
日本語教師・ 
日本語教師を目指す人のための 

日本語教育の本 
試験対策・参考書・辞典・論考 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供します。 

精選37タイトル 

同時アクセス１ 

369,655円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0074    2019年11月 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に ②無料アプリbREADER Cloudを 

   スマホにダウンロードしてログイン 
①学内でKinoDenのアカウントを   
   作って読みたい本をMy本棚に 

 
 
 
 

リモート閲覧のできる無料アプリ
bREADER Cloudで、ユーザー
が24時間どこからでも自分の 
スマホで電子書籍を読める 

外国人の受入れ拡大に伴って日本語教育の需要が高まる今日、 

日本語教師と日本語教師を目指す人に役立つタイトルをご紹介します。 

日本語教育 よくわかる教授法  
小林ミナ 

日本語教師のための、より良く効果的な
授業をデザインするための参考書です。
コース・デザイン、教室活動、教材・教具、
評価、外国語教授法の歴史の５章を 
通して、「何を」「どうやって教えるのか」を
考察します。（アルク） ※裏面No.4 

同時アクセス１本体価： 6,600円 

より良い授業作りに 

日本語教育はどこへ向かうのか  
牲川波都季【編著】 

昨今の日本語教育の需要の高まりの裏に、
教師の就職問題、留学生の就労問題な
ど、手放しでは喜べない状況がある。現状
から脱するためのヒントを与える論考集。
（くろしお出版） ※裏面No.35 

同時アクセス１本体価：3,300円 

日本語教育の未来を考える 

日本語教育能力検定試験 
合格するための問題集 新版 

「日本語教師の登竜門」と言われる 
日本語教育能力検定試験。 
長年にわたりこの試験の傾向と内容を 
分析してきた出版社による、試験対策の
決定版です。（アルク）※裏面No.1 

同時アクセス１本体価：9,240円 

日本語教師を目指す人へ 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

日本語語彙学習辞典 
安藤栄里子 

日本語学習者の使い勝手を考えた語
彙学習辞典です。それぞれの語に英
語・中国語・韓国語・ベトナム語の４か
国語の翻訳付き。教師の授業準備にも
役立ちます。（アルク）※裏面No.29 

