
出るかもしれません。そうしたら、何か方法
考えましょうかとか、日本語教室を作ってみ
たらとか話をしてくれた何人かと、実際に教
室を始めるためにはどうするかを考えること
が多いですね。
　もし、日本語教室をやると決まっている場
合はここからでしょうね。何人か仲間が集
まった。次は、具体的にどうするかっていう
と、やはり外国人の人たちと話をしてみたい
と思います。まず、二人一組で住んでる外
国人で連絡を取れそうな人から順番に話を
聞きます。どうして日本に来たのか、日本の
生活で困っていること、日本語教室があっ
たら助かるのかとか聞いて、最後にほかに
面白そうな外国人がいたら紹介してくださ
いって、また話を聞きに行きます。ただ、日
本語をあまり話せない人だとすると難しいか
もしれませんが、その地域の人たちが何を
望んでいるのかはプロジェクトを起こす前に
は把握しておきたいですね。
　同時に、支援者となる日本人のネットワー
クも増やしていくことが重要です。何か地域
で面白い活動をやっている人とかに話を聞
いてどんどん紹介してもらいます。サッカー、
凧揚げ、天体望遠鏡やパソコン教室、なん

＿コミュニティデザインとは？　
　コミュニティデザインというのは、地域
に住んでいる人たちが自分たちの住んでい
る地域の課題を発見、共有することで、な
んとかせにゃならんなという気持ちになっ
てその解決策を試行錯誤しながら、その人
たち自身がその地域を少しでもいい状態に
持っていこうとするのを支援する仕事です。
　コミュニティデザイナー自身がまちづくり
のリーダーになるのではなく、その都度適切
な事例や情報などを示しながら、あくまでそ
の地域の方々が主体となって地域の元気を
生み出していくのをサポートします。

＿日本語教室をコミュニティデザインの手
法で作ると？
　我々のやり方だと、はじめから日本語教
室を作るのではなくて、地域に入ってみてそ
れが課題だったら日本語教室になっていき
ます。通常はまず、何をやるかというところ
から決めるので、100人くらいに芋づる式に
地域の課題やいいところを聞きます。その中
で、ある地域では最近外国人が増えてきて、
その人たちとコミュニケーションがうまくで
きていないという話が、地域の何人かから

でもいいので、何か地域で活動している人
の話を聞きに行って、地域の友達を増やし
ていく。地域の活動団体、コミュニティの実
情を知って、団体の特徴や日本語教室とか
外国人とどれぐらい一緒にやれそうかを見
ながら、その既存のテーマ型コミュニティの
人たちとのネットワークを作るということも
やります。
　まずやるべきことは二つです。外国人自
身と話すということと、地域のいろんなコ
ミュニティの人と話すということ。そうする
と外国人自身の意見と、ほかのコミュニティ
で将来一緒に組めそうな人たちの意見が集
まります。
　次はプロジェクトを立ち上げるまで、勉強
しながらみんなで話し合っていくという段階
です。それで、どこでどれぐらいの規模で
やっていくかを話して、まずはどこかを借り
て実験的にやっていく。最初は話を聞いた
人とかに案内をして、公民館でもどこでもい
いので試験的にやってみる。実際にやって
みて出てきた意見に応じて場所や時間や回
数を変えて、あまり労力のかからないお茶
代だけ出せばいいようなやり方を少し試して
みる。外国人が何回か来てくれるようになっ
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Ja-Netは Japanese Networkの略です。「にほんご」を通して編集室と読者の皆様を結ぶ情報誌にしたいと考えています。
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のかな。日本語を習うっていう手段ではなく
て、その場自体が目的化していく。日本語を
学ぶ目的だけだったら、ある程度習得でき
て目的を達成したら、行かなくていい対象に
なっちゃうんで、むしろ地域で何か面白いこ
とをやりましょうっていう場であり、気づい
たら日本語も習うことができていたっていう
くらいにしたほうがいいのかもしれないです
ね。

