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日本語を教えるための教材研究入門
深澤のぞみ , 本田弘之 著
A5 判 176 頁 1,800 円＋税
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-820-1 好評発売中

自分の授業に合った日本語教科書を探すために
は、どのような視点でみればよいのでしょうか。
本書は日本語教科書の分析をとおして、授業の
あり方を考える初の入門書です。そもそも日本
語の教科書とは？ 教科書から教案をどのよう
に作ればいいのか？ 教科書の開発と著作権と
は？ 日本語教育の基礎を学んだ人や、これか

げんき I 第 3 版／
げんき I 第 3 版 ワークブック

ら模擬授業、実習を行う方に。本書を使った授
業用の付属資料を Web 公開しています。

坂野永理 , 池田庸子 , 大野裕 , 品川恭子 , 渡嘉敷恭子 著

げんきⅠ B5 判 384 頁 3,600 円＋税

文脈情報を用いた文章理解過程の実証的
研究 学習者の母語から捉えた日本語理解の姿

ISBN 978-4-7890-1730-5 2 月下旬発売予定

石黒圭 編

げんきⅠ ワークブック B5 判 152 頁 1,700 円＋税

A5 判 260 頁 6,800 円＋税

ISBN 978-4-7890-1731-2 2 月下旬発売予定

ひつじ書房 発行

欧米を中心に世界で愛用されている初級テキ

ISBN 978-4-8234-1007-9 好評発売中

スト『げんき』の改訂第 3 版です。会話や単

日本語学習者が、文章を読んで未知語や多義

語のアップデート、文法説明の見直し、練習の

語、または複雑な構造の文に出会ったとき、ど

充実など、内容を全面的にきめ細かく改訂し、

のように語彙を推測したり、文脈を把握したり

さらに使いやすく進化しました。付属音声はス

しているのかに迫る画期的な研究です。学習者

マホアプリで直接ダウンロード＆再生します。

に文を母語で翻訳してもらい、さらに説明して

文法項目や学習漢字は従来通りなので、現在

もらうことで、意味をどう推測したり理解した

『げんき』をお使いの先生方もスムーズに第 3

のかが明らかにされており、文章理解の過程を

ジャパンタイムズ出版 発行

版に移行できます。Vol.2 は 8 月下旬発行予定。

知る上で欠かせない一冊となっています。

J.TEST 実用日本語検定 問題集
[A-C レベル ] ／ [D-E レベル ] ／
[F-G レベル ] 2019 年

新完全マスター単語
日本語能力試験Ｎ１ 重要２２００語

日本語検定協会 編

王亜茹 , 大野純子 , 木村典子 , 小谷野美穂 , 齋藤明子 ,

語文研究社 発行

塩田安佐 , 鈴木英子 , 田川麻央 , 森田亮子 , 山崎洋子 著

[A-C レベル ]

石井怜子 監修 守屋和美 , 米原貴子 , 青柳方子 ,

A5 変判 374 頁 1,600 円＋税

B5 判 203 頁 MP3 データ CD1 枚付き 2,300 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-931315-09-9 好評発売中

ISBN 978-4-88319-805-4 3 月下旬発売予定

[D-E レベル ]

さまざまな分野の言葉を幅広く身につける必要

B5 判 188 頁 MP3 データ CD1 枚付き 2,300 円＋税

がある上級学習者のための単語帳です。品詞やカ

ISBN 978-4-931315-10-5 好評発売中

テゴリごとに配列し、約 200 語ごとに読み物の

[F-G レベル ]

ページがあります。音声はアプリにて配信予定。

B5 判 135 頁 MP3 データ CD1 枚付き 2,300 円＋税
ISBN 978-4-931315-11-2 好評発売中

研究社 日本語口語表現辞典 〈第 2 版〉

日本語を母語としない日本語学習者向けの試験

山根智恵 , 佐藤友子 , 奥村圭子 編

「J.TEST 実用日本語検定」の過去問題集です。

四六判 1,224 頁 5,400 円＋税

2019 年 5 月以降に新形式で実施された 4 回分

研究社 発行

の問題を収録しました。正解、
聴解スクリプト、

ISBN 978-4-7674-5022-3 2 月中旬発売予定

聴解試験の音声 MP3 付きです。

一般の国語辞典ではわからない、日常の〈話し
言葉〉や〈慣用句〉に焦点を当てた日本語辞典
の改訂版です。くだけた表現や流行語・若者言
葉だけでなく、古くさい表現や慣用句・決まり
文句など、
「話し言葉」として日常的に使われ
ている日本語は積極的に取り上げました。ま
た、
「ビジネス日本語」の微妙なニュアンスも
解説しています。見出し語数 3336 語。

