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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 12 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-902-6　好評発売中

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。収録テー
マは、「働かない働きアリ？」「血液型」「言葉
の意味」「IT 社会」「喫煙」「Kawaii」「若者」「い
じめ」「子どもの名前」「高齢化のなかで」。英語・
中国語・ベトナム語の語彙リスト付き。

言語教育評価研究　第4号

桜美林大学 , 国際交流基金言語教育評価共同研究所 AELE

編集委員会 編

B5 判　84 頁　1,000 円＋税

凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-904-0　好評発売中

桜美林大学と国際交流基金による言語教育評
価共同研究所が隔年で発行している『言語教
育評価研究』(Assessment and Evaluation in 
Language Education:AELE) の 第 4 号 で す。
研究論文 2本、研究ノート 1本の計 3本の投
稿論文に加え、2014年 10月に開催した「第
4回言語教育評価フォーラム」の報告論文も
収録しています。

第二言語としての日本語の習得研究　第 18号

第二言語習得研究会 編

B5 判　204 頁　1,600 円 + 税

凡人社 発売　12 月下旬発売予定　

第二言語習得研究会が年に 1 回発行している
研究誌の最新号。特集「第二言語習得と評価」
として 6本の論文を掲載。その他に研究論文
1本、誌上講座 3本が掲載されています。巻
末には、博士論文・修士論文の概要も紹介さ
れています。研究者だけでなく、これからこ
の分野の勉強をしようとする方も必読です。

 第二言語習得研究会の全国大会は 2015 年 12 月

19 日（土）、20 日（日）に東北大学川内北キャン

パスで行われます。詳細は第二言語習得研究会の

ウェブサイトの「全国大会」のページをご参照く

ださい。http://jasla.sakura.ne.jp/index.html

 バックナンバーの在庫については、お問い合わせ

ください。弊社ウェブサイトでも検索ができます。

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



きょうから話せる！

にほんご だいじょうぶ Book 2

サンアカデミー日本語センター 著

B5 判　232 頁＋別冊 56 頁　2,800 円＋税

ジャパンタイムズ 発行

ISBN 978-4-7890-1618-6　好評発売中

教室でリアルなコミュニケーション体験を積
み上げながら日本語力を高める、実践重視の
初級テキスト。Book 2では、Book 1で身に
つけた日常場面での即応力をベースに、より
高度で幅広い日本語力と主要な初級文法の
習得を目指します。約 2時間半の音声付き。
2016年 2月には『教師用ガイド』を発行予定。

日本語を学ぶ人のための 「上級読解」 入門

仙波千枝 著

B5 判　191 頁　1,500 円＋税

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-05970-3　好評発売中

さまざまなトピックの文章と、「精読」のため
の問題を厳選しています。どんどん文章が読め
るよう、詳しくわかりやすい解説と、必要な語
彙・表現がすぐに調べられるリストを各問題に
収録しています。教室用・独習用どちらにも使
えます。日本語能力試験（N1～ N2レベル）、
日本留学試験対策にも。

NIHONGO EXPRESS Basic2

Practical Conversation in Japanese

日米会話学院 日本語研修所 著

B5 判　314 頁＋別冊 27 頁　3,200 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-924-8　好評発売中

本書は、初級文法の習得とビジネス場面を中
心とした会話の練習が同時にできる初級日本
語教材です。項目ごとの短文練習から数往復
の会話練習、長い会話へと、段階的にトレー
ニングをしていきます。22課構成、英語訳付
き（ローマ字表記はWebサイトから無料提供）。
音声は 11時間超、語彙リスト付き。

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版

初級で読めるトピック 25

牧野昭子 , 澤田幸子 , 重川明美 , 田中よね , 水野マリ子 著

B5 判　91 頁＋別冊 71 頁　1,400 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-712-5　12 月発行予定

日本の文化や考え方などに触れる幅広いト
ピックに、『初級Ｉ』からステップアップした
少し長めの物語、解説文、メール、インタビュー
などさまざまな読み物が揃っています。別冊
には、未習語彙の訳（英語・インドネシア語・
タイ語・ベトナム語・中国語・韓国語）、問題
の解答、教師用ガイドを掲載しています。

