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日本語学習者のための

読解厳選テーマ 10　［中上級］

清水正幸 , 奥山貴之 著

B5 判　176 頁＋別冊 20 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-902-6　11 月下旬発売予定

日本社会についての知識を得るだけでなく、社
会的なテーマについて自ら考えていく力を身に
つけることも目標とした読解教材。多様な視点、
考え方に触れられるように、１つのテーマにつ
き、2つの読み物とコラムを掲載。「文章を読
む」「自分の考えをまとめ、話す」「他者の考え
を聞く」というプロセスの中で、より広い視野
を獲得し、主体的に考える力を養います。エッ
セイや新聞記事、物語など多彩な文章を掲載。
大学・大学院への進学をめざす人にもおすすめ
です。（テーマ：「働かない働きアリ？」「IT社会」
「Kawaii」「若者」「いじめ」「子どもの名前」など）

2016 年度版

私費外国人のための大学入学案内 

アジア学生文化協会 編著

B5 判　404 頁　2,300 円＋税

アジア学生文化協会 発行　凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-903-3　好評発売中

全国 426の大学について、2016年 4月入学の
試験日程、出願期間、選考方法、過去問題の入
手方法等を詳しく紹介。巻末には日本留学試験
利用校を一覧で掲載しています。学部学科索引
で探すことも可能です。日本で唯一の外国人向
け大学入学案内です。日本語学校の進路指導に
最適です。

新人日本語教師のためのお助け便利帖

鴻野豊子 , 高木美嘉 著

B5 判　228 頁　2,000 円＋税

翔泳社 発行

ISBN 978-4-7981-4219-7　好評発売中

あこがれの日本語教師になり教壇に立った今、
うまく授業が運べていますか。「クラス内の日
本語能力にレベル差があり、授業が予定通り
に進まない」「授業中の突然の質問に答えられ
ない」「作文の評価の仕方がわからない」など、
誰でも身に覚えのある悩みや疑問にベテラン
講師がスッキリ答えてくれるのが本書です。
長年培ってきた経験を活かし、問題の背景か
らどうすれば解決するか、具体的な授業の進
め方まで解説しています。

e-mail : info@bonjinsha.co.jp    ウェブサイト http://www.bonjinsha.com/



日本語総まとめ　N3　文法

［英語 ・ ベトナム語版］

佐々木仁子 , 松本紀子 著

B5 判　112 頁　1,200 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-959-0　好評発売中

日本語総まとめ「N3」の英語・ベトナム語訳
付きが登場しました。1日見開き 2頁の分野
別学習で日本語能力試験対策に必要な基礎知
識とスキルを強化します。約 230の文法項目
を 6週間で学習。各文法項目には例文と簡潔
な説明があるので無理なく学習できます。

わかる！話せる！日本語会話発展文型 125

水谷信子 監修・著　松本隆 , 高橋尚子 著

A5 判　224 頁　1,800 円＋税

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-244-0　好評発売中

話し言葉の特徴やパターンをつかみ、耳と口を
鍛えながら会話でよく使う文型を集中的に学
習し、会話の実践力を身につけます。表現の形
や目的・機能、または細かなニュアンスを伝え
る表現をテーマにしながら、「会話を続ける力」
を高めていきます。英訳とローマ字読みが付い
ているので、一人でも学習できます。

日本語文型辞典 英語版

A Handbook of Japanese Grammar Patterns for Teachers and Learners

砂川有里子 , 石田プリシラ 翻訳監修

A5 判　760 頁　2,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-678-8　10 月下旬発売予定

1998年の刊行以来日本語教師・日本語学習者
のバイブル的辞典として親しまれてきた日本
語文型辞典、待望の英語翻訳版。約 3,000と
いう圧倒的な数の文型や表現形式を、多様な
例文を提示し 1つ 1つ丁寧に解説。現場の日
本語教師はもちろん中級以降の日本語学習者、
日本語能力試験 N2以降対策にも必携。

