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日本語教育への道しるべ

第 4 巻　ことばのみかたを知る

坂本正 , 川崎直子 , 石澤徹 監修

A5 判　約 240 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-928-6　11 月下旬発売予定

日本語教育の基礎となる幅広い分野・事柄が
学べるシリーズ。各章に、理解を促すための
グループワークや学んだことを理解できたか
チェックするための確認問題が付いています。
第 4巻は、日本語教育の世界に歩き出した後も、
日本語・日本語教育を見つめ、捉えていくため
に必要なトピックです。［教育工学と ICTリテ
ラシー／言語能力の評価／言語の対照（日英）
／言語の対照（日韓）／言語の対照（日中）／
日本語教育と量的研究／日本語教育と質的研究
／日本語教育能力検定試験］
【ご予約・ご注文は今しばらくお持ちください。】

 第 1 巻～第３巻は好評発売中です。各巻の内容は

弊社ウェブサイトをご覧ください。

介護 ・ 看護の漢字とことば　N4 レベル編

アークアカデミー 編著

B5 判　188 頁　2,200 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05867-3　好評発売中

介護・看護に特化した漢字のワークブックで
す。ベトナムの EPA来日前研修の教材をベー
スに、学習者のレベルを初級（N4）に絞りま
した。実際に現場で使われていることばやフ
レーズから語彙や漢字を抽出し、使用頻度の
高いものから効率的に勉強できるように組み
立てています。漢字 220、語彙 890を収録。
英語とベトナム語の対訳つきです。今後 N3
レベル編、N2・N1レベル編の 2冊を刊行予定。

外国人のための　

会話で学ぼう！　介護の日本語

国際交流 & 日本語支援 Y 編著　国際厚生事業団 協力

B5 判　332 頁　2,800 円＋税

中央法規出版 発行

ISBN 978-4-8058-5579-9　好評発売中

介護現場で働く外国人が『上司の指示が聞け、
報告ができる』ようになるための日本語テキ
ストです。まずはマンガで指示～報告までの
流れをロールプレイ。さらに文法と慣用句等
の日本語独自の表現を解説します。別冊には
英語・インドネシア語・ベトナム語・ミャンマー
語の翻訳と語彙リストが付いています。施設
内研修や留学生の副教材として活用できます。

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



大学の日本語　初級　ともだち vol.2

東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著　

B5 判　304 頁＋別冊 64 頁　音声 CD1 枚付き

2,500 円＋税

東京外国語大学出版会 発行　

ISBN 978-4-904575-63-5 　好評発売中

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。

日本語能力試験　直前対策 N5

もじ ・ ごい ・ ぶんぽう

飯嶋美知子 監修・著　山田京子 , 吉田雅子 , 藤野安紀子 著

B5 判　140 頁　1,400 円＋税

国書刊行会 発行　

ISBN 978-4-336-06190-4 　好評発売中

日本語能力試験 N5の「文字・語彙・文法」
対策が１冊で完成します！「もじ・ごい」「ぶ
んぽう」各 10回分の模擬テストを収録してい
ます。充実の巻末付録では、N5レベルの重要
語彙をイラスト問題などで総復習でき、音声
（ダウンロード）を聞いて書き取りをする問題
もついています。

新完全マスター語彙　日本語能力試験 N3

伊能裕晃 , 本田ゆかり , 来栖里美 , 前坊香菜子 著

B5 判　146 頁 + 別冊 18 頁　1,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-735-4 　好評発売中

日本語能力試験N3に合格するための「語彙力」
を養う問題集です。「実力養成編」と「模擬試験」
から成り、実力養成編の第 1部は話題や場面
で、第 2部は品詞や語の特徴などで分類して
あります。様々な問題を解くことで、その語
彙の意味や使い方を理解し、定着を図ります。

私費外国人留学生のための大学入学案内

2018 年度版

アジア学生文化協会 編　

B5 判　450 頁　2,300 円＋税

アジア学生文化協会 発行　凡人社 発売　

ISBN 978-4-89358-934-7　好評発売中

日本全国の大学の留学生向け入学試験の情報
を網羅した唯一の書籍です。進学したい大学
がすぐに探せる学部・学科インデックス付き。
日本留学試験に関する情報も充実しています。
進路指導の必需品として国内・国外の日本語
教育関係者の皆様からご好評をいただいてお
ります。

文法まとめリスニング初級 1　

日本語初級 1 大地準拠

佐々木薫 , 西川悦子 , 大谷みどり 著　

B5 判　53 頁 + 別冊 42 頁　CD2 枚付き　2,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-754-5 　好評発売中

本書は学習した文型や語彙を音声でも理解でき
るようになることを目的としています。各課の
問題はき 4つのセクションからなり、イラスト
を選択する問題、会話に対する問題文を聞き、
○×で答える問題、会話を聞いて要点を把握す
る問題、質問を聞いて自分の言葉で答える問題
があります。音声は、CDとアプリ（音声のみ
のご利用は無料）で対応しています。

２０１８年度版

私費外国人留学生のための

大学入学案内

日本留学試験のデータも充実

全国484大学の入試のすべてがわかる

いきたい大学がすぐ探せる “学部・学科インデックス”
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新訂版　読むトレーニング　基礎編

日本留学試験対応

和栗雅子 , 三上京子 , 山形美保子 , 青木俊憲 著　

B5 判　140 頁＋別冊 16 頁　1,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行　

ISBN 978-4-88319-758-3 　好評発売中

初級修了段階から中級前期の学習者を対象と
した『改訂版　読むトレーニング　基礎編　
日本留学試験対応』の新訂版です。例題の解
法にベトナム語訳を加えたほか、本書全体を
見直し、話題が古くなった問題を中心に内容
を一部変更しました。幅広い文章のタイプや
トピックを読むことができ、試験対策以外に
も、読みのトレーニングに活用できます。英・
中・韓・越語訳付き。

