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Perfect Master Kanji N2

西口光一 著

B5 判　178 頁　1,680 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-869-2　好評発売中

本書は 6つのパートと 67のユニットに分かれて
おり、基礎からN2レベルまでの 1,023の漢字
が学習できます。各ユニットの用例文は自然で
読みやすく、学習漢字を含んだ 1,099の漢字語
が巧妙に配置されています。先行発売されてい
る iPhoneアプリ（発行：NOWPRODUCTION）
と併用することで，漢字をシステマティックに、
効率的に学習することができます。

文化初級日本語Ⅰ ・ Ⅱ　改訂版

教師用指導例集

文化外国語専門学校 編

B5 判　80 頁　CD-ROM1 枚付き

3,990 円（税込）

文化外国語専門学校 発行　凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-867-8　10 月下旬発売予定　

CD-ROMには、『文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ　改
訂版　テキスト』の全文型、全本文などの指
導例が収録されています（全 285項目）。文型
の導入のしかた、ドリルやタスクのアイディ
アが満載です。指導例には、教師の動作や発
話と学習者の反応の例をまとめた、“授業のス
クリプト”が掲載されているので、授業の進
め方がイメージしやすくなっています。また、
練習の際に使うキュー、板書、使用する絵、
練習プリントの例も収載されています。

 11 月 16 日（大坂）・11 月 30 日（東京）に、改

訂版の教科書説明会を開催します。説明会の詳細

は、4 ページの「営業部からのお知らせ」をご覧

ください。（営業部 坂井）

初 ・ 中級学習者向け日本語教材

日本文化を読む

京都日本語教育センター 編

B5 判 108 頁 + 別冊 44 頁 CD2 枚付き 

2,520 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-2298-8　好評発売中

村上春樹、向田邦子、江國香織など、日本を代
表する作家の作品の中から、学習者の知的好奇
心を掻き立てるトピックを収録。上質な文章と
ともに、「時制」「アスペクト」など初級の主な
文法項目が復習できるようになっています。英
語・中国語・韓国語・ベトナム語の語彙リスト、
朗読音声を入れた CDが付いているので、独習
教材としても使えます。



日本語能力試験　総合テキスト N1 ／ N2

N1　森本智子 , 高橋尚子 , 有田聡子 , 黒江理恵 著

B5 判 244 頁 + 別冊 16 頁 CD1 枚付き 2,100 円（税込）

ISBN 978-4-86392-148-1　好評発売中

N2　森本智子 , 高橋尚子 , 有田聡子 , 黒江理恵 ,

青木幸子 著

B5 判 248 頁 + 別冊 16 頁 CD1 枚付き 2,100 円（税込）

ISBN 978-4-86392-156-6　好評発売中

J リサーチ出版 発行

試験の範囲や形式、項目、また全体像をはっ
きりとらえるため、本書では学習ターゲット
をより具体的に提示。受験対策用にオリジナ
ルの語彙表、漢字表、文型リストなどを豊富
に作成。セルフチェックをしながら理解度と
課題点を確認できるようにしました。試験の
レベルに細かく配慮した作りにより、積み上
げ学習の効果を高めます。模擬試験１回付き。

日本語教育 ・ 日本語学の 「次の一手」

庵功雄 著

四六判　208 頁　1,680 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-607-8　10 月下旬発売予定

日本語教育・日本語学が現在深刻な「危機」
にあるという認識のもと、その対抗策（次の
一手）として筆者の考えを綴ったエッセー集。
「論文」としては形にできなかった論考や思い
をもとに、今なすべきことを考えます。§1 
日本語教育をめぐって／§2 「やさしい日本
語」をめぐって／§3 日本語研究の可能性／
§4 研究の担い手としての大学院生

多言語社会日本 その現状と課題

多言語化現象研究会 編

A5 判　294 頁　2,625 円（税込）

三元社 発行

ISBN 978-4-88303-349-2　好評発売中

いま、多言語化、多言語社会、多言語主義、
多言語政策、多言語サービス……、「多言語」
が飛びかっています。本書は、移民の増加と
ともに日本で進行しつつある「多言語化」を
キーワードに、日本語・国語教育、母語教育、
言語福祉、言語差別などをわかりやすく解説
する「多言語社会」言語学入門書です。