ビジネスコミュニケーションのためのケース学習

職場のダイバーシティで学び合う　【解説編】

近藤彩 編著　金孝卿 , 池田玲子 著

A5 判　128 頁　1,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-28-2　好評発売中

教材編と解説編からなる本シリーズは、日本
語の習得そのものではなく、ビジネスの現場
で起きる問題を発見・解決し、課題を達成す
る能力、そして、異なる考え方を持つ人とも
人間関係を損ねずに仕事を進める能力を育て
る「ケース学習」を提案しています。解説編
ではその理念と授業の実際を説明します。

新完全マスター読解　日本語能力試験 N3　

ベトナム語版／新完全マスター文法　日本語

能力試験 N4　ベトナム語版

読解 N3  田代ひとみ , 宮田聖子 , 荒巻朋子 著

B5 判　159 頁＋別冊 36 頁　1,400 円＋税

ISBN 978-4-88319-722-4　10 月中旬発売予定

文法 N4  友松悦子 , 福島佐知 , 中村かおり 著

B5 判　138 頁＋別冊 15 頁　1,200 円＋税

ISBN 978-4-88319-725-5

スリーエーネットワーク 発行　11 月中旬発売予定

『新完全マスター読解　日本語能力試験 N3』
のベトナム語版。既刊の英語・中国語の翻訳
箇所にベトナム語訳を、『新完全マスター文法
日本語能力試験 N4』も既刊の英語訳箇所にベ
トナム語訳をつけました。既刊と『ベトナム
語版』の頁数、内容は同じです。



日本語教育叢書 「つくる」　　教科書を作る

関正昭 , 平高史也 編著

A5 判　183 頁　1,800 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-723-1　10 月中旬発売予定

『日本語教育叢書「つくる」』シリーズの第 7冊
目。教科書ができあがるまでの一般的な流れ
や、企画から刊行までの手順、留意点、改訂
に進む際のステップなどを解説しています。
終章では、教科書刊行後に利用者からのフィー
ドバックを反映して改訂に進む際のステップ、
これからの教科書のあるべき姿を論じます。

日本語教育学としてのライフストーリー 

語りを聞き、 書くということ

三代純平 編

A5 判　304 頁　3,000 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-674-0　10 月中旬発売予定

大好評リテラシーズ叢書の第 5巻です。イン
タビューという語り手と聞き手の相互行為を
もとに共同で産出される個人の「ライフストー
リー」について、「日本語教育学」の分野から、
その研究意義を考える論文集です。個人の語
りに寄り添うことで、従来の日本語教育が「前
提」としてきたことを問い直します。

異文化間教育とは何か

グローバル人材育成のために

西山教行 , 細川英雄 , 大木充 編

A5 判　248 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-673-3　10 月中旬発売予定

リテラシーズ叢書の第 4巻です。複数の言語や
文化の間を往来し、自己のまなざしや存在を他
者へ開き、寛容を養う異文化間（インターカル
チャー）能力は、これからのグローバル人材に
必要な能力の1つです。その育成にはどのよう
な教育が必要でしょうか。日本、フランス、イギ
リス、カナダの研究者たちが考えます。

やわらかアカデミズム ・ 〈わかる〉 シリーズ

よくわかる社会言語学

田中春美 , 田中幸子 編著

B5 判　176 頁　2,400 円＋税　

ミネルヴァ書房 発行

ISBN 978-4-623-07269-9　好評発売中

社会言語学の全体像を把握できる一冊。キー
ワードを 81項目とりあげ、最新の研究成果を
盛り込みながら、わかりやすく解説していきま
す。人間の言語能力が社会でどのように現れて
いるのか、さまざまな言語の姿に焦点をあて、
その複雑な関係を明らかにします。大学生や外
国語に関心のある人などに最適の入門書です。

ビジネス日本語教育の展望と課題

前田直子 編

A5 判　278 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-66-4　好評発売中

本書は、プロジェクト「日本語研究者／教育
者支援アジア・ネットワーク形成の試み」の
成果をまとめたものです。世界各地における
ビジネス日本語教育についての論考を中心に、
日本語教育研究／日本語研究／日本研究など
多様なジャンルの論考を収録。ビジネス日本
語教育の最前線を知ることができます。