＿広報ツールにはデザインの視点を
　いずれにしても、早いうちに自分たちの広
報ツールは作ったほうがいいですよ。ホー
ムページはもちろん、配れるような冊子やチ
ラシとかをわかりやすく作る、できればその
時にデザインという視点もちゃんと入れてほ
しいですね。
　人々が興味を持ってくれるきっかけとなる
ツールですから、何をやろうとしている団体
かがわかる内容と実際の写真が入っている
「おっ」と思ってもらえるツールがあって、そ
れと支援者募集がセットになっていると、ど
んな団体が人を集めているのかがわかって
もらえますよね。チラシなども、どこに置か
れるかを考えて作ることも案外大事です。
僕は建築の専門家でグラフィックの専門家
じゃありません。やっぱりデザインでも違う
んですよね。コミュニティデザインの仕事を
始めたら、チラシで人を集めなくちゃいけな
い。独立した当初は自分でチラシも作ってま
したから、その訓練をしようと思って、近く
の美術館にあるチラシを全部取ってきてま
した。美術館のチラシって、プロのデザイ
ナーが作っているものなので、タイトルがど
れぐらいの文字で、そこからどれくらいあけ
て細かい文字があるかとか、日時はどれくら
いの大きさでどういう風に目に飛び込むよう
に入っているかとか参考にできるんです。ぶ
厚いファイルにダーッとチラシリソースを
作って、お気に入りのチラシに付箋が貼っ
てあるんです。どのタイプで作るか決めたら、
最初は丸々一緒のものを作ればいいんです。
５回ぐらい作っているとだんだん自分なりに
ちょっとアレンジしたくなる。オリジナルの
デザインができるようになってきますし、
ホームページも全然変わってきます。美術
館のチラシ、いいですよ。
　練習ってそういうことだと思うんです。
我々がデザインの分野でスタディと呼んで
いるものは、とにかく倣うんですよ、同じも

たら、その人が何か別のコミュニティの人と
一緒にできることはないか考えて、単発的に
サッカーや料理教室と一緒に何か試してみ
てもいいでしょうね。そうやっていると運営
面などの課題が見えてくるでしょうからそれ
を一つずつ変えていきます。そのうち拠点が
ほしいという話が出てくるので、そうなって
きたら家賃や運営資金とか、支援者の数を
増やしていくとか、日本語教室に来る人たち
の費用負担をどうするとか、そのようなこと
を練って、現実的なラインで、実際に拠点を
借りていくことになると思います。

＿支援する側も支援される側も役割を持つ
　日本語教室で外国人に関わるということ
をやりながら、別のコミュニティの話を聞く
のは、そのコミュニティの人たちが関わって
くれて日本語教室を豊かにしてくれるという
ことですけど、それだけではなくて、向こう
が困っていることをこっちの日本語教室で解
決できる方法はないか考えるのも重要です
よね。単純なことでいえば、相手のホーム
ページを各国語に翻訳するとか、料理教室
であれば参加者の国の料理を教えますよと
か、双方にメリットがある関係性を築くこと
ができますよね。
　その時に、ある種の役割を外国人にも担っ
てもらうことが重要でしょうね。外部に対し
て自分たちができることを提供すると、ただ
教えてもらうだけじゃなくて、自分の国の料
理を教えに行くとか、日本語を習いながら
ホームページを翻訳するとか、誰かのため
になる活動を支援される側の外国人も経験
することになりますよね。そういうことをやっ
ていると、教室の運営なんかにも協力してく
れるようになる気がしますよ。役割があると
組織のことを考え始めますので。支援する
側と支援される側だけではなくて、そこに他
者があることが役割を生み出しますよね。
サッカー教室や料理教室と対峙して何かや
ろうと思った時に、一緒になってどんな関係
性を切り結べるのかってことを考え始めるよ
うな気がします。将来的にはその卒業生と
いうか、日本語を話せるようになった人たち
が自然な形で支援者側に回っていくというこ
ともあるでしょうね。
　もし、外国人が長く続けてくるという形を
作れていないのであれば、日本語教室が日
本語を習いに来るところというよりは、何か
楽しいことをやる場所にならないといけない

[ 2 ]　25th January,  2014

山崎  亮  （やまざきりょう）

studio-L代表。
京都造形芸術大学教授。
慶應義塾大学特別招聘教授。
1973年愛知県生まれ。建築・ランドスケープ設計
事務所を経て、2005年にstudio-Lを設立。地域の
課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニ
ティデザインに携わる。著書に『コミュニティデザイ
ン（学芸出版社）』『コミュニティデザインの時代（中
公新書）』などがある。
現在、大学生が「ふるさとを元気にする仕事」につ
いて学ぶ、全国初の「コミュニティデザイン学科」
設立に携わっている。コミュニティデザイン学科は、
2014年4月から東北芸術工科大学でスタートし、
被災地の復興や東北の集落を支援しながら実践的な
コミュニティデザインの手法を学ぶ場になる予定。

のをマネします。たとえばコルビュジエが建
てた図面をそのままトレースするんです。何
度も何度も、まずは設計図をなぞることから
スタートするんです。なぞってるとだんだん
わかってくるんですよ、どうしてコルビュジ
エはここに階段を付けたんだろうとか。グラ
フィックデザインも一緒ですよね。

