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私らしく暮らすための日本語ワークブック
深江新太郎 著
B5 判 148 頁 2,530 円（税込）
アルク 発行
ISBN 978-4-7574-3692-3 好評発売中

地域日本語教室などに最適な一冊。基本文型や
場面ごとの定型会話を学ぶのではなく、日本で
暮らす外国人が、自分の望みをかなえ、満足し
て暮らすためにそれぞれに必要な日本語から学
んでいきます。活動の進め方がイメージできる
「教師用ガイド」も充実。日本語教師経験が少

めしあがれ

ない方でも、教室活動を進めることができます。

食文化で学ぶ上級日本語
畑佐一味，福留奈美 著

CD 付き マンガでマスター！

A5 判 144 頁 2,200 円（税込）

ステップアップ ! 日本語会話

くろしお出版 発行

Coto Japanese Academy 著

ISBN 978-4-87424-862-1 好評発売中

B5 判 224 頁 2,420 円（税込）

日本の食文化をテーマにした内容中心の上級

ナツメ社 発行

レベル日本語読解教材。伝統料理から B 級グ

ISBN 978-4-8163-6976-6 好評発売中

ルメまで日本食の魅力を紹介するとともに、日

よくあるシチュエーションや会話表現を取り上

本の食文化を通して歴史的な変遷や社会問題

げ、マンガとともに英語で解説しています。日

や価値観についても理解します。また、学習

本語が苦手な学生、得意な学生、先生などさま

者自身の食に対する価値観を話し合ったりリ

ざまな立場のキャラクターを登場させ、1 冊読

サーチする活動型の構成になっています。各省

むことで日本語会話のコツをつかむことが出来

には、簡単で美味しい人気の日本食レシピ紹介

るようになっています。日本語の発音が確認で

し、料理体験をすることで学習意欲を促しま

きる音声 CD 付きで、独学にも向いています。

す。本文とレシピは英語訳付で多様な日本語レ
ベルの学習者に対応。

東京大学のアクティブラーニング

日本語教育実践入門

教室 ・ オンラインでの授業実施と支援

日本語の分析から教材 ・ 授業の創造まで

東京大学教養教育高度化機構アクティブラーニング部門 編

近藤安月子，丸山千歌 著

A5 判 210 頁 2,970 円（税込）

A5 判 280 頁 3,190 円（税込）

東京大学出版会 発行

東京大学出版会 発行

ISBN 978-4-13-053093-4 ４月下旬発売予定

ISBN 978-4-13-082021-9 好評発売中

東京大学教養学部はどのようにアクティブ

日本語教育の現場で、自分で日本語を分析し、

ラーニング型授業を展開し、改善し、学生の学

教材を作成し、授業をデザインする――「開発

びを促進させているかを具体的な授業の紹介

型日本語教師」になるための入門．初・中級レ

や授業を支える取り組みなどを詳述し、アク

ベルを主として、聞き手・話題・状況といった

ティブラーニング授業の今後の必要性を示す

文脈に配慮した自然で適切な日本語に着目し

します。東大教養学部の最新授業を大公開。

ます。例題や設問で具体的に学べる一冊。

日本語教育の新しい地図
専門知識を書き換える
青木直子，バーデルスキー・マシュー 編
A5 判 340 頁 5,500 円（税込）
ひつじ書房 発行
ISBN 978-4-8234-1022-2 好評発売中

国境を越えた移動の急増とインターネットとモ
バイル技術の普及により、日本語学習のあり方
が大きく変化した。学習者の役に立つには、日
本語教師にはどのような専門知識が必要か。本
書では言語と学習についての従来の常識を問い
直し、グローバルな視点から新たに教師教育を

