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平成２９年度日本語学校教育研究大会実施要項
１ 趣 旨
一般財団法人日本語教育振興協会維持会員機関に勤務する教職員等を対象として、日本語学
校教育のより一層の充実並びに日本語教育機関としての社会的地位の確立を目指し、各機関で
展開されている豊かな教育実践を機関を超えて共有することを通して教職員の資質の向上を
図ります。
２ 日 時
大会１日目

大会２日目
ポストセッション

平成２９年８月７日（月） 受付
研究協議等
交流会
平成２９年８月８日（火） 研究協議
平成２９年８月９日（水） 発表展示等

９：１０～
１０：００～１７：３０
１７：４５～
１０：００～１６：１５
１０：３０～１６：３０

３ 会 場
国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟、センター棟及び国際交流棟
住所：〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１
℡ 03-3467-7201
fax 03-3467-7797
４ 参加資格等
(1) 一般財団法人日本語教育振興協会の維持会員機関に勤務する教職員、その他関心のある
者とします。
(2) １教育機関から多数の方が参加していただいて差し支えありません。ただし、定員を超
える場合は、お断りする場合がありますのでお含みください。また、両日の参加が難しい
場合は、１日だけの参加でも差し支えありません。
５ 参加費（1 日目及び 2 日目）
(1) 維持会員機関（維持会費納入校）
：３，０００円／１人
当日受付で申し受けます。
(2) その他の教育機関、個人：５，０００円／１人
(3) 団体割引：維持会員機関から５名以上まとめてお申込みの場合は２，５００円／１人
※７月２８日（金）までにお振込みください。
○８月９日のポストセッションは、参加費、事前申込みは必要ありません。当日、直接
会場までお越しください。
６ 交流会費
７

３，０００円（当日受付で申し受けます。
）

日程及び内容
８月７日（月）
10:00～10:30
開会挨拶・大会趣旨説明
10:30～12:00
基調講演
12:00～14:00
デモンストレーション・ポスター発表
14:00～17:30
パネルセッション・日本留学 AWARDS2017 授賞式
17:45～
交流会
８月８日（火）
10:00～12:30
分科会
14:00～16:15
分科会・自由研究発表
８月９日（水）
10:00～16:00 日本留学 AWARDS2017 進学ワークショップ
10:30～16:30 「日本語教育 e-learning 展示会」及び「日本語教育教材展示会」
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＜平成 29 年度日本語学校教育研究大会趣旨＞
大会テーマ
『新しい日本語学校教育の質のかたちⅡ—変わる！変える！私たちの日本語学校教育-』
大会委員長 奥田純子（コミュニカ学院）

