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新 ・ わくわく文法リスニング１００　耳で学ぶ日本語

[1] / [2]

小林典子 , フォード丹羽順子 , 高橋純子 , 梅田泉 ,

三宅和子 著

凡人社 発行

各 1,500 円＋税

[1]　A5 判　240 頁＋別冊 8 頁　CD-ROM (MP3)1 枚付き

ISBN 978-4-89358-919-4　3 月下旬発売予定

[2]　A5 判　252 頁＋別冊 8 頁　CD-ROM (MP3)1 枚付き

ISBN 978-4-89358-920-0　3 月下旬発売予定

『わくわく文法リスニング 99』がリニューアル。
独習用としてもさらに使いやすくなりました。
短い文や会話を、特に文法に注意して聞くこと
で、文の規則・発話の意味への気づきを促し、
理解を深めます。初級文法の復習に最適。自然
な発話速度の日本語に慣れる練習、質問など
を聞いて適切な応答を選ぶ練習にもなります。
英語・中国語・ベトナム語の対訳付き。

H28 年度日本語教育能力検定試験

試験問題　試験Ⅱ（聴解）CD 付

日本国際教育支援協会 編著

B5 判　144 頁　音声 CD1 枚付き　1,400 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-922-4　3 月下旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の平成 28 年 10 月
に行われた試験問題です。試験問題と正解だけ
でなく、巻末には参考資料として実施要項、出
題範囲や実施状況のデータも掲載されていま
す。試験勉強の手はじめに、また、受験直前の
総まとめや実力試しとしても活用できる、受験
者必携の一冊です。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

大学生の日本語　初級　ともだち vol.1

東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著

東京外国語大学出版会 発行

B5 判　280 頁＋別冊 56 頁　音声 CD1 枚付き

2,500 円＋税　ISBN 978-4-904575-61-1　

3 月下旬発売予定

本書は日本語教育機関で学ぶ初級レベルの学生
のための日本語教科書です。大学などでの生活
に密着した多様なタスク、異文化理解タスクに
より、初級文型・語彙を学習しながら「自己を
発信する力」「他者と伝え合う力」を総合的に
身につけます。初級は Vol.１と Vol.２からな
り、Vol.１は初級前半、Vol.２は初級後半レ
ベルとなっています（Vol.2は近刊予定）。

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



つなぐにほんご　初級 1

ヒューマンアカデミー日本語学校 著

B5 判　340 頁＋別冊 32 頁　予価 2,500 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-066-6　4 月中旬発売予定

本書は「どんな場面でどんなことができるか」
を目標にした、実践型の初級総合テキストです。
最初に実際の場面を想定した場面会話、次に会
話で使った文型の確認・練習、最後に応用練習
で習熟度を確認します。各課には活動案や読解、
作文もあり、4技能がバランスよく伸ばせます。
音声と授業のヒントはウェブサイトよりダウン
ロードできます。

ポップカルチャー NEW&OLD

ポップカルチャーで学ぶ初中級日本語

花井善朗 著

B5 判　168 頁＋別冊 52 頁　2,000 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-725-9　3 月下旬発売予定

江戸から現代までの日本のポップカルチャー
（漫画、アニメ、浮世絵、歌、踊り）を学びな
がら日本語を身につける初中級総合教材。初
級後半レベルでも学習者の知的探求心に応え
る読み物と、文化理解を深める活動が満載。英・
中・韓・ベトナム語翻訳単語リスト付き。音
声や読み物などウェブサイトにて充実配信。

Learn Japanese with Manga 

まんがで学ぶ にほんご会話

辻和子 著

A5 判　134 頁　1,300 円＋税　

ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-500-1　好評発売中

文字や発音の基礎がわからなくても、大丈夫！
「日本語をちょっと話してみたい」という人が
気軽に取り組めるよう「まんがを楽しんでい
るうちに話せるようになる」本です。まんが
を見ればどんな場面で何が言いたいのかすぐ
にわかります。ローマ字読みはできるだけ発
音に近い表記を使っています。英訳付き。

はじめての日本語能力試験

N5 単語 1000

アークアカデミー 著

四六判　184 頁　1,300 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-981-1　好評発売中

