社）
４． JLPT 日本語能力試験 ベス
ト模試 N3
（ジャパンタイムズ）
５． 日本語を教えるための教材
研究入門
（くろしお出版）
［凡人社の書籍ベスト５］
１． 絵で導入・絵で練習
１． WEEKLY J book1 日本語
で話す６週間
３． シャドーイングで学ぶ 介
護の日本語 場面別声かけ
表現集
４． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N2
５． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N3

NEWS
●『思考力を育てる
実践！ 発表プロジェクト』
「参考資料」無料配信スタート
本書を使った授業で活用できる参考
資料を無料配信します。
現在、「第 0 課のタスク体験」「第 6
課の音声」をアップ。そのほかの素
材も順次アップしていきますので、
ぜひご活用ください。
▼無料素材の配信
ページはこちら

