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私の世界の見方

Urs Hostettler デザイン

カード 482 枚　3,500 円＋税

テンデイズゲームズ 発売　好評発売中

文章と言葉を使った愉快なゲームの登場です。
無作為に選ばれたお題となる文章の空欄に合う
と思う言葉のカードを出して、選者となるプレ
イヤーに選ばれると得点になるという簡単な
ルールでありながら、180のお題と 400近い単
語の組み合わせによって、出来上がる文章は、
実にさまざま。どの文章にどんな言葉が入るか
によって、それぞれの言葉がいろいろな意味を
持つということも体感できるでしょう。

話す ・ 書くにつながる！ 日本語読解

中級／中上級

小野恵久子 , 遠藤千鶴 , 大久保伸枝 , 山中みどり 著

中級　　B5 判　93 頁　2,000 円＋税

ISBN 978-4-7574-2685-6　好評発売中

中上級　　B5 判　94 頁　2,000 円＋税

ISBN 978-4-7574-2686-3　好評発売中

アルク 発行

本書では多彩な分野の 12のトピックを取り
上げています。自分の力で文章をまとめたり、
筆者はなぜそう考えたのかを模索させたりと、
設問も一工夫。また、テーマや内容について
の理解を深めたら、それに関連した事柄を話
し合ったり、調べて発表したり、作文にまと
めたりします。読むだけにとどまらず、テー
マについて話したくなる、調べたくなる仕掛
けが満載です。（※英語・中国語・ベトナム語
の語彙リスト付き。）

平成 27 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 頁程度　CD1 枚付き　1,400 円＋税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-901-9　3 月下旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の平成 27 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。試験勉強の手始めに、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。平成 26 年度以前のも
のも発売中です。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

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



PRACTICAL KANJI 

基礎 500 漢字　Vol.1

国際日本語普及協会 編

AB 判　245 頁　CD-ROM1 枚付き　2,400 円＋税

アスク出版 発行　

ISBN 978-4-87217-975-0　好評発売中

Vol.1とVol.2で基本の 500漢字を収録、N5-N4
レベルの漢字をカバーします。場面や文脈の中
で漢字が示されることで、漢字と意味が結び
つき、語彙を効率よく増やせます。付属 CD-
ROMには漢字練習帳（PDF）と音声（MP3）
を収録、漢字練習シートで単漢字の書き練習
ができます。

シャドーイング日本語を話そう

就職 ・ アルバイト ・ 進学面接編

斎藤仁志 , 深澤道子 , 酒井理恵子 , 中村雅子 著

A5 判　176 頁　CD2 枚付き　1,800 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-677-1　3 月上旬発売予定

好評のシャドーイングシリーズ、面接対策編。
就職面接から進学、アルバイト、電話アポイ
ントメント、スモールトーク（面接前の雑談）
まで様々な場面の面接会話を練習できる。特
に志望動機や自己 PRの応答・会話を重点的
にトレーニング。面接の心得やよく使うフレー
ズ、実践で役立つアドバイスも満載。

すぐに使える日本語会話

超ミニフレーズ発展 210

水谷信子 監修　高橋尚子 , 松本知恵 , 黒岩しづ可 著

A5 判　232 頁　CD2 枚付き　1,800 円＋税

J リサーチ出版 発行　

ISBN 978-4-86392-263-1　好評発売中

「冗談じゃない」「それどころじゃない」「ほど
ほどにね」「よく言うよ」「悪かった」など、
日本人が会話でよく使う、短くて簡単だけど
コミュニケーションに役立つひと言表現を集
めた一冊です。好評「日本語会話超ミニフレー
ズ」の発展編として、会話の内容をさらに広げ、
深めます。全編英訳付きです。