テーマごとに単語同士を関連させて学び、記憶
する単語帳です。実際の場面に即した例文を掲
載し、単語と例文の音声もご用意しました。英
語とベトナム語の対訳付きで、場面などのイラ
ストを豊富に盛り込みました。模擬試験も収録
（試験と音声はウェブサイトにて提供）。

別冊英語訳／別冊ポルトガル語訳

かんじだいすき （四） （五） （六）

公益社団法人国際日本語普及協会 編著

公益社団法人国際日本語普及協会 発行

別冊英語訳 （四）　B5 判　72 頁　500 円 + 税

ISBN 978-4-906096-35-0　好評発売中

別冊英語訳 （五）　B5 判　59 頁　500 円 + 税

ISBN 978-4--906096-36-7　好評発売中

別冊英語訳 （六）　B5 判　72 頁　500 円 + 税

ISBN 978-4-906096-37-4　好評発売中

別冊ポルトガル語訳 （四）　B5 判　71 頁　500 円 + 税

ISBN 978-4-906096-39-8　好評発売中

別冊ポルトガル語訳 （五）　B5 判　60 頁　500 円 + 税

ISBN 978-4--906096-40-4　好評発売中

別冊ポルトガル語訳 （六）　B5 判　72 頁　500 円 + 税

ISBN 978-4-906096-41-1　好評発売中

小学校の配当漢字を外国人児童が学びやすい
意味のまとまりで再構成し、イラストを駆使
した「かんじだいすき」。大好評のシリーズに
新しい副教材が仲間入りしました。本冊（四）
（五）（六）の各巻に対応し、抽象的な意味の
漢字・語彙が格段に増える四学年配当以降の
学習をサポートします。本冊の「読み学習」「書
き学習」主要頁、昔話やコラム、習熟度テス
トの翻訳のほか、練習問題の解答を巻末に掲
載しています。



日本語能力試験 N2 文法必修パターン

佐伯玲子 , 氏原庸子 著

B5 判　228 頁 + 別冊 8 頁　1,600 円＋税

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-331-7　好評発売中

テキストと問題集が融合した完全対策本です。
文法問題の徹底分析により、出題パターンを
知ることで、解き方が身につきます。「基礎編」
で助詞・副詞・接続詞などを復習・強化して
総合力をアップ。「対策編」で N2文型をマス
ターしながら問題演習を重ね、実戦力を高め
ます。英・中・ベトナム語の部分訳、模試付き。

思考ツールを利用した日本語ライティング

リーディングと連携し論理的思考を鍛える

脇田里子 著

A5 判　234 頁　4,100 円＋税

大阪大学出版会 発行

ISBN 978-4-87259-556-7　好評発売中

文章の論理構造を意識化させるレポート・ラ
イティングの学習方法を提案し、論理的文章
構成力を向上させる教育実践を紹介します。
リーディングとライティングの連携を重視し、
思考過程を視覚的にまとめるための思考ツー
ルを活用する、革新的なアカデミック・ライ
ティング本です。

メディアのことばを読み解く 7 つのこころみ

名嶋義直 編

A5 判　208 頁　2,400 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-841-3　好評発売中

談話に内包される権力性を分析し、目に見え
る形にする「批判的談話分析」の方法を用いて、
言語学者・言語教育者が、さまざまなアプロー
チでテレビ・新聞・記者会見・インターネッ
ト上の情報などのメディア談話を分析します。
情報に流されず立ち止まって批判的に考える
力が身につく、おすすめの一冊です。

話者の言語哲学

日本語文化を彩るバリエーションとキャラクター

泉子・K・メイナード 著

A5 判　354 頁　4,600 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-726-6　好評発売中

日本のポピュラーカルチャーの談話を長年研
究してきた著者が「言語行為をする主体＝話
者とは何か」に迫ります。ライトノベル、ケー
タイ小説、トーク番組、ドラマ、少女マンガ
などにおける登場人物の言語使用をキャラク
ター、キャラの視点から分析し、言語の主体
としての私達自身の姿を探ります。