＿最後に、読者の方たちへ
　日本語教室って、それそのものの中に様々
なテーマを含んでいるので、可能性は非常
にあると思います。日本語あるいは日本とい
うだけでいろんなフックがあるはずなんで
す。日本食も衣服もお祭りもそうですよね。
語学のための教育をやっていると、学習者
と支援者との間で日本語を教えるだけになり
やすいですが、それをきっかけにして日本語
というものの中に含まれている多様なテーマ
とどんどん結びついていくと、地域の中の
テーマ型コミュニティとかなりたくさんつな
がることができる可能性が出てきます。そう
なると日本語教室は外国の人たちが日本語
でコミュニケーション取れるという枠を超え
て、地域を元気にしていくための原動力にな
り得るんじゃないかと思いますね。　　



学習者の目
このコラムでは、学習者の視点での話題をお届けします
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日本語との出会い
　「なぜ日本語を勉強しましたか。」この質
問に、本当の理由を言うことはありません
でした。それは自身の意思を示すものでは
なく、格好良いとは思えなかったからです。
　20年前、ベトナムではロシア語を学ぶの
が一般的でした。1992年、私がハノイ外
国語大学（現在ハノイ国家大学）のロシア
語学科に入学した時、ソ連の崩壊を受け、
ベトナム社会は大きな転換期を迎えていま
した。これからはロシアだけでなく、世界
の様々な国と良好な関係を築かなければな
りません。ロシア語学習者はすでにあふれ
るほどいたので、大学は第二外国語として
英語と日本語のいずれかを選択する方針を
打ち出し、私が所属するクラスは、日本語
を学ぶクラスになりました。こうして、私
の意思とは無関係に、私は日本語を学び始
めました。
　そのころはドイモイ政策から間もなく、
世界の情報を入手するのが難しく、日本は
全くの幻の国でした。ベトナムのメディア
は、日本のことを表す際に、「扶桑国」とい
う言葉をよく使っていました。とても文学
的でロマンチックなこの呼び名は私の心を
魅了しました。

日本語の必死の勉強
　大学を卒業したら自分を養うのはロシア
語ではなく日本語だという意識が明確だっ
たので、日本語を一生懸命勉強しました。
当時は、日本語の資料が本当に少なく、一
つの教科書と、図書館に日本語辞典が一冊
あるだけでした。この辞書を巡り、日本語
学習者は毎日争って図書館に行かなければ
なりませんでした。
　当時は日本人と会うことは殆どなく、も
し会うことができたら、目を輝かせて話し
かけ、会話練習のチャンスを逃しませんで

した。ある日、ハノイで国際展示会が開催

りました。授業後急いで展示会へ向かうと、
釣り用品のブースに日本人がいました。私
たちはすぐに彼らを「練習相手」にしまし
た。「お名前はなんですか。」「家族は誰がい
ますか。」「朝起きて何をしますか。」など、
授業で学んだ質問を何度も何人もが繰り返
しました。当時の私たちの日本語はそれが
精一杯だったのですが、学んだ日本語が初
めて「生きている」と実感できた瞬間であ
り、大きな満足で鼻息荒く展示会を後にし
ました。今振り返ると、その日本人の方た
ちには迷惑をかけたなと思うと同時に、丁
寧に対応してくれたことに心から感謝した

いです。
　大学3年の時、日本大使館主催の日本へ
の留学試験を受験しました。合格者はベト
ナム全国で12人の狭き門のため、食事や
トイレが邪魔に感じるぐらい必死で勉強し
ました。結果として試験に合格し、日本留
学を勝ち取りましたが、身長が158cmなの
に体重が39kgにまで痩せてしまいました。

日本語を習うベトナム人の特徴
　日本に留学した時、最初に言われたのは、
私の発音が子供のようだということでした。
「つ」が正しく発音できなかったのです。
「つ」の発音はベトナム語にないので、なか
なか難しく、たくさんの人に正しい発音を
何度も教えていただいたのですが、なかな
か改善できませんでした。あるとき、一人
の先生の指導で私は「つ」を綺麗に発音で
きるようになりました。その秘訣とは、「て」
を発音した舌の位置で「つ」を発音しようと
する、というものでした。私はその後、ベ
トナム政府と日本国際交流基金によるベト
ナム中等学校における日本語教育試行プロ
ジェクトでベトナムの中学生に日本語を教
えましたが、授業ではいつもこの秘訣を伝
えました。効果はテキメンで、ほぼ100パー
セント発音できるようになりました。

