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［新版］ BASIC KANJI BOOK

基本漢字 500　VOL. ２

加納千恵子 , 清水百合 , 谷部弘子 , 石井恵理子 著

B5 判　290 頁＋別冊 20 頁　2,500 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-883-8　9 月下旬発売予定

VOL.1（2015年 5月発行）に続き、VOL.2も
新版に生まれ変わります。①漢字学習に関す
る知識を体系的に学ぶ、②漢字の運用能力を
つける、③覚えた漢字を必要に応じて記憶の
中から取り出して活用できるような覚え方、
思い出し方、整理法などを工夫させる、とい
うコンセプトやシラバス、各課の構成はその
ままに、より見やすいレイアウトに刷新しま
した。新しい常用漢字表に準拠。一部、語例・
例文・対訳・読み物を見直しました。また、
会話や語彙の学習にも発展させることができ
る「知っていますか できますか」のコーナー
の一部もリニューアル。解答例付きで、独習
にもより活用しやすくしました。

まるごと 日本のことばと文化

初中級 A2/B1

国際交流基金 編著

A4 判　168 頁　2,200 円＋税

三修社 発行　

ISBN 978-4-384-05758-4　好評発売中

国際交流基金オフィシャルコースブックの 7冊
目。本冊は JF日本語教育スタンダードの A2
と B1の両方のレベルの Can-doで構成され、
思わず話したくなる場面設定が、学習者の主
体的な発信をサポートします。A2レベルの日
本語の確実な運用を身につけ、教室の外につ
ながる活動を提案します。音声教材はWEB
サイトより、無料でダウンロードできます。

日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書

出会い　【本冊　テーマ学習 ・ タスク活動編】

東京外国語大学留学生日本語教育センター 著

B5 判　224 頁　3,000 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-758-4　好評発売中

本書の特色の 1つはテーマとタスクを融合さ
せた新しい日本語テキストであること。もう 1
つは、日本に来たからこそ学べるテーマを取り
扱っているということです。それは富士山や芸
者といった観光的なものではなく、地方の商店
街や就活など学生の生活に密着した事柄で、留
学生に日本語の学習と日本のことを深く考えて
もらう両面において優れた教科書です。



留学生のためのアカデミック ・ ジャパニーズ

聴解　上級

東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著

B5 判　85 頁＋別冊 59 頁　CD2 枚付き　2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-716-3　7 月下旬発売予定

同シリーズの中級、中上級に続く上級編です。
大学で学ぶために必要な「講義や口頭発表を
聞く力」を養成するテキストで、「内容を大
まかに捉える」「要点をまとめて答える」「要
約文を書く」練習など、段階を踏んで話者の
言いたいことが適切につかめるような構成に
なっています。付属音声 CDのほか、HPより
動画のダウンロードが可能です。

日本語能力試験　N1 文法　必修パターン

氏原庸子 , 岡本牧子（大阪 YWCA） 共著

B5 判　224 頁　1,600 円＋税

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-233-4　好評発売中

テキストと問題集が一体になった教材です。「基
礎編」で助詞・副詞・接続詞・敬語を復習・強
化して文法の総合力を高め、「対策編」で〈パター
ンに分類しながらの詳しい問題分析〉と〈攻略
のためのポイント確認〉の流れを繰り返すこと
で実践力を養います。「模擬試験」では、学習
のまとめとして実力がチェックできます。

新完全マスター文法　日本語能力試験Ｎ３

ベトナム語版

友松悦子 , 福島佐知 , 中村かおり 著

B5 判　159 頁＋別冊 7 頁　1,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-717-0　7 月中旬発売予定

試験問題の 3つのタイプ「文の文法 1」「文の
文法 2」「文章の文法」の内容に沿った構成と
なっています。「文の文法」では必要となる文
法形式を意味機能ごとに整理して学び、「文章
の文法」では談話の理解に必要な文法を詳細
な解説（ベトナム語訳付き）と豊富な練習問
題をとおして学習します。