同時アクセス１本体価：9,240円 

いつも手元で見たいレファレンス 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

禁帯出の 
レファレンスの 
電子複本にも 
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本体価

書名

アルク日本語編集部 9784757433519 KP00022589
EPUB

(固定レイアウト） アルク 201907 ¥9,240 ¥13,860

日本語教育能力検定試験

合格するための問題集 新版
～日本語教育能力検定試験合格するためのシリーズ～

岩田一成 9784757433366 KP00022574 PDF アルク 201906 ¥8,250 ¥12,375

日本語教育能力検定試験に合格するための

用語集 改訂版
～日本語教育能力検定試験合格するためのシリーズ～

岡田英夫 9784757433373 KP00022583 EPUBリフロー アルク 201906 ¥7,260 ¥10,890

日本語教育能力検定試験に合格するための

基礎知識 改訂版
～日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ～

小林ミナ 9784757433175 KP00020590 PDF アルク 201901 ¥6,600 ¥9,900

日本語教育 よくわかる教授法
～日本語教育 よくわかるシリーズ～

秋元美晴 9784757433380 KP00022575 PDF アルク 201906 ¥6,600 ¥9,900

日本語教育 よくわかる語彙
～日本語教育 よくわかるシリーズ～

松崎寛 9784757430938 KP00016665 PDF アルク 201810 ¥6,600 ¥9,900

日本語教育 よくわかる音声
～日本語教育 よくわかるシリーズ～

藤原雅憲 9784757430945 KP00016666 PDF アルク 201810 ¥6,600 ¥9,900

日本語教育 よくわかる文法
～日本語教育 よくわかるシリーズ～

金子史朗 9784757430976 KP00019112 PDF アルク 201811 ¥7,590 ¥11,385

日本語授業の進め方　生中継

横溝紳一郎 9784874248027 KP00024936 PDF くろしお出版 201906 ¥5,280 ¥7,920

日本語教師のためのアクティブ・ラーニング

畑佐由紀子 9784874247587 KP00021274 PDF くろしお出版 201804 ¥4,400 ¥6,600

日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方

小林明子 9784874247532 KP00021275 PDF くろしお出版 201801 ¥3,960 ¥5,940

日本語教育に役立つ心理学入門

庵功雄 9784874247365 KP00021284 PDF くろしお出版 201706 ¥3,080 ¥4,620

一歩進んだ日本語文法の教え方1

11 日本語教育に関わる心理学的な知識を学ぶための入門書。

日本語を教えるときや、学習者の考え方や行動を理解したり悩みの相談に乗ったりするときにも役に立てよう。

プレタスク・本文・確認・ポストタスク・読書案内からなる全12章で構成され、半期の授業で使える。

12

文法項目は、典型的なルールと少しの例外を頭に入れて無理のない導入を図ることが大切です。「第1部：文法項目を導

入するときに考えるべきこと」では、初中級で問題となる10項目を選び、導入方法を解説。「第2部：用語編」では正確に理

解しておきたい用語、「第3部：発想編」では、導入時の心構えや研究につながる考え方などを紹介。「重要だけど教えにく

い」文法導入の悩みがこれで解決。

10 日本語教育プログラムの構築・改善のために。カリキュラム開発の全過程（言語習得の基礎、コース・デザインから評価ま

で）を精細に整理。

日本語教師を目指す人や現場の教師が押さえておきたい基本知識が満載。

8