人生の出会いへ
　日本語を学ぶにつれて、日本語、日本文化、
そして日本人のことも好きになりました。
今は留学した大学で出会った日本人と結婚
し、来日して、通訳・翻訳を通じて日越の
橋渡しのお手伝いをさせていただいていま
す。日本での暮らしでも、日本語を学んだ
時期に身につけた積極的に話しかけるクセ
が生きています。最近は、駅で偶然知り合っ
た女性から生け花と日本の美を学んでいま
す。

日本語と私
偶然学ぶことになった日本語に魅了されて

レー・レ・トゥイ
 ベトナム社会主義共和国クァン・ニン省ハーロ
ン市出身。
ハノイ国家大学・外国語大学の日本言語文化学
科卒業。在学中に日本語・日本文化研修留学生
として名古屋大学に1年間留学。
卒業後、日本語教師として中学校及び大学で日
本語教育に携わると同時に、JICAプロジェクト
にも参画。
2007年結婚を機に再来日。現在は子育ての傍
ら、日越翻訳などを行う。



きかけていこう！　教室の楽しさを地域に
拡げていこう！」と考えるようになりました。
　では、地域とつながるために取り組んだ
活動をいくつか紹介します。
１　日本語活動での工夫
❶みんなのアルバム
　大好きな景色などを写真に撮って、教室
の仲間に紹介します。それを文章にし、さ
らに展示物に仕上げて、パネル展等で市民
の皆さんにも紹介します。
❷お出かけ調査
　「学習者・日本語ボランティア・市民・関
係機関など」でグループを作り町に出かけ、
分からないこと、知りたいこと等を話しなが
ら日本語活動案を探します。
２　市民に理解を深めてもらうための活動
　講演会や報告会を，日本人住民と外国人
住民が一緒に聴けるように工夫したり，日
本語ボランティア研修等に学習者が参加す
る活動を取り入れたりしています。また、市
内数か所で実施するパネル展は、日頃の活
動を知ってもらう大切な取組です。
３　市民と一緒に活動
❶ボランティア活動に参加
　250人の市民と共に、ゴミを拾いながら
山に登るボランティア活動に参加しました。
知らない人とたくさん話すという課題を出し
て、積極的に話しかけるように後押しし、
後日写真・作文・フォトストーリーなどで教
室の仲間に報告してもらいました。

町へとびだし、市民とともに

　美しい瀬戸内海に面した広島県呉市の公
民館で、教育委員会が主催する「日本語教
室《呉》」を、市民団体「ひまわり２１」が運
営しています。呉には造船や自動車などの
工場が多く、アジアからの技能実習生や南
米からの定住者がたくさん働いています。
私たちの日本語教室に通ってくる学習者の
多くが、そうした呉の産業を支えてくれてい
る人たちです。
　教室には、学習者の家族や友人・会社の人、
見学の方がよく来られて、沢山の人が集ま
りとても賑やかです。温かく自由な雰囲気が、
一番素敵なところだと思います。
　さて、「ひまわり２１」は、活動の目的を「国
際化が進む中で日本語学習や交流活動を通
し、さまざまな文化を持つ人々が相互認識
と理解を深め、共に生きる地域社会の実現
を目指す」とし、「すべての市民に開かれた
教室」をモットーに、日本語学習支援だけで
なく様々な活動に取り組んでいます。
　活動を拡げたきっかけは学習者の声です。
ミーティングや研修会などで学習者の意見
を聴くと、私たちの教室は日本語を学び、
生活上の問題を解決し、心安らぐ楽しい居
場所になっているようですが、その一方で
「日本語教室の日本人は特別に優しい日本
人です。」「日本語を話すのはここだけです。」
といった言葉をよく聞くのです。学習者はし
ばしば優しくないと感じる人と出会い、近
所や職場の人とはほとんど話さないという
実態があるようです。
　私たちは日本語を学ぶお手伝いをするだ
けでいいのだろうか。教室を素敵な場所に
するだけでいいのだろうか。そうした思いか
ら、学習者と地域を結ぶために「地域に働

ひまわり２１ 代表     伊藤 美智代
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日本語ご紹介

完成したステンドグラスの前で

にぎやかな教室の様子

❷巨大ステンドグラス作成
　教室近くにある大学の学生達と一緒に、
巨大ステンドグラス作品を作りました。「広
地区まちづくり推進協議会」の助成を受け、
計画から５回目の展示まで２年近くをかけて
取り組み、参加者や地域の皆さんに楽しん
でもらいました。
　こうした取組から、参加者は机上の学習
では得られない学び・喜び・自信を得てい
るようです。また、地域とつながることを意
識した活動を進めるうちに、関係機関や地
域の団体から「一緒にしましょう！」と誘わ
れるようになりました。参加者も地域住民も
意識が変わってきています。
　地域に開かれた日本語教室は、参加者全
員がコミュニケーション能力を高め社会参
加する場であり、仲間づくり・まちづくりを
始める場だと考えて運営してきました。こ
れからも「この町に住んでよかった！私の人
生は楽しくて素敵！」と思えるような活動を、
みんなで一緒に進めていきたいです。



