
～ Introducing some of the new items in the library ～ 

☆教授法 

日本語教師の７つ道具シリーズ⑤⑥⑦      アルク 

 読解授業の作り方編 大森雅美・鴻野豊子著 

 聴解授業の作り方編 大森雅美著 

 会話授業の作り方編 鴻野豊子著 

  
 

 
 

 

読解授業をテーマにした教師のための参考書です。何を読むか、どう読むか、どう教える

か、という観点から、教師にとって必要な情報や役に立つ実践例がわかりやすく示されて

います。巻末付録として初中級レベルの読解タスクが収録されています。 

This reference book for teachers focuses on reading comprehension lessons. It features 

essential information and useful, practical examples for teachers in an 

easy-to-understand way, from the point of view of what to read, how to read it, and 

how to teach it, Beginner-intermediate level reading comprehension tasks are compiled 

in the appendix. 

 

 

 

 

学習者がぶつかる”聴解の壁”を「音声の壁」「文字頼みの壁」「語順の壁」「話しことばの

壁」「文構成の壁」「背景知識の壁」「授業が壁？」の７つに分けて、その原因を考え、つま

ずくポイントを整理し、真の聴解力をつけるための授業の組み立て方を豊富な事例とともに

解説します。チャンツを使った音声素材やシャドーイング用の音声素材が読者特典としてア

ルクのサイトからダウンロードできます。https://alc.dga.jp/enq/151/ 

This book explains how to create classes which build up true listening comprehension 

ability, with a wealth of practical examples provided. It divides up the 7 barriers to 

listening comprehension that students come up against- pronunciation, reliance on 

written word, word order, colloquialisms, sentence composition, background 

knowledge, and the class itself- and considers the causes and main problems of each. 

Readers can download voice recordings for use in shadowing activities etc. from the 

Alc website; https://alc.dga.jp/enq/151/. 

 

「会話ができない」原因を整理したうえで、会話授業の基本の流れを押さえ、さらに学習者

への対応の仕方や、カリキュラムの組み方、評価のあり方など、さまざまな角度から会話

授業を見ていきます。文型定着に偏った従来の会話授業を見直し、本当に使える会話力

を養う授業作りを、著者の豊富な実践例から考えます。テーマ選択のコツ、学習者のつま

ずきへの対応パターンなど、新しいアイデアや授業例が満載です。Ⅳ章「会話授業あれこ

れ」では、文型練習のみにとどまらない、さまざまなパターンの授業を紹介しています。 

This book looks at conversation classes from various angles, including the reasons 

people say they “can’t do conversation”, and how to control the basic flow of a class, 

as well as how to interact with students, construct a curriculum, and evaluate progress. 

Drawn from the author’s abundant practical experience, it reconsiders traditional 

conversation classes biased towards fixed sentence patterns, creating classes which 

cultivate conversational ability. It’s also fully loaded with new ideas and examples 

from classes on getting the hang of choosing themes and dealing with students’ 

stumbling blocks. Section 4, “Conversation Classes Here and There”, introduces 

various types of classes that aren’t limited to practicing sentence patterns. 
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☆日本語教育能力検定試験 

TRY!日本語能力試験 N1~5                      アスク出版 

ゼッタイ合格！日本語教育検定試験完全模試 N1~5          Ｊリサーチ出版 

日本語能力試験対策 N1 漢字・語彙         三修社 

日本語能力試験対策 N3 文法語彙漢字          三修社 

                                 
「TRY!」シリーズが全レベル揃いました。各レベル本冊、別冊「答え、スクリプト」とＣＤがあります。この１冊で文法対策と読

解、聴解の試験の練習ができるようになっています。 

Books in the “Try!” series are now available, with main texts, answer and script books, and CDs at all levels. Each 

book features grammar strategies and reading comprehension, as well as listening comprehension exam practice. 

 

                                    
３回の模試を通して出題形式や時間配分（目標タイム設定）に慣れることができます。試験直前の整理に役立つまとめ

情報が豊富です。 

Using 3 mock exams, these books will help you familiarise yourself to the question formats and time management. 

They include plenty of summarised points for pre-exam organisation. 

 

Ｎ１の文字と語彙を９週間でマスターできるように整理し、効率よく覚えられるように配列に工

夫がされています。 

This book has been designed to enable mastery of N1 kanji and vocabulary in 9 weeks, 

and is set out in a way that makes it possible to memorise kanji and vocabulary 

effectively. 

 

 

「文法」「語彙」「漢字」の重要ポイント―練習問題（解答解説付き）―模擬テストの順で試

験対策。 

This book includes important points for grammar, vocabulary and kanji; practice 

questions (answers are included); exam strategies and mock exams. 
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☆ビジネス日本語 

ビジネスコミュニケーションのためのケース学習 「教材編」 

近藤彩・金孝卿・ムグダ ヤルディー・福永由香・池田玲子            ココ出版 

 

  

日本国内でも国外でも、様々な文化や背景を持った人たちが共に働く場が増えています。

そこでは、喜びと同時に誤解や摩擦が生じます。それぞれの力を発揮し、お互いを大事にし

ながら共に働くには、問題解決の方法を自分で考える力を持つことが大事です。 

 本書は、日本語を使って仕事をする（したい）人が、人間関係を上手に保ちながら、問題

解決できるようになることを目指した教材です。 

Inside and outside Japan, workplaces where people from various cultures and 

backgrounds work together are growing in number. Because of this, misunderstandings 

and frictions can arise. In order for us to be able to display our respective abilities, and 

work together while treating each other with mutual respect, the ability to proactively 

think about how to solve problems is very important. 