日本語教師になる前も、なった後も、あまり他の教師の授業を見られる機会はないものです。本書は、この道25年以上のベ

テラン教師である著者の授業を取材し、それを写真入りで実況中継したものを１冊にまとめました。「やりもらい」「自動詞・他

動詞」など、主に初級レベルの23項目を取り上げています。日本語の授業がどんなものかイメージできず困っている、新人教

師で授業の進め方に自信がない、という方におすすめです。

9 学習者の「主体的・対話的で深い学び」を引き出すために、授業をどうデザインすればよいのか。

既存の授業を見直すヒント、ICTの活用方法など、教師の自己成長を促すための具体的な手法が満載。

新たな授業改善にチャレンジしよう。

6 音声の知識は学習者の音声指導に欠かせません。アクセントやイントネーションは間違えると違う意味に捉えられてしまうことも

ありますので、的確な指導が必要です。音声を学習するのは初めてという方でも理解しやすいように、多くの音声学テキストで

取られる提出順ではなく、「易→難」へと学習が進められるように構成を工夫しています。

7

日本語教師に必要な基礎知識を学習するための参考書シリーズです。日本語を教える上で、文法は最も大切な分野と言

えるでしょう。しかし日本語母語話者であるがゆえに、学習者にどう教えればいいのか悩んでしまう人も多いのではないでしょう

か。本書では「日本語学習者はどのような間違いをするのか」「なぜ間違えたのか」という視点から日本語文法を考え、重要ポ

イントをわかりやすく説明しています。

NO 書影

内容紹介

1

日本語教育能力検定試験は出題範囲が広く、難しい試験です。「何から学習していいのかわからない」「試験の傾向がわか

らない」「自分の知識に自信がない」という人も多いのではないでしょうか。本書は、この試験を長年分析してきたアルクがそのノ

ウハウを詰めこんだ『合格するための本』過去４年分から、一流の執筆陣が作成した演習問題を選りすぐり、１冊にまとめた

試験対策の決定版です。下記「用語集」「基礎知識」とあわせて使い、合格をつかんでください！

��※冊子版での附属CD-ROMは、電子版には収録されておりません。CD-ROMの音声はWebページから無料ダウンロードできます。

5

外国語学習の中心とも言える「語彙」は、日本語教育の現場でも注目の高い分野です。本書では「語の基本的知識」「語

の分類」「語の意味」「語の社会的側面」「語の習得」など、語彙の複雑な性格について具体的な例や時代に即したデータを

使い、わかりやすく説明。日本語教師の養成課程で学ぶ方、日本語教育能力検定試験を目指す方、さらに、現役の日本

語教師の方など、日本語教育を志す方どなたにでも役立つ内容です。

4

「日本語教育　よくわかる」シリーズは、日本語教師に必要な基礎知識を学習するための参考書です。日本語教師の養成

課程で学ぶ方、日本語教育能力検定試験を目指す方、さらに、現役の日本語教師の方など、日本語教育を志す方どなた

にでも役立つ内容です。平易な文章でわかりやすく学べるだけでなく、内容を復習できる練習問題や実践的なタスクも盛り込

まれており、日本語教師のための基礎知識がしっかりと身に付きます。

2

日本語教育能力検定試験の過去問18年分に出ている用語をリスト化し、出題形式や出題回数を徹底分析。

「出ている用語」「本当に必要な用語」を抜き出しました。専門家の意見をまじえ、今後、教壇に立ったときに知らないと困る

用語、今はあまり出ていなくてもこれから頻出する可能性のある用語をバランスよく選出しました。具体的なわかりやすい解説

をモットーにした用語集です。

3 本書はこれから検定試験を受け、日本語教師を目指す人にとって必要な重要項目を50に分け、それぞれをコンパクトに解

説。「検定試験に合格し、日本語教師になるためにはどんな知識が必要なのか」を一気につかむために役立ちます。「読みも

の」として書かれているので読みやすく、最初の一冊としてお薦めです。
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庵功雄 9784874247846 KP00021261 PDF くろしお出版 201812 ¥3,300 ¥4,950