「書くこと」 の授業をつくる

考え直す。

中 ・ 高 ・ 大で教える 『はじめよう、 ロジカル ・ ライティング

千葉軒士 著

接触場面における中国人日本語学習者の
コミュニケーション ・ ストラテジー

A5 判 208 頁 2,640 円（税込）

自然習得環境下での使用実態及び変容

ひつじ書房 発行

許挺傑 編著

ISBN 978-4-8234-1041-3 好評発売中

A5 判 220 頁 3,960 円（税込）

論理的な文章を書くための日本語表現の教科

ココ出版 発行

書『はじめよう、
ロジカル・ライティング』
。
「意

ISBN 978-4-86676-031-5 好評発売中

見文」の書き方を軸に論理的表現の基本を学ぶ

初来日の中国人日本語学習者 3 名を対象に、来

というこのテキストの趣旨を解説し、授業の実

日直後から 9 か月間にわたる縦断調査を実施。

践例を紹介します。中高の国語のほか、大学の

滞日期間に伴うコミュニケーション・ストラテ

日本語表現法の授業で本書を使った例で、その

ジー（CS）使用の変化や、日本語能力の高低

成果と課題を具体的に解説。効果的な授業のた

と CS 使用の関係に着目し、量的・質的の両側

めの教科書の使い方の手引き。

面から丁寧に分析しています。

名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校国語科，

外国語としての日本語の実証的習得研究
玉岡賀津雄 編

「中納言」 を活用したコーパス日本語研究
入門

A5 判 208 頁 5,500 円（税込）

中俣尚己 著

ひつじ書房 発行

A5 判 208 頁 1,980 円（税込）

ISBN 978-4-8234-1058-1 好評発売中

ひつじ書房 発行

日本語学習者（特に中国語を母語とする）に

ISBN 978-4-8234-1059-8 好評発売中

とって習得が難しいとされる、待遇表現、テ形、

実際にどのような日本語が使われているかを調

語彙。
研究者の
「直感」
で推論された仮説を、
コー

べるのに役に立つコーパス検索アプリケーショ

パスや実験等で集めたデータを用いて、統計ソ

ン「中納言」の初の解説書。第 1 部では「中納

フト SPSS や R を使用し「実証的」に解析し

言」での検索の仕方や様々な機能を紹介。第 2

た 8 本の論文を収録。各論文では丁寧な解説

部では、表計算ソフトやテキストエディタで集

を含んでいますので、統計的な手法に慣れてい

計、比較する方法。第 3 部ではレポート・論文

ない方でも読んでいただけます。

にまとめる上での注意点を解説する。

レキシコン研究の現代的課題
岸本秀樹 編
A5 判 240 頁 4,620 円（税込）
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-860-7 好評発売中

レキシコン研究では、語彙を作り出す語形成の
しくみや、語の意味、文法全体を視野に入れた
幅広い事象を対象としています。本書ではオノ
マトペや方言に関する論文も含めた 9 章が収
録されていますが、各章で今後の展望について
も言及することを心がけ、読者がそのテーマで
研究を始める際の一助となるよう努めました。

ベーシックコーパス言語学 第 2 版

外国人看護師

石川慎一郎 著

EPA に基づく受入れは何をもたらしたのか

A5 判 288 頁 1,870 円（税込）

平野裕子，米野みちよ 編

ひつじ書房 発行

A5 判 272 頁 7,150 円（税込）

ISBN 978-4-8234-1093-2 好評発売中

東京大学出版会 発行

コーパスをとりまく状況はどんどん変わってい

ISBN 978-4-13-056125-9 好評発売中

ます。本書は 2012 年刊行の初版以降の変化を

EPA（経済連携協定）に基づく外国人看護師

可能な限り収集し、新しい情報に大幅にアップ

（フィリピン・インドネシア・ベトナム）につ

デートしました。本書は日本語と英語コーパス

いて、EPA の締結の経緯、日本語教育制度、受

の両者に目配りし、コーパスの概要から研究方

け入れ側の対応など、日本の保健医療福祉を現

法まで丁寧に解説したコーパス研究の定番書で

場にどのように外国人看護師は導入され、現状

す。前著をお持ちの方もぜひ最新情報を掲載し

はどのように運営されているのか、多角的な視

た第二版をお手元においてください。

点から分析します。

営業部からのお知らせ
凡人社オンライン日本語サロン講座
オン
ライン 	共にくらすために，ことばの教育からのアプローチ

―『多文化社会で多様性を考えるワークブック』を使って

＜第 1 回＞
【講師】 新井久容氏，有田佳代子氏
【日時】 7 月 17 日（土）14:00 〜 15:30 （オープン 13:40）
【定員】 250 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
【主催】凡人社

【お申し込み】こちらのフォームからお申し込みください（http://bit.do/event_tabunka）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

＜第 2 回＞ 残席わずか！！
【講師】 新城直樹氏，志賀玲子氏，渋谷実希氏
【日時】 7 月 24 日（土）14:00 〜 16:30 （オープン 13:40）
【定員】 40 名（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】凡人社

【お申し込み】こちらのフォームからお申し込みください（http://bit.do/event_tabunka）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

📡

各種イベントの最新情報はウェブをご覧ください

https://www.bonjinsha.com/wp/event

書籍展示会のお知らせ
in
福岡

日本語教材展示会 in 博多 ＆ 河野俊之先生に何でも聞いてみよう！

新刊、日本語教育能力検定試験関連、日本語能力試験の書籍を中心にお持ちする予定です。ご覧になりたい書籍が
ございましたら下記までご連絡ください。
【日時】 6 月 12 日（土）13:00 〜 17:00（河野先生の相談会は 13 時〜 14 時、16 時〜 17 時の予定です）
【場所】 博多バスターミナル 9 階 第 13 ホール（福岡県福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【お問い合わせ】ksakai@bojinsha.co.jp（担当：坂井）
※ご入店時に、手指の消毒と体温測定をいたします。十分な換気をし、「密閉」「密集」「密接」とならないよう万全
を期して開催いたします。

新刊ベスト５ （３月）

NEWS

１． 令和 2 年度 日本語教育能力検定試験 試験問
（凡人社）
題
２．『日本がわかる、日本語がわかる』準拠
文字・語彙・文法を学ぶための実践練習ノート
（凡人社）
３． JLPT 聴解 N4

ポイント＆プラクティス
（スリーエーネットワーク）

４． はじめての日本語能力試験

N2 漢字 550
（アスク出版）

５． 漢字マスター

N4 改訂版

（三修社）

●日本語教材展示会 in 札幌
5 月 29 日（土）に予定しておりました「日本語教材展
示会 in 札幌」は、諸般の事情により、7 月 10 日（土）
に日程を変更して開催することとなりました。ご迷惑
をおかけし、申し訳ございません。
皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

【日時】7 月 10 日（土）13:00 〜 17:00
【場所】TKP ガーデンシティ札幌駅前
ミーティングルーム 4E
（札幌市中央区北 2 条西 2 丁目 19 アパホテル 4 階）
【お問い合わせ】ksakai@bojinsha.co.jp（担当：坂井）
※ご覧になりたい書籍は担当までご連絡ください。