未来の米国のリーダーに
「日本」と接する機会を

皆さんにはお馴染みのアーミー・メソッドの
まさに実践の場ですね。

成熟したパートナーだからこそ、
互いを知る努力を
人間関係の維持にコミュニケーションが
重要なように、国家間の良好な関係の維持
にも、知ろうとする、また知らせる努力が不
可欠なのだろうと感じます。そういった意味
では、成熟した二国間関係であるからこそ、
それを維持するための努力は意識して続け
る必要があるのではないでしょうか。
我々は、ともすれば「米国人は日本のこと
を分かってくれる」という錯覚に陥りがちな
のではないかと感じることがあります。コ
ミュニケーションとそれを支える知識無しに
自然と相互理解が深まることはありません。
しかし、米国では８０年代の日本ブームを受
けて開講された中学～大学の日本語講座が
閉鎖される傾向にあり、次々中国語講座に
置き換えられています。それは、実利に目
ざとい米国人の関心が移り変わっていること
の証でしょう。一方で、日米の関係の重要
性や意義も変わってはいませんし、その基
盤を支えるのは教育です。日本人が米国を
知るだけでなく、米国人が日本を学ぶことも
同じように必要であり、その基礎となる米国
における日本語教育は、今の時代だからこ
そ意義を増しているのではないでしょうか。

したが、一人で全てできる訳でもありません。
しかも赴任当初、私には何の権限も与えら
れていませんでした。途方にくれつつも、上
司や知り合いの教官にアイデアを話しなが
ら方向性を探りました。すると、少しずつで
すが突破口が開けてきました。いろいろ挑
戦してみるものですね。米国人は関心を持っ
たり面白いと思ったことは積極的に支持して
くれます。「おもしろいね！ やってみよう。」
となると、頼んでもないことまで実現してく
れます。　　　　
そのおかげか、当初は設立困難といわれ
た日本クラブも今年から徐々に活動を開始
できるようになりました。日本語教育は、春
学期に週１回の初級講座を開くとともに、通
年で上級者に対する個別指導を行っていま
す。教材は、大学院時代の同級生や在ニュー
ヨーク日本国総領事館にお世話になりなが
ら、少しずつ充実させてきています。教育
技法も自己流からの出発でしたが、正規の
語学教育を研修し、少しずつ改善してきて
います。ウエストポイントの語学教育は非
常に印象的です。必修の語学は２学年時に
履修するのですが、なんと毎日５５分の授業
が通年で実施され、計１６０回の授業を通じ
て実戦的な語学力を修得しています。さら
に授業の多い語学専攻の学生は、わずか２
年ほどで外国語でのプレゼンや討議が実施
できるまでになっています。日本語教師の

米国のリーダーの卵たちは
「日本」を知らない？
米国陸軍士官学校（通称：ウエストポイン

ト）は、全米屈指の高等教育機関として知ら
れています。２００年以上の伝統を有し、ア
イゼンハワー元大統領をはじめ多くの米国
のリーダーを輩出してきました。そこで私は、
陸上自衛隊から初めて派遣された教官とし
て勤務しています。ですが私、本職は日本
語教師ではありません。軍事訓練教官とし
て、意思決定や問題解決法について教育す
るのが私の職務です。まさか自分が米国で
日本語教育に携わるとは思ってもみません
でした。
きっかけは、赴任して間もなく「学生たち
が日本について知らない。」あるいは、「興味
はあっても接する機会が無い。」と気づいた
ことでした。ウエストポイントは、陸・海・
空軍の士官学校の中で唯一日本語講座があ
りません。また、日系人の比率は1％に満た
ないほどで、東アジア系で最少です。しかし、
日本に感心を持ち、学びたいという意欲を
持っている学生は、私を見ると声をかけて
きてくれます。関心とニーズは確実にありま
す。一方で、日本に関心のない学生は、本
当に日本のことを知らないということも事あ
るごとに感じます。日本と言えば「Sushi」と
いうのが、少々乱暴ですが一般的な学生の
日本に関する知識という現状です。

いかに「日本」を発信するか？　
そこから試行錯誤が始まりました。「新規
の日本語講座を開講」、「他の教官の授業に
ゲストスピーカーとして参加」、「日本クラ
ブの立ち上げ」いろいろとアイデアは考えま

25th January,  2014　[ 5 ]