一歩進んだ日本語文法の教え方2

山田智久 9784874247327 KP00021286 PDF くろしお出版 201706 ¥3,520 ¥5,280

ICTの活用　第2版

日本語教師のためのTIPS77

栗山次郎【編著】 9784254102710 KP00017698 PDF 朝倉書店 201507 ¥5,940 ¥8,910 ¥11,880

理科系の日本語表現技法　新装版

山内博之【監修】 9784874247150 KP00009549 PDF くろしお出版 201610 ¥5,280 ¥7,920

ニーズを踏まえた語彙シラバス
～現場に役立つ日本語教育研究～

中俣尚己 9784874246306 KP00009525 PDF くろしお出版 201412 ¥3,960 ¥5,940

日本語教育のための

文法コロケーションハンドブック

中俣尚己【編】 9784874247310 KP00021287 PDF くろしお出版 201706 ¥5,280 ¥7,920

コーパスから始まる例文作り
～現場に役立つ日本語教育研究～

森　篤嗣【編著】 9784254516555 KP00022496 PDF 朝倉書店 201810 ¥7,920 ¥11,880 ¥15,840

日本語教育への応用

～コーパスで学ぶ日本語学～

前川喜久雄【監修】 9784254516050 KP00017894 PDF 朝倉書店 201603 ¥12,210 ¥18,315 ¥24,420

コーパスと日本語教育

～講座　日本語コーパス～

佐藤武義 9784254510348 KP00017690 PDF 朝倉書店 201411 ¥115,500 ¥173,250 ¥231,000

日本語大事典 【上・下巻：２分冊】

佐藤友子 9784767491127 KP00007810 PDF 研究社 201311 ¥10,120 ¥15,180

研究社 日本語口語表現辞典

姫野昌子【監修】 9784767491103 KP00007809 PDF 研究社 201212 ¥12,320 ¥18,480

研究社 日本語コロケーション辞典

近藤安月子 9784767491097 KP00007808 PDF 研究社 201208 ¥7,040 ¥10,560

研究社 日本語教育事典

23

一般の国語辞典ではなかなか引くことができないコロケーション（語と語の慣用的な結びつき）に着眼した画期的な日本語

辞典です。動詞、形容詞、形容動詞を見出し語にしているので引きやすく、4万5000を超える生きた例文は、「正しい日本

語」を用いるための"お手本"となります。学習者の便を考え、漢字にはルビ（ふりがな）を多用しました。＊『研究社 日本語

表現活用辞典』（2004）を大幅に増補した改訂版です。

24

日本語教育に携わる人を対象に、日本語教育に関わる重要分野を広く網羅した用語事典。代表的な基本用語と重要用

語を厳選して、最先端の知見を結集し詳細にわかりやすく解説した。情報の検索はもちろんのこと、基本学習用に使える推

薦文献も掲載して、各分野の学習用にも使えるオールマイティな教育用語集としても活用できる。日本語教師を志す人や、

日本語教育能力検定試験の受験者にも威力を発揮。

21

現在の日本語をとりまく環境の変化を敏感にとらえ、孤立した日本語、あるいは等質的な日本語というとらえ方ではなく、可

能な限りグローバルで複合的な視点に基づいた新しい日本語学の事典。言語学の関連用語や人物、資料、研究文献など

も広く取り入れた約3500項目をわかりやすく丁寧に解説。読者対象は、大学学部生・大学院生、日本語学の研究者、中

学・高校の日本語学関連の教師、日本語教育・国語教育関係の人々、日本語学に関心を持つ一般読者などである。

22

ありそうでなかった日本語の「口語表現」「話し言葉」を扱った辞典です。一般の国語辞典には載っていない、あるいは載ってい

ても使い方や例文が不足しているために、中上級の日本語学習者が不便を感じたり、日本語教師が指導するのに苦労して

いる「口語表現」「話し言葉」に焦点を当て、くだけた表現や流行言葉・若者言葉から古くさい表現や慣用句・決まり文句、

専門用語や方言まで広く解説。見出し語は約3,000語。

20

国立国語研究所で行われている日本語コーパスのプロジェクトに基づき、日本語コーパスとは何か、その構築から研究での利

用・活用までを概観し、日本語学、言語学での統計学的アプローチを解説するシリーズです。本書では、日本語教育への

コーパス活用研究の成果を紹介します。（目次）検索の方法／教育語彙表／類義表現分析／日本語教科書分析／

作文支援／コーパス検索／正規表現とコーパス／他のコーパスとの比較。

17 コーパス＋教科書のデータを組み合わせて提示。93の項目の基本用法を、丁寧に解説。該当項目を見れば、どんな動詞と

結びつくかがすぐわかる。豊富な例文を掲載。例文づくりに役立つ。眺めていてもワクワクするような、興味深い調査結果の提

示。

19

コーパスの使い方を実習形式で段階を踏んで学習することで、日本語学の知識と方法を無理なく身に付けることができるシ

リーズです。本書では日本語教育をテーマに、「何を」教えるべきなのか、主観をサポートするコーパスの使い方と応用を丁寧に

解説します。（目次）総説／日本語教材の分析／文型とコロケーション／学習者話し言葉コーパス／学習者書き言葉

コーパス／対照言語学的分析／付録

18 大規模コーパスを分析し、日本語教師が例文を作る際のヒントを提供する。日本語教師が説明に困るような「中上級のアカ

デミックライティングなどで必要となる項目」について、コロケーションとコンテクストに注目してその使用実態を記述。『日本語教

育のための文法コロケーションハンドブック』の続編とも言える１冊。

14 自分の教室にすぐに応用できる！

「PowerPointで絵カードを作ろう」等、身近なデジタル機器を使って、バラエティ豊かな授業にするためのアイデアを多数紹

介。Webサイトやアプリの更新、より良いWebサービスの紹介など、バージョンアップした第2版。

13 好評の前作に続き、本書では中級日本語文法の教え方を解説します。ボイス表現、「は」と「が」、「のだ」など、ある程度、知

識を積み上げなければ産出まで持っていくことが難しい項目を取り上げます。「用語編」では、日本語学の諸概念を体系的に

説明し、「発想編」で、文法教育に関する筆者の考え方を述べます。

16 電子的に利用可能なコーパスが整備され、研究者がそれぞれ取得したデータも形態素解析など、自然言語処理研究による

技術で整備可能になってきた現在、語彙シラバスに関する研究は実現可能となってきた。今こそ、文法シラバスを見直すだけ

ではなく、新たに「データに基づく」語彙シラバスに着手する好機である。（「まえがき」より）

15 理系学生の実状と関心に沿ったコンパクトで実用的な案内書。（目次）コミュニケーションと表現／ピタゴラスの定理の表現

史／コンポジション／実験報告書／レポートのデザイン・添削／口頭発表／インターネットの活用
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泉原省二 9784767490540 KP00007803 PDF 研究社 200712 ¥12,100 ¥18,150