日本語教育能力検定試験　完全攻略ガイド

第 4 版

ヒューマンアカデミー 著

B5 判　528 頁　3,200 円＋税

翔泳社 発行

ISBN 978-4-7981-4894-6　好評発売中

検定試験対策の超定番書が新傾向にあわせて新
登場！　多くの合格者を輩出しているヒューマ
ンアカデミーの講師陣が、幅広い試験分野を一
冊で学習できるよう内容を厳選して、わかりや
すく解説。試験Ⅱ（聴解）対策用に CDが付い
ていたり（ダウンロード版もあります）、試験
Ⅲの記述問題対策用に特別章があるなど独学で
も合格できるようになっています。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 日本語教育能力検定試験完
全攻略ガイド　第 4版

（翔泳社）

２． みんなの日本語初級Ⅱ　第 2
版　漢字　英語版
（スリーエーネットワーク）

３． はじめての日本語能力試験 
N5単語 1000

（アスク出版）

４． 新訂版　読むトレーニング
 応用編　日本留学試験対応

（スリーエーネットワーク）

５． 留学生のための漢字の教科
書　中級 700　改訂版

（国書刊行会）

 麹町店ベスト５（２月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
 N2
２． 平成 28年度　日本留学試験
（第 1回）試験問題

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
 N1
5． どんどん使える！日本語文型

トレーニング　初級

 NEWS　 
●『中上級のにほんご』終刊
　バックナンバー販売のご案内
『中上級のにほんご』（創作集団にほんご刊）
の旬の時事ネタやニュースの読み物、ク
イズ、マンガを、独習用教材としてはも
ちろん、授業の小ネタとして、活用され
ていた方も多いはず。惜しまれながらの
終刊です。

バックナンバーは、引き続き凡人社
でもご購入いただけます。お求めは
お早めに。（在庫はご確認ください）
＊セット購入なら、送料無料でお得です！
・2016年 4月号～ 2017年 3月号セット
・2015年 4月号～ 2016年 3月号セット

（各号 本体 500円＋税）

［イベント情報］

    in福岡  日本語教師塾福岡Vol.4 
 論理的思考力を身につけるための授業づくり
　　　 ～3つの「力」と3つの「る」を使って～
【講師】  西隈俊哉
【日時】 3月 25日（土） 14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル第 4 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
【定員】 30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。） 
【主催】アルク , 凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

 ※件名に「日本語教師塾福岡 vol.4」と入れて、本文にご氏名（ふりがな）・
 　ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

    in大阪  日本語教師塾大阪 vol.10 
 漢字の「読み方」の効果的な学習法
　　　 ～VAシャドーイングを使った語彙学習～
【講師】  中山誠一
【日時】 4月 22日（土） 14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 船場大西ビル 4階（大阪市中央区久太郎町 3-1-27）
【定員】 30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。） 
【主催】アルク ,凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

 ※件名に「日本語教師塾大阪 vol.10」と入れて、本文にご氏名（ふりがな）・
 　ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

展示販売

営業部からのお知らせ

展示販売

麹町店店頭イベント大阪事務所からのお知らせ　
● 大阪事務所「開放日」のお知らせ
下記の日程で事務所を開放いたします。新刊書をはじめ、日本語教材を取り揃
えておりますので、ぜひお越しください。

 3 月 17 日 （金）15:00 ～ 19:00 4 月　4日 （火）14:30 ～ 18:00 
 3 月 25 日 （土）11:00 ～ 17:00 4 月 15 日 （土）10:00 ～ 17:00
 3 月 31 日 （金）15:00 ～ 18:00 4 月 26 日 （水）15:00 ～ 19:00

ウェブページに随時最新情報をアップしています。
http://www.bonjinsha.com/wp/osaka 

凡人社 大阪事務所（担当：吉田）
 〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町 4-2-10
 大西ビルディング 1階 （本町駅出口 15、21より徒歩 2分）
 E-mail: yyoshida@bonjinsha.co.jp

麹町店店頭イベントイベント情報
日本語教師力１UPセミナー「春の集中講座」
【日時】3月 22日（水）10:00~12:00，3月 23日（木） 13:00~15:00/15:30~17:30 
【会場】MYCAFE伏見店　セミナールーム　
【主催】 CHEERS江崎由美子 
【参加費・詳細等はこちら】https://www.facebook.com/events/1827909147425486/