日本語教育のための質的研究　入門

学習 ・ 教師 ・ 教室をいかに描くか

舘岡洋子 編

A5 判　408 頁　2,400 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-68-8　好評発売中

本書では、日本語教育で質的研究が行われる
ようになった背景とその理念、課題と可能性
を示した後、さまざまなフィールドにおける
質的研究の「プロセス」を描いていきます。
各執筆者が実践／研究の過程でぶつかった試
行錯誤の様子は、多くの日本語教育実践者に
共感と問題提起を与えることでしょう。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

営業部からのお知らせ

１． 日本語能力試験 N1 語彙　
必修パターン

（Jリサーチ出版）
２． 中上級のにほんご　9月号
 （創作集団にほんご）

３． 新人日本語教師のためのお
助け便利帖

（翔泳社）

３． よくわかる社会言語学
（ミネルヴァ書房）

３． 意味論キーターム事典
（開拓社）

 麹町店ベスト５（９月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
 N2
２． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
２． 日本語能力試験　公式問題集
 N5
４． 日本語能力試験　公式問題集
 N1
５． 絵で導入・絵で練習

 NEWS　 
「日本語教育 学のデザイン」出版記
念イベント　大阪で開催決定！！
イベントの前半は講演，後半は「ワー
ルドカフェ」を予定しています。今
年 5月に発行された『日本語教育 学
のデザイン』の著者も参加し，来場
者の皆さまと同じテーブルで，日本
語教育学のこれからについてざっく
ばらんに対話を行いたいと思います。
【日時】2016年 1月 30日（土）
　　　  13:30～ 17:30
【会場】愛日会館
【講演】神吉宇一先生
【定員】 60名（要予約）　
【参加費】 2,000円（税込）
【お問い合わせ・お申し込み】
　凡人社営業部（担当：坂井）
　ksakai@bonjinsha.co.jp

［イベント情報］

in
宮城      楽しく、力がつく読み学習をめざして　

 ～『たのしい読みもの55』（アルク刊行）を使って～
【講師】 嶋田和子先生 ,田坂敦子先生
【日時】 10月 31日（土）　14:00～ 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 TKP仙台西口ビジネスセンター（仙台市青葉区本町 1-5-31） 
【定員】 50名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】無料

in
大阪      学習者の視点に立った授業実践　

 ～漢字を楽しく効果的に教えるために～
【講師】 鈴木英子先生
【日時】 10月 31日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11） 
【定員】 40名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】1,000円（税込）（当日受付でお支払いください。）

in
福岡      『身近なテーマから広げる ! にほんご語彙力アップトレーニング』　

 ～学習者の「これが言いたい!」気持ちに応える語彙教材と授業展開～
【講師】 木下謙朗先生 ,三橋麻子先生
【日時】 11月 7日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル 9階 第 4ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 60名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】無料

in
北海道     楽しく、力がつく読み学習をめざして　

 ～『たのしい読みもの55』（アルク刊行）を使って～
【講師】 嶋田和子先生 ,田坂敦子先生
【日時】 11月 14日（土）　14:00～ 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 TKP札幌カンファレンスセンター（札幌市中央区北 3条西 3丁目 1-6）
【定員】 50名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】無料

in
長崎      日本語教師塾特別編 @ 長崎　

 すぐに役に立たないことを継続する教師になろう！
 ～学び続け，成長し続ける専門家として～
【講師】 奥田純子先生
【日時】 11月 28日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:40）
【会場】 長崎ワシントンホテル アゼリア（長崎市新地町 9-1）
【定員】 40名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【対象】 日本語教師（主に日本語学校 /専任・非常勤、大学非常勤）
【参加費】2,000円（税込）（当日受付でお支払いください。）

in
大阪      日本語教師塾 @ 大阪 vol.6　

 日本語教師・支援者の視野の拡大
【講師】 神吉宇一先生
【日時】 12月 12日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 40名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【対象】日本語教師（主に日本語学校 /専任・非常勤、大学非常勤） ・学習支援者など
【参加費】2,000円（税込）（当日受付でお支払いください。）

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