日本語能力試験 N3 模擬テスト 〈1〉 ／ 〈2〉

日本語教師のための シャドーイング指導

千駄ヶ谷日本語教育研究所 著

迫田久美子 , 古本裕美 編著

スリーエーネットワーク 発行

倉品さやか , 山内豊 , 近藤妙子 著

〈1〉 B5判 29頁＋別冊 52頁 CD1枚付き 900円＋税

A5 判 192 頁 2,000 円＋税

ISBN 978-4-88319-841-2 3 月下旬発売予定

くろしお出版 発行

〈2〉 B5判 29頁＋別冊 52頁 CD1枚付き 900円＋税

ISBN 978-4-88319-817-1 好評発売中

ISBN 978-4-88319-843-6 3 月下旬発売予定

シャドーイングの効果、方法、教材、時間、教

日本語能力試験の模擬試験 1 回分を収録。学

室活動、評価、フィードバックなど、シャドー

習者が本試験の形式に慣れることができるよ

イングの授業実践方法を丁寧に紹介。
「授業へ

う、出題形式を同じにし、問題冊子を取り外し

の取り入れ方がわからない」と導入をためらっ

て使用できる体裁にしました（解答用マーク

ている方、また「もっと効果的な利用法が知り

シート付き）
。
試験前のレベルチェック、
腕試し、

たい」
「評価はどうする？」と悩んでいる方に

総仕上げ等にご利用いただけます。

贈る「実践のためのシャドーイング手引き」
。

使える日本語文法ガイドブック

ここで差がつくビジネスマニュアル ( 日本語版 )

やさしい日本語で教室と文法をつなぐ

覚えよう、 日本で働くための基礎知識

中西久実子 , 坂口昌子 , 大谷つかさ , 寺田友子 著

NMR 経営実務研究会 著

A5 判 176 頁 1,600 円＋税

A5 判 152 頁 1,400 円＋税

ひつじ書房 発行

ベストブック 発行

ISBN 978-4-89476-997-7 好評発売中

ISBN 978-4-8314-0234-9 好評発売中

「使える日本語」を教えるための平易な文法の

昨年より特定技能試験が始まり、外国人労働者

本。主要な日本語教材との文法対応表付きで初

はさらに増えると予想されます。 そこで本書

心者の日本語教員でも授業前に読んで使える。

では日本で働く外国人労働者を対象に、ビジ

単なる文法書でも、タスク集でもない。学習者

ネス・社会生活に欠かせない円滑なコミュニ

に場面で必要なことができるタスクについて、

ケーションの取り方などをケーススタディや

文法がどう使われているのかもわかる。文法を

チェックリストを交えて、すべての漢字にルビ

生かす方法のわかるガイドブック。

をふり、平易に読みやすく解説しました。

日本語教育におけるメタ言語表現の研究
李婷 著
A5 判 368 頁 7,200 円＋税
ひつじ書房 発行
ISBN 978-4-8234-1021-5 好評発売中

「たいへん申し訳ないのですが」などの前置き
表現を含む、円滑なコミュニケーションに欠か
せないメタ言語表現の学習と、コミュニケー
ションのメタ認知の向上を結びつける日本語教
育を提案。これまで教室にうまくメタ言語表現
を取り入れることができていなかった日本語教
師・日本語教育研究者におすすめの一冊です。