This book features teaching materials aimed at helping people who work (or would like 

to work) using Japanese language to develop skills in problem solving while skilfully 

maintaining relations with their fellow workers. 

 

☆読本 

必読報道写真でわかるニュース２０１３年版  
朝日新聞社教育総合センター                                        朝日新聞 

   

朝日新聞社が選んだ１年間（2012年秋～2013年秋）の重大なニュースを、報道

写真や図表をふんだんに使って解説した教材です。「必読ニュース検定」として、

時事知識を身につけ、図表を読み解く問題（13ページ）と、カラー写真や図表

を用いて詳しく解説した解答が付いています。 

 
This teaching resource explains major news stories from autumn 2012 to autumn 2013 

selected by the Asahi News Company, using plenty of news photographs, charts and 

figures. Includes questions on current affairs knowledge and reading charts in the 

Hitsudoku nyuusu kentei section (13 pages), as well as detailed answers which make 

use of colour photographs, charts and figures. 

 

☆教科書 

中級からの日本語プロフィシェンシーライティング 
Japanese Writing for Higher Proficiency    

由井紀久子、大谷つかさ、荻田朋子、北川幸子             凡人社 

 

パソコンや携帯のメール、貼り紙、自己 PRなどを書く際の「プロフィシェンシ

ー」を高めることを目的としたライティング教材です。①読み手に対する配慮

ができる「対人性」、②場面、状況に応じた調整ができる「場面性」、さらに③

自分自身で推敲を重ね、修正することができる「自己推敲能力」の 3 つに重点

を置き、より円滑なコミュニケーションを図れるようになることを目指します。 
 

These writing materials aim to improve proficiency in writing emails, posters, personal 

statements etc. In aiming to help you towards smoother communication, this book 

focuses on developing three points: 1) Consideration of the reader’s point of view 

(taijinsei), 2) adapting according to scene and situation (bamensei) , and 3) making 

continuous revisions and corrects by yourself (jikosuikou nouryoku). 

http://www.bonjinsha.com/img/item/5606.jpg


できる日本語 中級本冊  

嶋田和子監修 できる日本語教材開発プロジェクト 著        アルク 

 

「できる日本語シリーズ」の初級、初中級に続く本書では、場面や状況を共有

し、行動目標を達成するために学習するというスタイルはそのままに、より複

雑で抽象的なことができるように工夫されています。 初中級の日本語力では話

題にすることが難しかったテーマや抽象的な事柄について、４技能をまんべん

なく使いながら学びます。日本語能力試験 N２レベルの能力を獲得することを目

指します。 

  
Continuing on from the introductory and lower-intermediate books in the Dekiru 

Nihongo series, this textbook follows the same style of studying for the purpose of 

achieving specific goals according to situation, but is designed to build understanding of 

more complicated and abstract ideas. Themes and abstract matters that would be 

difficult for beginner-intermediate level Japanese learners are taught making equal use 

of 4 skill areas. The book aims to help you achieve Japanese language ability equivalent 

to JLPT N2. 

 

「大学生」になるための日本語 １巻、２巻  

堤 良一・長谷川哲子 著                          ひつじ書房 

    

 

大学進学希望の学習者を対象にした『「大学生」になるための日本語』1・2 巻は、生教材

によって各学問分野（科学、社会学、心理学、教育学、経済学、文学、言語学など）に

ふれながら、N2程度の文法が学べる総合テキストです。学習しやすいよう、課の冒頭に語

彙リストが設けられて、「読む、聞く、話す、書く」の 4 つの技能を、タスク練習をこなすことに

より総合的に養えるようになっています。1巻 2巻とも、日本留学試験（作文）や、大学の入

試問題に出題されるような問題も掲載してあり、これらの試験対策にもなっています。 

 

 

Daigakusei ni naru tame no Nihongo Vols 1 and 2 is targeted at learners hoping to go 

on to university. Through the use of realia, this comprehensive textbook teaches N2 

level grammar for many fields of study, including science, sociology, psychology, 

education studies, economics, literature and linguistics. To assist with learning, 

vocabulary lists are included at the beginning of each chapter, and comprehensive 

practice tasks are also provided to improve your ability of reading, listening, speaking 

and writing. Vols 1 and 2 both contain strategies for answering the kind of questions 

that appear on ‘Examination for Japanese University Admission for International 

Students’, as well as entrance examinations for Japanese universities. 

 

http://www.bonjinsha.com/product/?item_id=5700