やさしく言いかえよう介護のことば

遠藤織枝 , 三枝令子 編著

B6 判　176 頁　1,400 円＋税

三省堂 発行　

ISBN 978-4-385-36580-0　好評発売中

介護現場で使われ、また介護記録等に記載さ
れている用語が、介護従事者ばかりでなく、
入所者や、その家族にも伝わらない、誤解を
招くものがあります。伝わらない、理解され
ない用語ほど、不安で残念なことはありませ
ん。本書は、約 130の言いかえ語を提案、そ
の例文や解説から、介護現場・家庭内での円
滑なコミュニケーションを考える一冊です。

気持ちが伝わる日本語会話 基本表現180

清ルミ 著

A5 判　208 頁　CD1 枚付き　1,600 円＋税

J リサーチ出版 発行　

ISBN 978-4-86392-260-0　好評発売中

会話の中で互いに伝え合う微妙な気持ちや感
動、不満、感謝など、あらゆる気持ち・感情
を的確に表現し、また理解することができる
ようになります。話者の気持ちを 19のカテゴ
リーに分類し、基本表現を紹介します。日本
人の考え方や感じ方、傾向などを紹介する 50
のミニコラムも日本人理解に役立ちます。



認知的アプローチから見た第二言語習得

日本語の文法習得と教室指導の効果

小柳かおる , 峯布由紀 著

A5 判　306 頁　3,700 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-683-2　好評発売中

あるタイプの教室指導が有効かどうかを説明
するには、学習者の頭の中で何が起きている
かを考え、そして教育的介入がそのメカニズ
ムに合致しているのかを考えなければなりま
せん。本書は、認知的アプローチによる第二
言語習得の研究動向や論点を整理し、研究成
果がいかに教室実践につながるかに迫ります。

日本語学習 ・ 教育の歴史

越境することばと人びと

河路由佳 著

A5 判　344 頁　3,500 円＋税

東京大学出版会 発行　

ISBN 978-4-13-082019-6　好評発売中

日本語とそれ以外の言語を話す人たちが接す
るとき、そこには日本語を学び教える営みが
ありました。日本国内から露、欧州、北南米、
アジア、太平洋地域までを視野におさめ、日
本語をめぐる人びとの交流、そして教科書な
どの変遷を大胆に描き出します。日本語教育
の基礎知識を学べる一冊。写真 100点。

講座 日本語コーパス 4  コーパスと国語教育

前川喜久雄 監修　田中牧郎 編

A5 判　216 頁　3,700 円＋税

朝倉書店 発行　

ISBN 978-4-254-51604-3　好評発売中

『現代日本語書き言葉均衡コーパス』と国語教
科書を対象とする「教科書コーパス」により、
現代社会の日本語と学校で教える日本語を対
照し、国語教育で問題点を解決していくため
の語彙教育、作文教育、漢字教育、国語政策
についての研究、アプローチを概説します。
付録に語彙表の作り方を収録します。

外国人技能実習生受入れ実践ガイド

入管手続と協同組合作り

岸本和博 著

A5 判　296 頁　3,600 円＋税

明石書店 発行　

ISBN 978-4-7503-4289-4　好評発売中

本書は、「外国人技能実習生」に関わる人たち
に向けて、入管手続と協同組合設立の手続を
詳しく述べ、すぐに使えるようにした実践ガ
イドです。また、現在はほとんど制度の対象
となっていないインド、バングラデシュ等南
アジア諸国も加えることを提案します。

文化庁国語課の勘違いしやすい日本語

文化庁国語課 著

B6 判　240 頁　1,000 円＋税

幻冬舎 発行　

ISBN 978-4-344-97848-5　好評発売中

「流れに棹さす」「憮然」「他山の石」「姑息」
……これらの言葉の本来の意味を理解してい
ますか？　もしかしたら、相手は異なる意味
で理解しているかもしれません。文化庁国語
課による世論調査でわかった、36の言葉の意
味の捉え方を用例とともに紹介します。もっ
と日本語が好きになるコラムも掲載。