留学生向けふりがな付き
2020 年版 ビジネス能力検定ジョブパス
3 級公式テキスト

学校英語教育のコミュニケーション論

一般財団法人職業教育・キャリア教育財団 監修

榎本剛士 著

B5 判 176 頁 2,300 円＋税

A5 判 270 頁 4,900 円＋税

日本能率協会マネジメントセンター 発行

大阪大学出版会 発行

ISBN 978-4-8207-2761-3 好評発売中

ISBN 978-4-87259-689-2 好評発売中

本書はビジネス能力の基本・基礎を学ぶことが

教室で英語を学ぶことで生徒たちは何をしてい

できる教材で、標準の 2020 年版公式テキスト

るのか？

の漢字すべてにふりがなを付けたものです。漢

こったコミュニケーションから出発し、教師や

字が苦手な外国人留学生も、日本人学生ととも

生徒が使用する言語の「再帰性」という特徴に

に日本のビジネス習慣や働き方を学ぶことがで

着目しながら、教室内で・教室外へ展開するメ

きます。※ HP に本文サンプル有。※試験問題

タ・コミュニケーション、その連鎖をたどった

には、ふりがなは付いていません。

書。

「教室で英語を学ぶ」 ことの教育言語人類学試論

日本の高校の英語授業で実際に起

麹町店ベスト５ （1 月）

営業部からのお知らせ
in
福岡

日本語サロン研修会＠福岡
思考力を育てる 実践！発表プロジェクト

展示販売

【講師】 後藤倫子氏
【日時】 3 月 15 日（日）13:30 〜 15:30（受付開始 13:00）
【会場】 博多バスターミナル／第 9 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【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】無料、要予約
【内容】
『思考力を育てる 実践！発表プロジェクト』（凡人社）を使って、「思
考力」を整える授業を体験してみませんか。
「この教材どう使うの？」
「定
期試験後の空いた 2 時間、どうしようか？」「クラスで何を発表させよ
うか？」などの素朴な「？」から「マンネリ化した授業から脱却した
い！」「学生たちにもう一度日本語の楽しさを体験させたい！」などの
熱い「！」まで先生方が常日頃感じていることの解決につながるかも
しれません。

【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

※件名に「日本語サロン研修会＠福岡（3/15）
」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。

in
愛知

日本語サロン研修会＠名古屋
読む！ 考える！ 初中級読解

１． 新訂版 留学生のための論
理的な文章の書き方
（スリーエーネットワーク）
２． 必ずできる！
JLPT「読解」 N2
（アルク）
３． OPI による会話能力の評価
―テスティング、教育、評
価に生かす―
（凡人社）
４． 使える日本語文法ハンド
（ひつじ書房）
ブック
５． はじめての日本語能力試験
合格模試 N3
（アスク出版）

展示販売

【講師】 下郡麻子氏
【日時】 3 月 28 日（土）10:30 〜 12:30（受付開始 10:00）
【会場】 ASAHI 文化学院（名古屋市中川区山王 3 丁目 10-9）
【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】無料、要予約
【内容】文法も語彙もまだまだ積み上がっていない初級のレベルで、「読解なん
て無理！」と思っていませんか？ 本書は、学習者の好奇心をくすぐ
る読み物を通して、読むだけではない「考える授業、話す授業」へ広
げることを目標に作りました。学生との協働の中で必ず指導する側に
も新たな発見があるはずです。読んで設問に答えるだけの授業から一
歩抜け出し、学習者の意見を持つ力、伝える力を育ててみませんか？
セミナーでは、いくつか実践例をお見せしながら皆さまといっしょに
考えたいと思います。

【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

※件名に「日本語サロン研修会＠名古屋（3/28）
」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。

麹町店店頭イベント
イベント情報
『できる日本語』講演会
漢字のわくわく授業をめざして
～『漢字たまご』から『できる日本語』を考える
【講師】ブレット・メイヤー氏 , 嶋田和子氏 , 落合知春氏
【日時】3 月 20 日（金・祝）13:30 〜 16:30
【会場】浜松情報専門学校 8F ホール（浜松市中区中央 3 丁目 10-31）
【主催】浜松日本語学院
【詳細はこちら】http://www.acras.jp/?p=9093
※お申し込みは主催者にメールでお願いします。（nihongogakuinevent@gmail.com）
凡人社ウェブサイト「イベント情報」にはほかにもたくさん
のイベント情報を掲載しています。ぜひご参照ください。

［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］
１． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N5
２． 日本語能力試験公式問題集
第二集 N3
３． プレゼンテーションの基本
協働学習で学ぶスピーチ
３． 日本語能力試験公式問題集

N2

５． 日本語能力試験公式問題集

N3

NEWS
●『2019 年度日本留学試験
（第 2 回）
試験問題』出版見送りについて
『2019 年度日本留学試験（第 2 回）』
は諸般の事情により発行しないこと
となりました。なお、2020 年度日本
留学試験（第 1 回）の試験問題集に
ついては、通常通り出版を行う予定
です。詳しくは日本学生支援機構の
ウェブページもご参照ください。
試験について（JASSO）
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/
study_j/eju/index.html
試験問題について（JASSO）

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/
study_j/eju/examinee/publish/index.
html