昨年から今年にかけて、日本語学校教育をめぐる大きな変化がありました。一つは、
「日
本語教育機関の告示基準」が平成 28 年 7 月 22 日に策定され、平成 29 年 8 月 1 日から施行
されたことです。これにより、自己点検・評価の義務化を通した教育の質的評価・改善や、
受け入れ・在籍管理・送り出し等の運営面に関する質的担保も求められるようになりました。
もう一つは、平成 28 年 11 月 8 日に超党派の国会議員による「日本語教育推進議員連盟」が
発足し、「日本語教育推進基本法」
（仮称）の制定が目指されていることです。
日本語学校教育研究大会では、日本語学校をめぐる教育・運営環境の変化をいち早く捉え、
日本語学校の社会における役割と将来のあるべき姿を考えてきました。本大会では、第 1 日
目に、日本語教育推進議員連盟会長代行 中川 正春氏（元文部科学大臣）をお招きし、「日
本語教育推進基本法と日本語学校教育」をテーマに基調講演をしていただきます。続く、パ
ネルセッション「基本法で変わる！変える！私たちの日本語学校教育」では、基本法に対し
て私たちが期待すること、あわせて私たちが担うべき責務を複眼的に捉え、一人一人の教職
員が当事者として共に考える場にしたいと思います。
また、教育実践の改善・向上・情報の共有化を目指し、日本語学校全体で行う教職員研修
として、第 1 日目には 8 本のポスター発表・デモンストレーションを、第 2 日目には 6 本
の口頭発表を予定しています。さらに、第 2 日目には４つの分科会が、①著作権講座、②日
本語教育を学ぶ大学生・院生との意見交換、③実践共有を通した学びあい・その方法、④新
しい教員研修の在り方、をテーマにセミナーを展開します。
第 3 日目は、教職員の専門能力開発研修との合同企画で、
「日本語教育 e-learning 展示
会」及び「日本語教育教材展示会」を開催します。また、初の試みとして、「日本留学
AWARDS2017 進学ワークショップ-留学生に勧めたい進学先-」を同時開催いたします。
猛暑の中の３日間ですが、より熱く日本語教育を語り、共に考え、明日の教育実践を生み
出す場にしていきましょう。
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平成 29 年度日本語学校教育研究大会日程
日 程 ： 大
会
平成 29 年 8 月 7 日（月）、8 日（火）
ポストセッション 平成 29 年 8 月 9 日（水）
会 場 ： 国立オリンピック記念青少年総合センター
テーマ ： 新しい日本語学校教育の質のかたちⅡ—変わる！変える！私たちの日本語学校教育大会１日目 8 月７日（月）
カルチャー棟 小ホール
10：00～10：30 開会挨拶
一般財団法人日本語教育振興協会理事長 佐藤 次郎
文部科学省（予定）
大会趣旨説明
大会委員長 奥田 純子（コミュニカ学院）
10：30～12：00 基調講演「日本語教育推進基本法と日本語学校教育」
日本語教育推進議員連盟会長代行 中川 正春（元文部科学大臣）
12：00～14：00 昼休憩
ポスター発表・デモンストレーション
カルチャー棟 展示コーナー
12：00～14：00 「和」・「クールジャパン」・「ちょっとだけビジネス」－テーマ別選択科目は学
生の意識にどのような変化をもたらしたか－
伊勢 みゆき（新宿日本語学校）、他 3 名
インターネットを使用したプレースメントテストの妥当性及び有用性と課題
渡邊 百里（新宿日本語学校）
反転授業を取り入れた初級文法授業のデザイン－話す練習を増やす取り
組み 横田 希（カイ日本語スク－ル）、他 1 名
日本語教師の寛容性を問う－ヒューマンライブラリーを開催して－
萩原 秀樹（インターカルト日本語学校）、他 3 名
日本語学校で学ぶ留学生の日本人イメージに関する調査－「話をする機会
が多い日本人」の分析から－ 惟任 将彦（大阪 YMCA 学院）
コミュニケーション力強化週間を通した協働学習への気づき
林 陽子（ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校）、他 2 名
非漢字圏向け漢字学習ストラテジー－初級と中級の違い－
宮岡 余里子（ATOWA）、他 1 名
改訂新実用日本語ひらがな・カタカナ練習帳
江副 隆秀（新宿日本語学校）

14：00～15：55

16：00～17：30
17：45～ 交流会

カルチャー棟 小ホール
パネルセッション「基本法で変わる！変える！私たちの日本語学校教育」
阿久津 大輔（日本語教育情報プラットフォーム 事務局）
井上 靖夫（ジェット日本語学校 校長）
江副 隆秀（新宿日本語学校 校長）
加藤 早苗（インターカルト日本語学校 校長）
西澤 信夫（（独）日本学生支援機構日本語教育センター センター長）
西原 純子（（公財）京都日本語教育センター京都日本語学校 代表理事）
モデレーター
黒崎 誠（ラボ日本語教育研修所 所長）
日本留学 AWARDS 表彰式
カルチャー棟 2F ﾚｽﾄﾗﾝとき
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2 日目のみ参加の方は、304 室または 501 室の受付（9：30～）にお越し下さい。
１日目に受付がお済みの方は、直接各会場へお越し下さい。
大会 2 日目 8 月 8 日（火）
センター棟
分科会Ⅰ
304 室
日本語学校のための著作権講座－権利を侵害しない、されないために－
10：00～12：30
※要事前登録 参加希望者はこちらから登録してください。
分科会Ⅱ
501 室
日本語教育を学ぶ大学生・院生と日本語学校教員の意見交換会Ⅱ
分科会Ⅲ
513 室
実践共有を通した学びあい・その方法５ －地域との連携とその方法－
昼休憩 12：30～14：00
14：00～16：15