日本語類義表現使い分け辞典

～「～は」と「～が」の使い分けが説明できる～

荒川洋平 9784757420472 KP00011286 PDF アルク 201111 ¥6,160 ¥9,240

日本語多義語学習辞典 名詞編

～イメージでわかる言葉の意味と使い方～

今井新悟 9784757420489 KP00011287 PDF アルク 201112 ¥6,160 ¥9,240

日本語多義語学習辞典 形容詞・副詞編

～イメージでわかる言葉の意味と使い方～

森山新 9784757420496 KP00011288 PDF アルク 201205 ¥7,480 ¥11,220

日本語多義語学習辞典 動詞編

～イメージでわかる言葉の意味と使い方～

安藤栄里子 9784757424562 KP00019122 PDF アルク 201405 ¥9,240 ¥13,860

どんなときどう使う 日本語語彙学習辞典

牧野成一 9784789004541 KP00024234 PDF ジャパンタイムズ出版 198603 ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400

日本語基本文法辞典【初級編　Basic】

A Dictionray of Japanese Grammar

牧野成一 9784789007757 KP00024235 PDF ジャパンタイムズ出版 199506 ¥10,175 ¥15,180 ¥20,350

日本語文法辞典【中級編　Intermediate】

A Dictionray of Japanese Grammar

牧野成一 9784789012959 KP00024236 PDF ジャパンタイムズ出版 200805 ¥10,450 ¥15,620 ¥20,900

日本語文法辞典【上級編　Advanced】

A Dictionray of Japanese Grammar

筒井通雄【監修・著】 9784789016988 KP00024233 PDF ジャパンタイムズ出版 201809 ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400

マルチメディア 日本語基本文法ワークブック

吉村紀子 9784874247655 KP00021270 PDF くろしお出版 201807 ¥4,840 ¥7,260

第二言語習得研究への誘い

～理論から実証へ～

牲川波都季【編著】 9784874248058 KP00024934 PDF くろしお出版 201906 ¥3,300 ¥4,950

日本語教育はどこへ向かうのか

～移民時代の政策を動かすために～

吉岡英幸【編】 9784874247167 KP00009546 PDF くろしお出版 201610 ¥5,280 ¥7,920

日本語教材研究の視点

～新しい教材研究論の確立をめざして～

北原保雄【監修】 9784254516418 KP00018425 PDF 朝倉書店 201805 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440