合格ナビ！　研究計画書の書き方

進研アカデミーグラデュエート大学部 編　

千島昭宏 著　野林靖夫 監修

A5 判　224 頁　2,600 円＋税

東京図書 発行　

ISBN 978-4-489-02232-6　2 月下旬発売予定

大学院に入るための第一歩、研究計画書の作
成をやさしくナビゲートします。「テーマをさ
がして具体化し計画書に落とし込む」術を、
具体例も示して丁寧に解説しました。統計の
基礎事項も述べ、「何のための研究なのか」だ
けでなく、そのテーマを突き詰めるには「ど
う分析したらいいのか」までカバー。面接で
の成功、そして合格まで導く一冊です。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 話す・書くにつながる！
 日本語読解  中級

（アルク）

２． 平成 27年度　日本留学試験
（第 2回）試験問題 

 （凡人社）

３． 話す・書くにつながる！
 日本語読解  中上級

（アルク）

４． みんなの日本語初級Ⅱ 第 2版 
 初級で読めるトピック 25

（スリーエーネットワーク）

５． 気持ちが伝わる日本語会話
基本表現 180

（Jリサーチ出版）

 麹町店ベスト５（１月）

１． 新版　ロールプレイで学ぶ　
中級から上級への日本語会話

２． どんどん使える！日本語文型
トレーニング（中級）

３． 新・毎日の聞きとり 50日（下）
第 2版

４． 平成 27年度　日本留学試験
（第 2回）試験問題

５． 文化初級日本語Ⅰ　テキスト
 改訂版

 NEWS　 
●平成 28 年度日本留学試験
　（第 1 回）
［願書受付期間］
　2016年2月15日（月）～3月11日（金）

（3月11日消印有効）

［受験票発送日］
　2016年5月20日（金）

［試験日］
　2016年6月19日（日）

［成績通知］
　2016年7月22日（金）

☆願書の販売を開始しました☆

営業部からのお知らせ
［イベント情報］

in
福岡      日本語教師塾 @ 福岡 Vol.2

 自己点検でクラス運営改善！　PDCA で見直そう
【講師】  川端一博
【日時】 3月 5日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル　第 14 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
 　　　　　　（※会場が第 2ホールから第 14ホールに変更になりました )
【定員】 30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、大学の教員）
【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）

 ※件名に「日本語教師塾福岡 Vol.2」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
東京      凡人社・アスク出版　日本語サロン研修会

 『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 ,三橋麻子 ,丸山真貴子
【日時】 3月 19日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 LMJ 東京研修センター （東京都文京区本郷 1-11-14 小倉ビル 3 階）
【定員】 45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 
【お申し込み・お問い合わせ】
 アスク出版 営業部（日本語セミナー担当宛て）
 TEL: 03-3267-6864　FAX: 03-3267-6867　E-mail: lj@ask-digital.co.jp

in
大阪      日本語教師塾 @ 大阪 Vol.4　

 漢字が好きになる！ 初級からの漢字教育 : 段階的学習ストラテジーから考える
【講師】  宮岡余里子
【日時】 4月 23日（土）　14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 TKP新大阪カンファレンスセンター　カンファレンスルーム 6B
 （大阪府大阪市淀川区宮原 4丁目 1-4）
【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、大学の教員）
【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）

 ※件名に「日本語教師塾大阪 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。

展示販売

展示販売

展示販売

麹町店店頭イベントイベント情報
JOPT シンポジウム 2016「日英語からみる口頭能力テストの現状と課題」

【日時】 3月 22日（火）　13:30～ 17:30（受付 13:00～）
【会場】 キャンパスプラザ京都　第 3講義室（京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町 939）

【内容】 セッション 1：パネルセッション「英語と日本語における口頭能力テスト」
　　 　　（根岸雅史 ,澤木泰代 ,鎌田修 ,野口裕之）
 セッション 2：JOPT中間報告
 　　（西川寛之 ,坂本正 ,嶋田和子 ,李在鎬）
【参加費】無料（要事前申込／定員 170名）
【詳細はこちら】http://jopt.jpn.org/p5.html

＊ JOPT＝ Japanese
 Oral
 Proficiency
 Test