知的な論文 ・ レポートのための　リサーチ入門

竹田茂生 , 藤木清 著

A5 判　192 頁　1,890 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-598-9　好評発売中

ネット上の既存データに頼らず、独自にアン
ケートやインタビューを行って、集めたデー
タを分析する「調査」の手法は、研究論文や
ビジネスプレゼンの信頼性を高めるのに欠か
せないものになりつつあります。スキルを基
礎から学び、説得力のある論文・プレゼンを
作りましょう。社会調査とマーケティングリ
サーチ双方の視点からやさしく学べます。

日本留学試験対策問題集

ハイレベル 総合科目

伊佐治康成 著　

B5 判　239 頁＋別冊 92 頁　2,310 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-850-0　好評発売中

「総合科目」で学習者や指導者を悩ませてきた
のは、何と言っても語彙の難しさ。本書は過
去 10年ほどに出題された過去問を研究して編
集しました。実際に試験で出題される内容が
中心になっているため、効率よく学習できま
す。また、実際の試験問題にはありませんが、
学習しやすいよう解説や練習問題の漢字にフ
リガナを付記。練習問題には言葉の説明を付
け、学習者の負担を軽減しました。



多文化教育をデザインする

移民時代のモデル構築

松尾知明 編著

A5 判　272 頁　3,570 円（税込）

勁草書房 発行

ISBN 978-4-326-25090-5　好評発売中

日本に暮らす、外国にルーツをもつ子どもが
増えるなか、私たちは地域や学校で、どのよ
うにして多文化の教育に取り組めばよいので
しょうか。文化的多様性を考慮して学力保障
に取り組む海外の事例や、日本の中学校にお
ける実践をみることを通して、差異と共に生
きる教育の構築のしかたを考えていきます。

研究社 日本語口語表現辞典

山根智恵 監修・執筆

佐藤友子 , 松岡洋子 , 奥村圭子 編集委員・執筆

四六判　1,200 頁　4,830 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-7674-9112-7　10 月下旬発売予定

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、
学習者が不便を感じたり、教師が指導するの
に苦労している話し言葉や慣用句に焦点を当
てた辞典。くだけた表現や若者言葉だけでな
く、古風な表現も、日常よく使われている日
本語は取り上げました。見出し、約 3,000語。

ロングマン言語教育 ・ 応用言語学用語辞典

増補改訂版

ジャック・C. リチャーズ , リチャード・シュミット 著

　高橋貞雄 , 山崎真稔 , 小田眞幸 , 松本博文 訳

菊変判　566 頁　 5,040 円（税込）

南雲堂 発行

ISBN 978-4-523-31047-1　好評発売中

言語教育・応用言語学の発展を支えてきた用
語辞典の完訳版です。言語教育に携わる小学
校・中学校・高校・大学の先生方、大学院生・
研究者とはじめ、現代社会のことばに関心を
抱くすべての人に必携の辞典です。

R で学ぶ日本語テキストマイニング

石田基広 , 小林雄一郎 著

A5 判　208 頁　 2,730 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-654-9　10 月中旬発売予定

データ解析ソフト Rを使用したテキストマイ
ニングを丁寧に解説した一冊。例えば、日本
語テキストデータに基づき文体などの特徴を
抽出し、わかりやすく視覚化することもでき
ます。サポートサイトでは本書で使用したデー
タと Rのコードを掲載。お手元のパソコンで
Rを使いながら学習が可能です。

世界の英語と社会言語学

多様な英語でコミュニケーションする

ヤムナ・カチュルー , ラリー・E・スミス 著　井上逸兵 , 

多々良直弘 , 谷みゆき , 八木橋宏勇 , 北村一真 訳

A5 判　352 頁　 3,045 円（税込）

慶應義塾大学出版会 発行

ISBN 978-4-7664-2056-2　好評発売中

英語は誰のものか？　本書はグローバル化が
進み、非英語母語話者が世界中で英語を日々
使用している状況の中で、多様化してゆく“英
語”の姿を社会言語学の立場からひもときま
す。進化するグローバル化世界の異文化コミュ
ニケーション論テキストです。