海外編
アメリカ合衆国  

あ
ち
こ
ち

授業時間外の日本語の授業の様子日本語ご紹介

米国陸軍士官学校教官
陸上自衛隊　２等陸佐

アメリカ合衆国

日本人教官として初めて担任した学生たち

 兵庫　剛

ウエストポイント



　大学・大学院でアカデミック・ライティン
グに日本語で取り組む留学生を対象に作られ
たテキストです。自分の考えを日本語で伝え
ることができるようになっても、以下のよう
な問題を抱える留学生が少なくありません。
・レポートや論文を書く際に、日常的な表現  
を使ってしまう。

・ゼミで用いる発表スライドや発表レジュメ
で箇条書きや短い文でのまとめができず、
内容を簡潔に示すことができない。

教材紹介
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宇都宮大学

鎌田 美千子

　『みんなの日本語初級』に続く『みんなの
日本語中級』は中級として必要な日本語力
を総合的に養います。『みんなの日本語中
級Ⅰ』は初級の学習しやすさはそのままに、
初級から中級をつなぐ中級前期として「話
す・聞く」の養成を中心に、『みんなの日本
語中級Ⅱ』は上級を目指して、基礎的な日
本語力をもとにさらに積み上げ、「読む・書
く」に軸を移して学習します。

・「レポートや論文では書き言葉を用いる」
「発表スライドや発表レジュメでは簡潔に
示す」と理解していても実際に生かせない。
　これらの問題には共通して、目的や伝達手
段に応じて適切に言い換えることができな
い、つまりパラフレーズができないといった
ことが見られます。
　レポートや論文、発表スライド、発表レジ
ュメなどは、たとえ同じ内容であっても、そ
れぞれに適した表現を用いて述べなければ
なりません。そこで本書では、さまざまなパ
ラフレーズを取り上げ、段階的な問題演習を
行います。

第Ⅰ部　単語を言い換える：
　書き言葉、和語と漢語、名詞化、ジャンル
による使い分けに関するパラフレーズを学
びます。
第Ⅱ部　意味を読み取って言い換える：
　長い文・複数の文、上位概念、簡潔な表現、
含意・解釈に関するパラフレーズを学びま
す。
第Ⅲ部　目的に応じた形式で書く：
　第Ⅰ部と第Ⅱ部で学習したパラフレーズを
用いて、大学・大学院でのアカデミック・
ライティングに近い問題演習を行います。
具体的には、文献を引用する、発表スライ
ドを作成する、インタビューの内容をレポ
ートに書くといった問題演習を行います。
　こうした一連の学習を通して、アカデミッ
ク・ライティングに必要な言語表現が使える
ようになることを目指します。
　留学生を対象にした日本語のテキストが数
多く出版されている中で、パラフレーズに焦
点を当てた、おそらく初めての一冊になると
思われます。アカデミック・ライティングの
学習に役立つ一冊として広く活用していただ
けることを願っています。

アカデミック・ライティングのための 

パラフレーズ演習

鎌田美千子・仁科浩美　著

本文74頁　別冊15頁　1,400円

言い換えのスキルを身につける

みんなの日本語中級Ⅰ
本冊   2,800円
翻訳・文法解説　英語版 1,600円
翻訳・文法解説　中国語版 1,600円
翻訳・文法解説　韓国語版 1,600円
翻訳・文法解説　ドイツ語版 1,600円
翻訳・文法解説　スペイン語版 1,600円
翻訳・文法解説　ポルトガル語版 1,600円
翻訳・文法解説　フランス語版 1,600円
標準問題集    900円
教え方の手引き 2,500円 

みんなの日本語中級Ⅱ
本冊　 2,800円
翻訳・文法解説　英語版 1,800円
翻訳・文法解説　中国語版 1,800円
翻訳・文法解説　スペイン語版 1,800円
翻訳・文法解説　ポルトガル語版 1,800円