「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ N3

[ 英語 ・ ベトナム語版 ]

佐々木仁子 , 松本紀子 著

漢字　B5 判　112 頁＋別冊 4 頁　1,200 円＋税

ISBN 978-4-87217-961-3　好評発売中

語彙　B5 判　116 頁＋別冊 4 頁　1,200 円＋税

ISBN 978-4-87217-960-6　好評発売中

聴解　B5 判　72 頁＋別冊 44 頁  CD2 枚付き

1,600 円＋税　ISBN 978-4-87217-963-7　好評発売中

読解　B5 判　108 頁＋別冊 4 頁　1,200 円＋税

ISBN 978-4-87217-962-0　好評発売中

文法　B5 判　112 頁＋別冊 8 頁　1,200 円＋税

ISBN 978-4-87217-959-0　好評発売中

アスク出版 発行

日本語総まとめ「N3」シリーズに、「英語・
ベトナム語版」が加わりました。左ページに
学習項目、右ページに練習問題を配置されて
おり、見やすい見開きの構成で 1日 2ページ
ずつ、負担なく学習を進めることができます。
「文法（約230の文法項目）」「語彙（約1,200語）」
「漢字（約 850語）」「読解」は 6週間、「聴解」
は 4週間で完成する学習量としました。分野
別学習で日本語能力試験対策に必要な基礎知
識とスキルを強化できるだけでなく、受験前
に必要な学習内容の総仕上げにも適していま
す。



言語教育実践　イマ×ココ　No.3

イマ×ココ編集委員会 編

A5 判　118 頁　1,200 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-904595-67-1　好評発売中

言語教育における実践の共有を目的に創刊され
た年刊誌（毎年 10月刊行）です。本号はその
第 3号。巻頭の Agoraには、門倉正美氏、池
田玲子氏、衣川隆生氏、金孝卿氏が寄稿。さら
に 4つのカテゴリー（実践のアイディア・リソー
ス、実践紹介、実践報告、実践研究）への投稿
原稿とコラムを収録しています。

英語コーパス研究シリーズ

第 2 巻　コーパスと英語教育

第 4 巻　コーパスと英文法 ・ 語法

堀正広 , 赤野一郎 監修　

第 2 巻　投野由紀夫 編

A5 判　220 頁　3,200 円＋税

ISBN 978-4-89476-712-6　好評発売中

第 4 巻　深谷輝彦 , 滝沢直宏 編

A5 判　260 頁　3,200 円＋税

ISBN 978-4-89476-714-0　好評発売中

ひつじ書房 発行

英語コーパス研究の過去・現在・未来を一望
するシリーズ、刊行開始！　第 2巻ではコー
パスの英語教育への応用に関しての歴史的経
緯と、英語学習語彙のほか計 6つの分野につ
いて理論的枠組みを提示します。第 4巻では
コーパスに基づく英文法・語法研究の方法論
と、事例研究を収録しています。

英語学習のメカニズム

第二言語習得研究にもとづく効果的な勉強法

廣森友人 著

A5 判　192 頁　1,500 円＋税

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-24599-8　12 月上旬発売予定

なぜ、単語帳で何度も覚えた単語を忘れてし
まうのか？　なぜ，いつまでも 3単現の -sを
付け忘れてしまうのか？　なぜ、英語をたく
さん読み、聞くことが必要なのか？　なぜ、
入試が終わったら英語学習のやる気が失せて
しまったのか？　……その謎を解明する SLA
理論の基礎・基本と、自分の個性・適性に合っ
た英語学習法が、この 1冊でわかります。

対話原理と第二言語の教育と習得 

第二言語教育におけるバフチン的アプローチ

西口光一 著

A5 判　224 頁　2,500 円＋税（予価）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-682-5　12 月下旬発売予定