大学生のための　論文 ・ レポートの論理的な

書き方

渡邊淳子 著

A5 判　112 頁　1,300 円＋税

研究社 発行

ISBN 978-4-327-38470-8　7 月中旬発売予定

本書は、大学生がレポートや論文を書くにあ
たって、知っておきたい知識と思考法をまと
めた入門書です。論理的な文章を書くには、
どのようなことに注意すべきか？　テーマ・
主張の決め方、わかりやすい文の書き方、引
用のルールなど、構想から執筆にいたる過程
を、具体例を多くあげながら説明します。

にほんごではなしましょう

池田順子 , 海老原ちぐさ , 北村曜子 , 渋谷道子 , 杉山眞弓 ,

鈴木恵美子 , 富田久仁子 , 野田郁子 , 福田美穂 著

A4 判　123 頁　CD1 枚付き　2,000 円＋税

らんぐ 発売

好評発売中

入門者のためのサバイバル教科書です。イラス
トの多用により日常生活に必要な会話フレー
ズが短時間で習得できるようになっています。
会話部分が録音された CD付き。別冊で 6か
国語の語彙翻訳帳もあります。ボランティア
の日本語クラス、短期間の研修生向けクラス、
またローマ字併記なので、文字未習のクラス
や日本語学習の第一歩のクラスでも使えます。



協働で学ぶクリティカル ・ リーディング 

舘岡洋子 編著

B5 判　128 頁　1,700 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-540-5　好評発売中

本書は、文章理解のための設問に対して正し
い答えをさがすという読解ではなく、学習者
がテキストの各テーマを自分の問題として捉
え、筆者の主張、学習者自身の考えをクラス
メイトとの対話を通して明らかにし、自らの
思考を深めることを目指した読解テキストで
す。留学生の日本語のテキストに、また大学
の理解表現科目のテキストにも利用できます。

日本語教育　学のデザイン

―その地と図を描く― （Kindle 版）

神吉宇一 編　名嶋義直 , 栁田直美 , 三代純平 , 松尾慎 ,

嶋ちはる , 牛窪隆太著

1,242 円（amazon.co.jp の価格です）

凡人社 発行　好評発売中

同書の Kindle版が登場！　2000 年代初頭に
なされた日本語教育をめぐる議論は、この 10 
余年でどのように広がり深められてきたのか
―。背景となる社会的事実・課題、学問的蓄積・
課題という日本語教育学の「地」をレビューし、
「図」としての個別研究・個別実践の方向性を
示します。Amazon US, UK, DE, FR, ES, IT, 
NL, JP, BR, CA, MX, AU, INで購入できます。

シリーズ 「知のまなざし」  社会言語学のまなざし

佐野直子 著

B6 判　184 頁　1,600 円＋税

三元社 発行

ISBN 978-4-88303-384-3　好評発売中

「社会言語学のまなざし」には、実際にことば
を使っている「話者」のありかたと、その「こ
とば」が実際に使われているそれぞれの「社
会」のありかたが、つねに含まれています。「話
すという事実」においてあらわれる「ことば」
の多様な姿を、多様な形で記述することで何
が見えてくるのでしょうか。

日本語のディスコースと意味

概念化とフレームの意味論

渡部学 著

A5 判　328 頁　4,200 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-660-3　好評発売中

コミュニケーションの道具として使われる言
語の、さまざまな言語表現のレベル（名詞、節、
文など）の意味について考察しました。認知
言語学の「概念化」「フレーム」の概念と、そ
の礎となった脳神経学を踏まえています。記
述文法に精通した著者が、日本語の記述と理
論を両立してまとめた意欲的研究書です。

日本語ライブラリー　文章と文体

沖森卓也 , 山本真吾 編著

A5 判　160 頁　2,400 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51614-2　好評発売中

文章とは何か、その構成・性質・用途に最適な
表現技法を概観するテキストです。表層的なテ
クニックを身につけるのでなく、日々流入する
情報を的確に取得し、また読み手に伝えていく
ための文章表現の技法を解説し、コミュニケー
ション力を高めることを目指します。