分科会Ⅳ
501 室
新しい教員研修の在り方を考える－教師 can-do の活用と自己研鑽－
304 室又は 513 室
字形の認知に着目した初級漢字補助教材「チョコっとかんじ（チョコかん）」
の開発と実践
吉田 幸世（カイ日本語スク－ル）、他 2 名
CBL（Community Based Learning）の実践－地域との協働活動で得たもの
14：00～14：35 中村 雅子（カイ日本語スク－ル）、他 2 名
又は
日本語教育機関による地域連携の試み
14：50～15：25 荒川 友幸（明生情報ビジネス専門学校日本語科）、他 3 名
又は
アクティブラーニング」の考え方を取り入れた授業実践の試み
15：40～16：15 黒崎 亜美（ラボ日本語教育研修所）、他 1 名
のいずれかの時間帯
非漢字圏向け中級学習ストラテジー－漢字圏向けとの違い－
平岡 憲人（清風情報工科学院日本語科）、他 1 名
進学後に必要な日本語能力とは―進学前後の留学生に対する調査からの
一考察―
立澤 亜沙希（名古屋福徳日本語学院）
16：15 終了
ポストセッション 8 月 9 日（水）
10：00～16：00

国際交流棟 国際会議室
日本留学 AWARDS2017 進学ワークショップ-留学生に勧めたい進学先-

10：30～16：30

国際交流棟 レセプションホール
「日本語教育 e-learning 展示会」及び「日本語教育教材展示会」

※なお、日程については当日一部変更になることがあります。ご了承ください。

平成２9 年度日本語学校教育研究大会ポストセッション

「日本語教育 e-learning 展示会」及び「日本語教育教材展示会」
○主催

一般財団法人日本語教育振興協会
（研修委員会、平成 29 年度日本語学校教育研究大会委員会）
日本語デジタル教育推進協議会

○日時
○会場

平成２9 年８月 9 日（水）１０：３０～１６：３０
国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 レセプションホール

出展者・出展内容リスト
【e ラーニング系】
１．日本語能力試験対策（JLPT）＆ビジネス日本語 e ラーニング

ソリューショングループ

アテイン株式会社

JLPT 合格を目指す人、働く人、日本語教師、様々な人達のための e ラーニング教材をご案内します。まずは「JLPT
日本語能力試験対策 e ラーニング教材」とその模擬試験教材「JLPT 日本語能力試験模擬試験 e ラーニング」。そし
て現在働いている人、これから働く人に向けた、職場での簡単な会話が学べるビジネス日本語教材「ビジネス日本
語への道」
。これから日本語教師を目指す、あるいは教師レベルをアップしたい人向けの「日本語教師実力養成コー
ス」と「ビジネス日本語教師養成コース」
。また、現場で必要な「ビジネスマナー・情報漏洩対策・MS オフィス等
の教材」もございます。教師養成教材以外は多言語字幕付きでご提供いたします。

２．アルクオンライン日本語スクール

株式会社アルク

日本語の運用能力がアップできる「アルクオンライン日本語スクール」。日本語能力試験対策、実践的な日本語
会話教材、日本語教師養成など、日本語学習・教育コンテンツを多く制作してきたアルクが、日本語会話に特化し
たオンラインサービスを提供します。通学時間不要、オフィスまたは自宅での受講が可能なので スカイプができる
環境があれば、日本国内はもちろん、海外からでもレッスンが受けられます。学習者の発話を促しながらレッスン
を進めていくので、集合型のクラスレッスンより発話量が断然多くなります。レッスンは全てマンツーマンですの
で、レッスン後には達成感、充実感を味わうことができます。

３．MyJT 発話と聞き取りの練習ができる ICT システム

～自立学習で成績の向上を～

株式会社エドベック

発話練習と発音矯正が出来る ICT 教材を展示会にてご体験いただけます。発話した日本語をコンピューターが点
数で評価し、アドバイスとあわせて学習者の発音、発話能力の向上を目的とするシステムです。コンテンツのカス
タマイズ化によって、様々な学習ニーズに対応、留学試験、能力試験から生活、ビジネス日本語まで幅広くカバー
できます。LMS 機能による学生の管理が簡単にでき、一日 15 分の自立学習をさせることによって、堅実な日本語能
力向上を期待できます。