バフチンの対話原理を本格的に追究し、これ
までとは異なる代替的な言語観とそれに基づ
く新たな第二言語の習得と教育の原理を提示
します。また、原理に準じた形でのカリキュ
ラムや教材の企画、実践の構成法の提案を行
います。好評の『第二言語教育におけるバフ
チン的視点』（2013年）の続編。

シャドーイング ・ 音読と英語コミュニケーショ

ンの科学

門田修平 著

A5 判　376 頁　2,400 円＋税

コスモピア 発行

ISBN 978-4-86454-075-9　好評発売中

シャドーイングと音読で、英語コミュニケーショ
ン力、リスニング力、リーディング力、記憶力、
スピーキング力が伸びるのはなぜか、どのように
実践すれば効率がよいのかを、多くの実際の指導
結果や実験研究のデータをもとに示します。2007
年刊『シャドーイングと音読の科学』の増補改訂
版。全体を具体的に、読みやすく改訂しました。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 新人日本語教師のためのお
助け便利帖

（翔泳社）

２． イラスト満載！　日本語教
師のための活動アイディア
ブック

 （スリーエーネットワーク）

３． 日本語総まとめ　N3　文法
＜英語・ベトナム語版＞

（アスク出版）

４． 新完全マスター読解　日本
語能力試験N3　ベトナム語
版
（スリーエーネットワーク）

５． 日本語文型辞典　英語版
（くろしお出版）

 麹町店ベスト５（10 月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
 N3
１． 日本語能力試験　公式問題集
 N5
３． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
４． 日本語能力試験　公式問題集
 N2
５． 短期マスター　日本語能力試

験ドリル　N5

 NEWS　 
次回の「凡人社通信」は
１月15日発行予定です。

例年、「凡人社通信」は 8月と 12月
にお休みをいただいております。
次号は、2016年 1月 15日号となり
ますので、ご了承ください。

なお、各種イベント情報や新刊・近
刊情報などは、凡人社ウェブサイト
で随時ご案内しておりますので、ぜ
ひご覧ください。

http://www.bonjinsha.com/

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

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
【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）

in
大阪      『日本語教育　学のデザイン―その地と図を描く―』出版記念企画

 日本語教育　学のデザイン
 ～これからの 10 年に向けて、私たちはどのような第一歩を踏み出すか～
【基調講演】 神吉宇一
※基調講演のあと、参加者のみなさんと「ワールドカフェ」を行います。
　「ワールドカフェ」には、　『日本語教育　学のデザイン』の著者（神吉宇一、
　名嶋義直、栁田直美、三代純平、松尾慎、嶋ちはる、牛窪隆太）も参加します。
【日時】 1月 30日（土）　13:30～ 17:30（受付開始 13:00）
【会場】 愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 60名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【対象】日本語教育に興味のある方（ボランティア、日本語教師、養成講座受講生など）
【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）

in
東京      地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 in 新宿　

 
【講師】 本田弘之 ,清水百合 ,小山悟
【日時】 2月 6日（土）　13:30～ 16:55（受付開始 13:00）
【会場】 新宿文化センター 3階小ホール（新宿区新宿 6-14-1）
【定員】 200名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【対象】 日本語教育に興味のある方（ボランティア、日本語教師、養成講座受講生など）
【参加費】無料
【お申し込み・お問い合わせ】 公益財団法人新宿未来創造財団　地域交流課
 E-mail: chiiki@regasu-shinjuku.or.jp
 TEL: 03-3232-5121 FAX：03-3209-1833

展示販売

展示販売

展示販売

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
● 2015 年 12 月 19 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）（定員 20 名／無料）

● 2016 年 1 月 16 日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）（定員 20 名／無料）

日本語教師って、どんな仕事？　元日本語教師の編集者が紹介します！ 
講師：栗山英樹（株式会社アルク日本語編集部）

※イベントの内容は同じです。いずれかのお日にちをお選びください。

   ※店頭イベントは、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：松岡）
 TEL: 03-3239-8673　FAX: 03-3238-9125　E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

※ 12 月4日（金）受付開始