「みんなの日本語　中級」シリーズ

株式会社スリーエーネットワーク　編著

初級から中級まで一直線に
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電子書籍・アプリ

電子書籍
わんわん台湾　ぶらぶら♪ラブラブ♥めおと旅〈デジタル版〉 900円

めきめきメキシコ　情熱と暴走とチューのメキシコ旅行〈デジタル版〉 900円

ワイワイハワイ　フラッとお気楽 ひとりオアフ＆ハワイ島〈デジタル版〉 900円

そうそうソウル　奔走迷走韓国旅行〈デジタル版〉 900円

バババババンコク　ハマッてカマッてタイ旅行〈デジタル版〉 900円

改訂版　毎日使えてしっかり身につく　はじめよう日本語　初級
　はじめよう日本語初級１　授業の進め方〈デジタル版〉 1,800円

　はじめよう日本語初級２　授業の進め方〈デジタル版〉 1,800円

　はじめよう日本語初級　語彙リスト　英語訳〈デジタル版〉 1,200円

　はじめよう日本語初級　語彙リスト　中国語訳〈デジタル版〉 1,200円

　はじめよう日本語初級　語彙リスト　韓国語訳〈デジタル版〉 1,200円

　はじめよう日本語初級　語彙リスト　ベトナム語訳〈デジタル版〉 1,200円

わかって使える日本語　指導のポイント〈デジタル版〉 700円

はじめて日本語を教える人のためのなっとく知っとく初級文型50〈デジタル版〉 1,300円

中間言語語用論概論〈デジタル版〉  1,600円

文章を理解するとは　認知の仕組みから読解教育への応用まで〈デジタル版〉 1,600円

初級日本語学習者のための待遇コミュニケーション教育〈デジタル版〉 2,400円

成り立ちで知る漢字のおもしろ世界　動物・植物編〈デジタル版〉 900円

　　　　　　　　　　　　　　　　  自然物編〈デジタル版〉 900円

　　　　　　　　　　　　　　　　  手と足編〈デジタル版〉 900円

　　　　　　　　　　　　　　　　  人体編〈デジタル版〉 900円

　　　　　　　　　　　　　　　　  道具・家・まち編〈デジタル版〉 900円

　　　　　　　　　　　　　　　　  人（ひと）編〈デジタル版〉 900円

　　　　　　　　　　　　　　　　  武器・ことば・祭祀編〈デジタル版〉 900円

にほんごCafé 韓国語から見えてくる日本語～韓流日本語鍛錬法〈デジタル版〉 700円

漢字で意味が変わるビミョ～な日本語〈デジタル版〉 600円

もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」としたら〈デジタル版〉 800円

続・もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」としたら〈デジタル版〉 800円

もしも…あなたが外国人と「日本語で話す」としたら　とりあえず日本語で〈デジタル版〉 800円

狙え ! 150点アップ TOEIC®テスト 14日間の直前プロジェクト〈デジタル版〉 700円

English脳で覚える英単語ハンドブック〈デジタル版〉 1,600円

アプリ

新完全マスター

　JLPT N1级 语法 新完全掌握必背句型 123

　JLPT N1 문법 新완전마스터 필수문법형식 123

　JLPT N2级 语法 新完全掌握必背句型 198

　JLPT N2 문법 新완전마스터 필수문법형식 198

『新完全マスター文法日本語能力試験N1』『新完全マスター文法日本語能力
試験N2』に準拠した翻訳付の独習用教材です。iPhone、Android 端末でお使
いいただけるアプリで、APP STOREもしくはGoogle Play でご購入、ダウン
ロードいただけます。まずはLITE 版でお試しください。

現在、当社の電子書籍は以下
の電子書店をはじめ、主な電
子書店でご購入いただけます。
（2014年1月25日現在）

紀伊國屋書店 Book Web
Book Live!
セブンネットショッピング
honto
GALAPAGOS STORE

以下の書店は一部取り扱いの
ない商品もあります。

Yahoo ブックストア
楽天 kobo

スリーエーネットワークの電子書籍・アプリをご紹介



● 編を属所ご･所住ご･前名おは方の望希ごを』teN-aJ『 
集室までお知らせください。無料でお送りいたします。
『Ja-Net』第 69号は2014年 4月25日発行です。

アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習 　3月発行予定　 1,400円

日本語初級２  大地  漢字学習帳〈英語版〉 円004,1 　　　定予行発月3　

みんなの日本語   中級Ⅱ 円008,1 　　　定予行発月3　 版語スンラフ  説解法文・訳翻   

みんなの日本語   中級Ⅱ 円008,1 　　　定予行発月4　 版語ツイド  説解法文・訳翻   

みんなの日本語   初級Ⅰ   第２版   漢字英語版 円008,1 　　　定予行発月4　

スリーエーネットワークという社名は、アジア（Asia)、
アフリカ（Africa）、ラテン・アメリカ（Latin America）
のいわゆる発展途上国の多くが存在する三つの地域を
ネットワークでつなぎ、相互理解と友好促進を図ろう
という趣旨をシンボライズしています。

2014年1月25日発行
● 発行人 小林卓爾
● 発行所 （株）スリーエーネットワーク
 営業広報部 Ja-Net 編集室
 〒102-0083  東京都千代田区麹町3-4  
　　　　　トラスティ麹町ビル2F
 TEL: 03-5275-2722　FAX: 03-5275-2729  
 E-mail: sales@3anet.co.jp  　
　　　　　http://www.3anet.co.jp/
● 印　刷 日本印刷（株）
 © 2014 by 3A Corporation   Printed in Japan 