４．日本留学試験に特化したオンライン学習システム（ベトナム語バーション）

株式会社 MK 教育グループ

日本留学試験（EJU）に特化したオンライン学習システムのベトナム語バージョンを御紹介いたします。特徴とし
ては、EJU 教科を留学生の母国語で授業しているところです。板書が日本語のため、専門用語を目で覚えつつ母国
語説明で授業内容がよりわかりやすく集中力・理解力アップを図っております。対象は、日本語学校在学生で大学
進学を希望するベトナム人留学生です。科目は、学部文系/理系科目が受講（2018 年全教科ご提供予定）できます。
他には、中国語バーション（学部文系/理系・大学院・日本語・英語）と韓国語バーション（学部文系/理系）が受
講できます。東京はもちろんのこと、特に地方の日本語学校在学留学生にお薦めいたします。

５．貴校でも手軽に導入可能。来日前のレベルアップに最適なオンライン日本語教育プログラム
リンクワールドジャパン株式会社

e ラーニングとオンライン授業を組み合わせた SmartJBasic プログラムを、N5 から N3 レベルまで提供します。新
興国でも受け入れ可能な低価な授業料と、学習者の e ラーニング進捗を踏まえた効果的な授業を可能にしました。
また弊社のシステムを使って頂き、貴校でも、貴校の日本語教師により、学習者が日本に来る前に N5 レベル以上
の日本語能力を確実に習得させる、オンライン教育プログラムの提供が可能となります。来日前と来日後で、同じ
担当教師による、体系的な日本語研修の実施も可能です。また、弊社のサービスは、既に大原日本語学院で導入し
て頂いております。

６．JF にほんご e ラーニングプラットフォーム、サイト＆アプリの紹介

国際交流基金関西国際センター

オンラインコースで日本語が学べる、コミュニティで世界中の仲間と交流できる、それが日本語学習プラットフ
ォーム「JF にほんご e ラーニング みなと」
（以下、
「みなと」
）です。現在「みなと」では日本語未習者向けに A1
レベルを初級者向けに A2 レベルのコースを無料で開講しています。当日は「みなと」と、その中で開講している「ま
るごとコース」
「ひらがな・カタカナコース」
「アニメ・マンガの日本語コース」についてご紹介します。また、
『ま
るごと 日本のことばと文化』の内容に沿って、動画やクイズで楽しく日本語や日本文化が学べる新サイト「まる
ごとプラス 初級２（A2）
」と、その他のサイト＆アプリもご紹介します。

７．ブレンディッドラーニングによるビジネス日本語研修

特定非営利活動法人日本語教育研究所

当所では、初級eラーニングコースや中上級向けのライティングコースと、スカイプでのオンライン対面レッス
ンとを組み合わせたブレンディッドラーニングによるビジネス日本語研修を実施しています。過去2年にわたり、あ
る企業の外国籍内定者に実施した日本語研修から、特に海外大学卒の外国人材に対して実施した研修概要について
紹介します。さらに、質の高い日本語研修を提供するために、当所独自の教師養成にも力を入れています。定員3
名という少人数の「ビジネス日本語教師実習講座」と対面とは異なるオンラインならではのテクニックが学べるマ
ンツーマンの「日本語オンラインレッスン教師養成講座」も紹介します。

８．
「篠研の日本語教育能力検定試験対策」＆「教えて！篠崎先生っ！」

篠﨑大司（別府大学）

以下の３サービスをご紹介いたします。
(1)通信講座「篠研の日本語教育能力検定試験対策」検定試験全出題範囲を分かりやすく徹底的に解説した講義資
料(PDF)、本試験と同形式の模擬問題を週 3 回メールでお届けします。(2)日本語教師のためのお悩み解決ＱＡバン
ク 篠研の「教えて！篠崎先生っ！」篠研にお寄せいただいたご質問と丁寧にお答えした回答をまとめた会員専用Ｑ
Ａバンクサイトアクセス権、さらに月２回までのメール相談（正会員のみ）をお受けいたします。(3)「篠研の日本
語教育能力検定試験対策セミナー動画」篠研が行っている検定試験対策セミナー（基礎固め、過去問徹底解説、直
前対策）を収録した動画コンテンツをご提供いたします。