いま、 大学で何が起こっているのか

日比嘉高 著

A5 判　160 頁　1,500 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-769-0　好評発売中

文科省が国立大学にむけて、人文・教員養成
系学部などの廃止や転換を促しています。そ
れは大学が持ってきたはずの知的な活動拠点
としての役目を殺し、ひいては多様な創造の
芽を育くむ機能を破壊することではないで
しょうか。現在の潮流に異を唱え、国立大学
のみならず、これからの大学のあり方につい
て、議論を巻き起こすための書です。



［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． 新・にほんご　500問　［N3］
（アスク出版）

２． ストーリーで覚える漢字
300ワークブック　［英語・
インドネシア語・タイ語・
ベトナム語訳版］

 （くろしお出版）

３．日本語　読み書きのたね
（スリーエーネットワーク）

４．新・にほんご　500問　［N4-
N5］

（アスク出版）

５． 日本語能力試験 N1文法 必
修パターン

（Ｊリサーチ出版）

 麹町店ベスト５（６月）

１． 平成 26年度　日本語教育能
力検定試験　試験問題

２． 平成 24年度　日本語教育能
力検定試験　試験問題

３． 平成 25年度　日本語教育能
力検定試験　試験問題

３． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
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からのお知らせ

 NEWS　 
●『日本語教育　学のデザイン』
	 特設ページを公開しています。
連載エッセイ、
参考資料（リ
ンク集）など
をアップしてい
きます。また、
Facebookペー
ジもありますので、ぜひ「いいね！」
をして、本書に関するご感想・ご意
見をぜひお寄せください。

http://bonpublishing.wix.com/design

https://www.facebook.com/gakunodesign

［イベント情報］

in
北海道					日本語教材まつり2015	in	札幌　	「日本語教育の読み書きを考える」	
【講師】 山内博之先生 ,澤田幸子先生 ,関口明子先生 ,本田弘之先生
【日時】 8月 29日（土）　10:00～ 16:20（受付開始 9:30）
【会場】 札幌コンベンションセンター中ホール（札幌市白石区東札幌 6条 1丁目 1-1） 
【定員】 200名（要予約。先着順。定員になり次第、締め切ります）
【参加費】北海道日本語教育ネットワーク会員：無料／非会員：500円（税込）
【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）

in
福岡 					日本語教師塾@博多 vol.1　	学習者の「感じる」を意識した授業展開～学習者の想像力を生かす～	
【講師】 西郷英樹先生
【日時】 9月 13日（日）　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】 40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）（当日受付でお支払いください。）
【対象】日本語教師（主に日本語学校 /専任・非常勤、大学非常勤） 

in
福岡 					 in大阪 	 NEJ　～カリキュラム、ユニットの授業プラン、	　　	 授業方法、具体的な授業実践の方法～	
【講師】 西口光一先生
①福岡 【日時】 10月 17日（土）　14:00～ 16:30（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）
②大阪 【日時】 10月 18日（日）　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】 各 40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　【対象】日本語教師（主に日本語学校 /専任・非常勤、大学非常勤） 

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

展示販売

展示販売

展示販売

● 7月 25 日（土）15:00 ～ 16:50（受付開始 14:30）　（定員 20名／無料）
「授業を変えて、『授業力』を磨こう。」	＆「横浜国立大学大学院説明会」	
講師：河野俊之先生

● 8月 1日（土）14:00 ～ 15:30（受付開始 13:30）　（定員 20名／無料）
学び始めたその日から、学習者に達成感を!
～『きょうから話せる!		にほんご	だいじょうぶ』を使った新しい初級クラスの教え方～	
講師：梶川明子先生

● 8月 29 日（土）13:30 ～ 15:30（受付開始 13:00）　（定員 20名／無料）
『1日10分のシャドーイング!	就活・仕事のにほんご会話』教材説明会	
～口を動かしてまねることで、敬語がスラスラ出てくるようになる!	～	
講師：津田訓江先生 ,山本恵美子先生 ,栗田恵美子先生

	※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