（禁無断転載）
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『みんなの日本語』を使った教え方―初級から
中級までを通して考える　in 東京
　非漢字圏の日本語学習者の来日の増加に伴い、こ

れまでのコース運営を再検討している教育機関も多

いと聞いています。そこで改めて、初級から中級ま

でを通して、教え方について考えてみませんか。非

漢字圏で教え方は違うのか？　初級から中級への

指導の移行はどうすればいいのか？

　『みんなの日本語』は「みんな」とついているとお

り、漢字圏も非漢字圏も関係なく使っていただける

教科書です。当日は『初級』と『中級Ⅰ』の具体的な

指導についてご説明いたします。導入、練習それぞ

れでの押さえるべきポイントなど、日々繰り返して

いる初級指導や中級指導の基本について、教科書

を活かす適切な方法をもう一度確認します。

　なお、2013年12月21日に実施いたしましたスリー

エーネットワーク・凡人社創立40周年記念フェア

イベントと一部内容（『みんなの日本語初級』の教え

方の部分）が重複いたしますので、ご了承ください。

講　師：田中よね（『みんなの日本語』執筆協力者）

日　時：3月1日（土）13：30～16：30

）00：31付受（   　　　

会　場：TKP麹町駅前会議室（東京都千代田区麹町

　　　　3-2麹町共同ビル8階）

定　員：80名（先着順。定員になり次第、締切りま

　　　　す。）

参加費：無料

問合せ /申込み先：

　スリーエーネットワーク講座係

　TEL：03-5275-2722　FAX：03-5275-2729　

　E-Mail：kouza@3anet.co.jp　

　http://www.3anet.co.jp

　102-0083　東京都千代田区麹町３-４トラスティ

　麹町ビル２Ｆ

お名前・ご所属・ご住所・お電話番号を明記してく

ださい。

主　催：スリーエーネットワーク

『みんなの日本語 初級 第２版』改訂のポイン
ト　in仙台・名古屋
発行以来、みなさまにご愛用いただいている『みん

なの日本語 初級』シリーズが改訂されました。『み

んなの日本語 初級 第 2版』として、2012年 8月以

降、改訂版の発行を行っています。『みんなの日本語 

初級Ⅱ 第 2版 本冊』発行でシリーズの柱となる主

教材がそろいましたので、第2版の改訂のポイント

についてご紹介をする研修会を仙台と名古屋で開

催いたします。仙台会場は丸善仙台アエル店・スリー

エーネットワーク共催イベントとして実施します。

❶ 仙台会場

講　師：澤田幸子

協筆執』版２第　級初語本日のなんみ『（   　　　

　　　    力者）

日　時：３月29日（土）14：00～16：30

）03：31付受（   　　　

  ーホ　ータンセスンレァフンカ台仙ＰＫＴ ：場　会

　ル３Ａ

定　員：100名

）。すまり切締、第次りなに員定。順着先（   　　　

参加費：無料

共　催：丸善仙台アエル店、スリーエーネットワーク

をトッケチ引割の店ルエア台仙善丸はに者加参  ＊

当日お渡しする予定です。

ご。すで中整調在現は売販示展ので場会、おな  ＊

注意くださいませ。

❷ 名古屋会場

講　師：澤田幸子

協筆執』版２第　級初語本日のなんみ『（   　　　

　　　    力者）

日　時：３月15日（土）14：00～16：30

）03：31付受（   　　　

会　場：ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター　

　　　     ホール７Ｂ

定　員：100名

）。すまり切締、第次りなに員定。順着先（    　　　

参加費：無料

主　催：スリーエーネットワーク

❶ ❷ 講座共通

問合せ /申込み先：

　スリーエーネットワーク講座係

　TEL：03-5275-2722　FAX：03-5275-2729　

　E-Mail：kouza@3anet.co.jp　

　http://www.3anet.co.jp

　102-0083　東京都千代田区麹町３-４トラスティ

　麹町ビル２Ｆ

お名前・ご所属・ご住所・お電話番号を明記してく

ださい。

ご応募ありがとうございました！

　Ja-Net67 号で募集いたしました『FUJITSU’s 

Guide to Japanese いろはに富士通』プレゼント

にご応募いただき、ありがとうございました。た

くさんの方に興味を持っていただき、心より感謝

いたします。なお、当選者の発表は商品の発送を

もって代えさせていただきます。

　ぜひご活用いただき、ご感想をお寄せください。