９．日本語・日本事情遠隔教育拠点の教師・学習者に役立つコンテンツ

筑波大学

筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター日本語・日本事情遠隔教育拠点では、e ラーニング教材開
発、ICT 技術に基づくシステム開発を行い、インターネットを通して日本語教育機関に幅広く提供することを目的
の一つとして運営しています。そのため、これまでに日本語学習サイト、WEB 上で受験できる日本語テスト、漢字
学習アプリなど様々なコンテンツを開発してきました。
今回は筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター日本語・日本事情遠隔教育拠点で開発した様々なコン
テンツをご紹介します。みなさまの目の前の学習者にも役立つ情報がきっとあると思います。ぜひブースにお立ち
寄りください。

１０．e ラーニングシステム「スーパー日本語」／電子教材作成アプリ Finger Board を使った日本語学習
インターカルト日本語学校大学

当校では、クラウド型 e ラーニングシステム「スーパー日本語」や、電子教材作成アプリ Finger Board など、
ICT を授業や学習者の自習用として取り入れています。学習者の進捗状況が管理できるスーパー日本語のポートフ
ォリオ機能や、学習者に合った教材が作成できる Finger Board の電子教材作成機能などが、どのように活用できる
のか、これらの ICT を通して学習者がどのように日本語を学ぶことができるのか、実際に端末に触れていただきな
がら、当校での活用事例を交えてご紹介致します。ICT ってどうやって取り入れたらいいの？iPad を導入してみた
けど使い道がない！というお悩みをお持ちの方、ぜひご覧下さい。

１１.改訂版新実用日本語ひらがな・カタカナ練習帳
新宿日本語学校
「ひらがな」と「カタカナ」及び 60 の基本漢字を学習する、書き方の入門書。
「ひらがな」
「カタカナ」
「漢
字」を同時に学ぶことができるように工夫された画期的な一冊です。無料アプリ COCOAR2 に対応し、書き方や
ひらカタの成り立ちがわかる動画が見れます。SNG Sound Reader でコードをなぞることによって、正しい発
音を聞くこともできます。こうしたデジタル技術を活用するのみならず、各ページの横には、パラパラ漫画を
利用した書き順も準備されています。ご興味がおありになる方は是非、お手にとって、ご覧ください。
【教材系】
１２．初学者向け『いろは』説明会＆初級教科書『つなぐにほんご』展示

株式会社アスク出版

今年のアスク出版は二本立ての展示です。プレゼンテーションを行います『いろは First Encounter with the
Japanese Language』のコンセプトは「日本語を体験してみる」。仮名の書き取りの前にできることは何かという発
想から、音をたくさん取り入れた本書について、どのような場面、あるいは対象に用いると有効な教材なのかご紹
介させて下さい。ブースでは総合教科書『つなぐにほんご 初級 1』もご紹介いたします。行動目標に即したシラバ
スの実践型初級総合テキストである本書について、ご質問を承りながら、実際の導入事例などお話しさせていただ
きます。
『使い方ガイド』の配布も予定（数量限定・無料）。

１３．国書刊行会 教材展示
国書刊行会
国書刊行会の日本語教育関連書籍（日本語能力試験・日本留学試験対策問題集など）を割引価格で展示販売
いたします。
当日展示する主な書籍は以下の通りです。ぜひ、お手に取って内容をご覧ください。
『留学生のための漢字の教科書 初級 300［改訂版］』『留学生のための漢字の教科書 中級 700［改訂版］』
『大学生のための文章表現 練習帳』
『日本語を学ぶ人のための「上級読解」入門』
弊社の目録から、日本語教育関連以外の書籍も割引販売しますので、この機会にご利用ください。
１４．日本語教育教材等書籍の展示

株式会社凡人社

出展者・出展内容及びプレゼンテーションタイムスケジュール
株式会社アスク出版

11：00-11：15

初学者向け『いろは』説明会＆初級教科書『つなぐにほんご』展示
日本語の世界をのぞいてみたい方のための教材『いろは』をプレゼンでご紹介。かなの書き取りの前にできることは何かと
いう発想から、音をたくさん取り入れました。ブースでは総合教科書『つなぐにほんご』もご案内。
篠崎大司（別府大学）

11：25-11：40

「篠研の日本語教育能力検定試験対策」＆「教えて！篠崎先生っ！」
日本語教育能力検定試験対策のための通信講座「篠研の日本語教育能力検定試験対策」、そして日本語教育の
あらゆるご質問にお答えするメール相談し放題サービス「教えて！篠崎先生っ！」をご紹介します。
株式会社MK教育グループ