英語学習ポートフォリオの理論と実践 

自立した学習者をめざして

清田洋一 編

A5 判　248 頁　2,200 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-738-9 　好評発売中

学習者の自立的な学びを支援する「ポートフォ
リオ」を、授業で活用してみませんか。Can-
doリストによる自己評価の積み重ねによって、
学習者のモチベーションをアップし、教師と
の対話を促すことができます。本書では、ポー
トフォリオの理論的背景とその作り方、また、
中学や高校での活用実践を紹介しています。

実例で学ぶ

第二言語習得研究に基づく英語指導

鈴木渉 著

A5 判　205 頁　1,700 円＋税

大修館書店 発行　

ISBN 978-4-469-24611-7 　好評発売中

文法指導とコミュニケーション活動のバランス
は？　動機づけなど個人差に対応した指導とは？
――英語を教える際に知っておきたい第二言語習
得研究（SLA; Second Language Acquisition）
の理論を各分野の専門家がわかりやすく解説
しています。実践に役立つアクティビティ例
で授業への取り入れ方も示しました。

外国人労働者受け入れと日本語教育

田尻英三 編

A5 判　240 頁　1,700 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-887-1 　好評発売中

日本の人手不足は各分野に広がり、経済面での
問題も生じています。政府は矢継ぎ早に外国人
労働者の受け入れ施策を打ち出していますが、
そこでは日本語能力についての検討はほとんど
なされていません。彼らを受け入れるために日
本語教育にできることは何かを考え、日本社会
のありかたに問題提起をする一冊です。

街の公共サインを点検する

外国人にはどう見えるか

本田弘之 , 岩田一成 , 倉林秀男 著

四六判　216 頁　1,800 円＋税

大修館書店 発行　

ISBN 978-4-469-21365-2 　好評発売中

駅や空港、街路などにある公共サイン（案内標
識や看板など）を検証し、望ましいあり方を
考えます。実際の写真を多数収録（約 160点）
しています。世界各地の事例との比較をもと
に、普通の日本人の目からは見過ごされがち
な改善を要する点を多く指摘し、対策を提案
しています。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 小説　ミラーさん
（スリーエーネットワーク）

２． 日本語を教えよう！ 2018
（イカロス出版）

３． 外国人労働者受け入れと日本
語教育

（ひつじ書房）
４． なぜ日本人は日本語を説明で

きないのか
（文芸社）

５． 文法まとめリスニング初級 1
 日本語初級 1　大地準拠

（スリーエーネットワーク）

 麹町店ベスト５（８月）

１． 平成 28年度　日本語教育能
力検定試験　試験問題

２． 絵で導入・絵で練習
３． 短期マスター　日本語能力試

験ドリル　N4
４． どんどん使える！日本語文型

トレーニング　初級

５． 短期マスター　日本語能力試
験ドリルN2　第 2版

 NEWS　 
● 2017 年第 2回
　日本語能力試験 
 申し込み締め切り迫る！！

［試験日］ 2017年 12 月 3日（日）
［出　願］ 2017年 8月 31日（木）
 　　　　～ 2017 年 9 月 29日（金） 
 
＊申し込みの郵送で申し込む場合、
　早めに受験案内を入手してくだ
　さい。 
＊申し込みの詳細
は、主催者ウェブ
サイトをご覧くだ
さい。
http://info.jees-
jlpt.jp/

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。最新情報と詳細はウェブページをご覧
ください。
http://www.bonjinsha.com/wp/osaka　

［イベント情報］

    in愛知  日本語サロン研修会＠名古屋 
 『テーマ別上級で学ぶ日本語 三訂版』を使った  
 上級の指導
【講師】  亀田美保氏 ,惟任将彦氏
【日時】 9月 24日（日）14：00～ 16：30（受付開始 13:30）
【会場】 ECC 日本語学院名古屋校（名古屋市中区金山 1-16-16）
【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】2,000円（税込）
【主催】研究社 ,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「9/24日日本語サロン研修会＠名古屋」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福岡  日本語教師塾福岡Vol.5 
 本当に行きたい進学先が選べるように 
 ～キャリアデザインから考える進学指導～
【講師】  大嶋智規氏
【日時】 9月 30日（土）14：00～ 16：00（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル第 12・13 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）
【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「9/30 日本語教師塾福岡 Vol.5」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
福岡

 “なりきって”伸ばす上級への生きた聴解力 
 ～聞き手参加型聴解教材『生きた会話を学ぶ 中級から上級への  

 日本語なりきりリスニング』を使って～
【講師】  金庭久美子氏 ,山森理恵氏
【日時】 10月 14日（土）14：00～ 15：30（受付開始 13:30）
【会場】 凡人社大阪事務所
 （大阪市中央区久太郎町 4-2-10大西ビルディング 1階）
【定員】 25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
【主催】凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: yyoshida@bonjinsha.co.jp（担当：吉田）

 ※件名に「10/14 日本語サロン研修会@大阪」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

9   月 22 日（金）15:00 ～ 19:00
10 月   4 日（水）15:00 ～ 19:00
10 月 14 日（土）10:00 ～ 13:00

10 月  17 日（火）15:00 ～ 19:00
10 月 27 日（金）15:00 ～ 18:00
10 月 31 日（火）15:00 ～ 19:00