世界の中の日本語（新装版）

～朝倉日本語講座～

36

現状では、日本語教材を研究したいという大学院生などに紹介できる適当な文献は多いとは言えない。そこで、日本語教材

についてより広く・深く知りたい人、教材研究をしてみたいという人たちのために、日本語教材研究の概要、現状が把握できる

ようなもの、日本語教材研究の視点、対象、方法がわかるようなもの、教材研究に関する必要な参考文献がわかるようなも

のを刊行したいという企画で生まれたのが本書である。（「はじめに」より）

37 （目次）諸言語の音韻と日本語の音韻／諸言語の語彙・意味と日本語の語彙・意味／日本語の文構造／諸言語の文

字と日本語の文字／諸言語の敬語と日本語の敬語／世界の方言と日本語の方言／日本語の系統／日本語教育／他

34

日本に住む日本語母語話者による英語習得と、北米で学ぶ英語母語話者による日本語習得を対象に、幅広い領域に

渡って第二言語習得のテーマや現象を取り扱います。さらに、「なぜ第二言語習得ではこのような問題に直面するのか」あるい

は「どのように第二言語習得では知識を獲得するのか」を明らかにするため、実証的な調査結果について理論的な説明を加

えます。

35

（目次）はじめに―動いている外国人受け入れ政策（牲川波都季）

第1章　職業としての日本語教師ー「奨学金返済ができないから夢をあきらめます」から考える（有田佳代子）

第2章　学習者の変化に対応しポストを守るための留学生日本語教育と〈やさしい日本語〉（庵功雄）

第3章　ポリティクスの研究で考慮すべきこと―複合的合理性・実態調査・有効性（寺沢拓敬）

まとめに代えて―政策を動かす日本語教育のために（牲川 波都季）ほか、ディスカッション

30

ロングセラー『日本語文法辞典』シリーズの初級編です。基本・中級・上級の各レベルごとに重要な文法を約200項目ずつ取

り上げ、文型分析と豊富な例文と的確でわかりやすい英文解説を施した、辞典形式の文法書です。This ever-popular

series of dictionary-style grammar guides comprises three volumes—basic, intermediate, and advanced—with each

presenting some 200 key grammar items, along with analysis of sentence patterns, abundant example sentences, and

easy-to-understand explanations in English.

33 日本語学習書のロングセラー『日本語基本文法辞典』に完全準拠した文法ワークブック。約130の初級文法の各項目につ

いて、基本から応用まで厳選した練習を収録。無料ダウンロードのPowerPointファイルで文字・音声・画像を使った効果的

な練習が可能。クラスでも個人学習用としても使える。初級学習者の文法運用力強化や、中級者の弱点補強に最適。

32 （承前）※当シリーズでは文法の説明と例文の翻訳が英語で記述されます。例文は漢字/仮名で書かれています。
*English is used for grammar explanations and translations of example sentences.Example sentences are written in

kanji/kana.

31
（承前）間違えやすいポイントや類似表現との使い分けも丁寧に説明しているので、より深く日本語文法が理解できます。

学習者だけでなく教師のための参考書としても必携です。The books also thoroughly explains common pitfalls and the

distinctions in usage of similar expressions, helping users to develop an even stronger grasp of Japanese grammar. A

must-have reference for learners and teachers alike.

29 N１～N３レベルの語彙に絞って掲載。意味ごとに例文が付いていて、文脈を把握し、生きた日本語として覚えることができま

す。合成語・類義語・対義語・関連語・コロケーション情報も充実しているので、その場で新出語の適切かつ幅広い学習が期

待できます。教師にとっても、授業準備の大きな助けになること請け合いです。

27

（承前）“今年の冬はとても寒い”、“恐ろしさで背筋が寒くなった”、“あの芸人のコントは寒い”・・・これらの意味の違いを日

本語学習者が習う機会はあまりありません。このような多義語を体系的に学習し表現の幅を広げることが、さらに上のレベルに

進む重要なポイントになっているのです。「形容詞・副詞編」では初級で学習する基本形容詞・副詞のうち多義性の強い84

語を選んで解説します。

26 “キリンは首が長い”、“首を縦に振る”、“とっくりの首”、“お前はクビだ！”・・・

日本語学習者にとって学習が困難な多義語を、ネットワーク図とイメージで視覚的に示す、認知言語学の理論から生まれた

画期的なシリーズです。「名詞編」では主に初級で学習する基本名詞のうち多義性の強い121語を選び、解説します。

25

日本人がふだん何気なく使っている類義表現（「～は」と「～が」、「～さえ」と「～でも」、「～ながら」と「～つつ」、「～とたん」と

「～やいなや」、「あまりの～に」と「～のあまり」など）の使い分けとニュアンスの違いを例文を駆使しながら分かりやすく解説しま

す。日本人がふだん何気なく使い分けている類義表現のそれぞれのニュアンスの違いと使い分けを“日本語学習者”及び“日

本語教師”向けに示す、まったく類書のない本格派辞典です。

28 （承前）“横綱に負けた”、“彼の強引さには負けてしまった”、“200円まけてくれた”・・・

シリーズ第三弾「動詞編」では、基本動詞のうち多義性の強い104語を選び、多義の構造をネットワーク図で示します。

日本語学習者、日本語教師、ともにお勧めのシリーズです。