語の意味と文法形式

岡田幸彦 著

A5 判　164 頁　2,100 円（税込）

笠間書院 発行

ISBN 978-4-305-70703-1　好評発売中

語義を、その同じ言語を用いて規定することは
可能でしょうか。名詞との結合関係に現れる動
詞の語義の特徴から、移動動詞の語義の記述、
語彙体系の記述を試みます。辞書での語義説明
と意味分類への応用も可能な方法論確立を目指
します。結合関係だけではみえない語義の特徴
を明らかにする文法形式にも目配り。



スリーエーネットワーク・凡人社
合同企画

「創立 40 周年記念フェア」

10月 1日から 11月 15日までは
「『中・上級』を教えるフェア」を開
催中です。（11月 16日から 12月
28日は「『初級』を教えるフェア」
を開催予定です。）
期間中は、おススメの書籍をご紹
介し、対象書籍を特別価格にて販
売するほか、記念グッズのプレゼ
ントもございます。この機会にぜ
ひ凡人社麹町店にご来店ください。

● 11 月 2 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）　（定員 20 名／無料）
中国で日本語教師になる !! 

―中国派遣日本語教師が語る、中国で日本語を教える魅力について―

講師：山崎譲先生（日中技能者交流センター 2012年度中国派遣教師）

　※店頭イベントは、各回定員 20 名の予約制とさせていただきます。
　　参加ご希望のお客様はお手数ですが、下記までお申し込みください。
　　（お申し込み受付の際にお伝えする「予約受付番号」が必要となります。）
　にほんごの凡人社 麹町店（担当：四塚）
　TEL: 03-3239-8673　FAX: 03-3238-9125　E-mail: kojimachiten@bonjinsha.com

［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

 NEWS　 

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
福岡      タスク先行型会話テキストの作り方

　『実践日本語教育スタンダード』（ひつじ書房）を使用して

【講師】 山内博之先生（実践女子大学）
【日時】11月 10日（日）14:00～ 17:00（受付開始 13:30）
【会場】博多バスターミナル 9階　第 6ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 20名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料　
 ※ 『実践日本語教育スタンダード』（ひつじ書房　8,000円 +税）を

使用し、ワークショップを行います。必ず事前にご購入いただくか、
当日ご購入ください。（当日、１割引にて販売いたします。）

【お申し込み・お問い合わせ】凡人社営業部（担当：坂井）
　E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

in
大阪      　　　『文化初級日本語　テキスト　改訂版』

　

in
東京 　改訂のポイント

【講師】 『文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ テキスト 改訂版』著者（文化外国語専門学校）
 『文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ  改訂版 教師用指導例集』著者（文化外国語専門学校）
【定員】 各 100名（要予約。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
【お申し込み・お問い合わせ】凡人社営業部（担当：坂井）
　TEL：03-3263-3959　FAX：03-3263-3116
　E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

　-大阪 -	【日時】11月 16日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
 【会場】愛日会館 2階イベントホール（大阪市中央区本町 4-7-11）

　-東京 - 【日時】11月 30日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
 【会場】文化学園大学 C091教室（渋谷区代々木 3-22-1）

in
東京      日本語教師塾 Vol.6

　日本語教師のアクティブ・コミュニケーション

【講師】 毛利元貞先生（言語行動研究所）
【日時】12月 08日（日）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】凡人社麹町店
【定員】 20名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】2,000円（税込）※当日お支払いください。
【お申し込み・お問い合わせ】凡人社営業部（担当：坂井）
　E-mail：ksakai@bonjinsha.co.jp

展示販売

展示販売

展示販売

１． 平成 25年度　日本留学試験
（第 1回）試験問題

 （凡人社）

２． 文化初級日本語Ⅰ　練習問題
集　改訂版

（凡人社）

３． 生きた素材で学ぶ新・中級か
ら上級への日本語　ワーク
ブック

（ジャパンタイムズ）

４． TRY！日本語能力試験N3　
文法から伸ばす日本語［ベト
ナム語版］

（アスク出版）

５． 2014年度版私費外国人留学
生のための大学入学案内

（凡人社）

 麹町店ベスト５（９月）

１． 絵で導入・絵で練習
２. WEEKLY J book1
 日本語で話す 6週間
３. 短期マスター　日本語能力試
験ドリル　N4

４. 平成２５年度　日本留学試験
（第１回）試験問題

５. 日本語能力試験　公式問題集
N2

麹町店店頭イベント麹町店店頭イベント