11：50-12：05

日本留学試験（EJU）に特化したオンライン学習動画システムのご紹介（ベトナム語バージョン）
日本留学試験（EJU）に特化したオンライン学習システムで留学生の母国語で授業した動画です。中国語に続き、今回は
ベトナム語バージョンをご紹介いたします。受講科目は、EJU文系総合科目と理系科目がございます。
リンクワールドジャパン株式会社

12：15-12：30

貴校でも手軽に導入可能。来日前のレベルアップに最適なオンライン日本語教育プログラム
e ラーニングとオンライン授業によるSmartJBasicプログラムをN5からN3レベルまで提供。さらに弊社提供プラットフォーム
を活用する事により、貴校もオンライン日本語教育プログラムを手軽に導入可能。（大原日本語学院に提供中）
特定非営利活動法人日本語教育研究所

12：40-12：55

ブレンディッドラーニングによるビジネス日本語研修の紹介
初級学習者向け動画や中上級向けライティングコースとオンラインによる対面レッスンとを組み合わせたビジ
ネス日本語研修を日系企業の外国籍内定者に対し実施した。eラーニングとskypeを利用した対面授業とのブレ
ンディッドラーニングを取り入れたビジネス日本語研修を紹介しその効果を考える。
インターカルト日本語学校

13：05-13：20

eラーニングシステム「スーパー日本語」／電子教材作成アプリFinger Boardを使った日本語学習
当校では、クラウド型eラーニングシステム「スーパー日本語」や電子教材作成アプリFinger BoardなどICTを授業や学習者
の自習用として取り入れています。それぞれの教材の特徴と、どのような学習者・学習場面で活用できるのかを、当校で
の活用事例と合わせてご紹介します。
アテイン株式会社

13：30-13：45

ソリューショングループ

日本語能力試験対策（JLPT）＆ビジネス日本語eラーニング
初心者から学べるN5～N1に対応するテキスト付の動画eラーニング教材です（多言語対応）。LMSでご覧いただ
けます。他にもJLPT模擬試験、ビジネス日本語、日本語教師養成の教材もございます。
筑波大学

13：55-14：10

日本語・日本事情遠隔教育拠点の教師・学習者に役立つコンテンツ
今年は漢字アプリ「BASIC KANJI PLUS」もリリースされました。筑波大学の日本語・日本事情遠隔教育拠点で
提供している教師にも学習者にも役立つ様々なWebコンテンツ、アプリについてご紹介します。
新宿日本語学校

14：20-14：35

改訂新実用日本語ひらがな・カタカナ練習帳
「ひらがな」と「カタカナ」及び60の基本漢字を学習する、書き方の入門書。無料アプリCOCOAR2に対応。書き方や、ひらカ
タの成り立ちがわかる動画が見れる。SNG Sound Readerでコードをなぞることによって、正しい発音を聞くこともできます。
株式会社エドベック

14：45-15：00

MyJT 発話と聞き取りの練習ができるICTシステム ～自立学習で成績の向上を～
発話した日本語を瞬時に採点し、アドバイスしてくれるシステム『MyJT』を展示会にてご体験いただけます。
留学試験、能力試験から生活、ビジネス日本語まで様々な学習ニーズに対応でき、一日15分の自立学習で、堅実な日本
語能力向上が期待できます。
国際交流基金関西国際センター

15：10-15：25

JFにほんごeラーニングプラットフォーム、サイト＆アプリの紹介
「JFにほんごeラーニング みなと」の概要とそのプラットフォームで提供される日本語オンラインコースについて紹介する。
また、関西国際センターのその他のサイト＆アプリも紹介する。

株式会社アルク
アルクオンライン日本語スクール
2015年開講以来、多くの企業にご利用いただいている「アルクオンライン日本語スクール」の各コースの内容と特長を、実
際のレッスンの様子とともにご紹介します。

ブース出展のみ

国書刊行会
国書刊行会 教材展示
国書刊行会の日本語教育関連書籍（日本語能力試験対策・日本留学試験対策問題集など）を割引価格で展示販売いた
します。弊社の目録から、日本語教育関連以外の書籍も割引販売しますので、この機会にご利用ください。
株式会社凡人社
日本語教育教材等書籍の展示

