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煩悩の文法　［増補版］

体験を語りたがる人びとの欲望が日本語の文法システムを

ゆさぶる話

定延利之 著

B6 判　220 頁　1,500 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-915-6　好評発売中

人は誰しも、体験を語りたいという“煩悩”を
抱えている――。「4色ボールペン、北京であ
りましたよ」「先週はうどんばかり食べました」
「1分もしたら、真っ赤だよ」……私たちのこ
とばには、そんな“煩悩”が見え隠れしていま
す。私たちが日常で生みだすことばを、ありの
ままに見つめることで見えてくる本当のことば
の姿。私たちのことばの世界を探索し、体感す
る楽しみに満ちた一冊。

 本書は、2008 年に発行された『煩悩の文法』（ち

くま新書）の一部を加筆修正し、「補説」を新た

に収録したものです。

日本語能力試験対応

きらり☆日本語　N3　語彙

齋藤美幸 , 沼田宏  著

B5 判　136 頁 + 別冊 8 頁　1,200 円 + 税

凡人社 発行　

ISBN 978-4-89358-914-9　好評発売中

日本語能力試験 N3レベルに対応した語彙の
「辞書」と「練習帳」「模擬試験」の要素を併
せ持ったテキスト。かたまりで覚える、イラ
ストで印象づける、文脈の中で使いながら覚
えるなど、言葉を覚えるための工夫が満載。
普段の学習に使うことで、語彙の運用力をの
ばすことができます。4回分の模擬問題で日
本語能力試験対策もバッチリ。巻末には、ア
クセントと英語訳を付けた語彙リストを収録。
あなたの日本語を“きらり☆”と輝かせます。

第二言語としての日本語の習得研究　第 １９ 号

第二言語習得研究会 編

B5 判　136 頁　1,500 円 + 税

凡人社 発売　好評発売中　

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。本号には特別寄稿 1本、書
評論文 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。

 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。
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テーマ別　上級で学ぶ日本語 〈三訂版〉

松田浩志 , 亀田美保 著

研究社 発行

本冊　　B5 判　138 頁　2,400 円＋税　音声無料ダウンロード

ISBN 978-4-327-38474-6　好評発売中

教え方の手引き　B5 判　130 頁（予定）　音声 CD1 枚付き

3,800 円＋税（予価）

ISBN 978-4-327--38476-0　2 月下旬発売予定

ワークブック　　B5 判　160 頁（予定）　（音声 CD 別売り）

2,100 円＋税（予価）

ISBN 978-4-327-38475-3　4 月下旬発売予定

日本語学習教材として定評ある「テーマ別」
シリーズ上級編を 10年ぶりに改訂。「中級か
ら学ぶ日本語〈三訂版〉」の編集方針を踏襲し
全 15課を全面書き下ろし、全く新しい内容を
盛り込みました。問題内容構成も「中級」と
ほぼ同一にそろえ、中級学習からのスムーズ
な移行ができるよう配慮。

ここがポイント！　レポート ・ 論文を書くための

日本語文法

小森万里 , 三井久美子 著

B5 判　160 頁 + 別冊 24 頁　1,600 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-718-1　好評発売中

これまでに習った文法を、レポートや論文な
どのアカデミック・ライティングではどのよ
うに使えばよいか、豊富な例文と 2ステップ
の解説で、丁寧に学べます。練習問題を解き
ながら、読み手に分かりやすい文章を書くた
めの文法力を身に付けましょう。授業での学
習はもちろん、独学にも最適です。

みんなの日本語中級Ⅱ

くり返して覚える単語帳

スリーエーネットワーク 編著

B5 判　84 頁＋別冊 15 頁　900 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-738-5　好評発売中

『みんなの日本語中級Ⅱ 本冊』全 12課の新出
語の確認、整理、定着を目指し、くり返して
使う「単語帳」のような問題集です。解答を
書き込む欄をページ右側にまとめ、隠しやす
くし、何度も繰り返して練習できるよう工夫
されています。巻末の語彙リストは、新出語
の重要度が一目でわかるようになっています。

みんなの日本語初級Ⅱ　第２版　漢字英語版

西口光一 監修　新矢麻紀子 , 古賀千世子 , 髙田亨 ,

御子神慶子 著

B5 判　約 160 頁＋別冊約 70 頁　1,800 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-744-6　2 月中旬発売予定

『みんなの日本語初級Ⅱ　漢字英語版』を改
訂したもので、主に非漢字圏の学習者を対象
としています。317字の学習漢字を収録し、
『初級Ⅰ 第 2版　漢字英語版』と合わせると、
537字学習できます。「漢字を既知の言葉や文
脈の中で学習し、それと並行して漢字の体系
について学ぶ」ことが本書のコンセプトです。

Kana Can Be Easy 改訂版

小川邦彦 著

B5 判　128 頁　1,200 円＋税

ジャパンタイムズ 発行

ISBN 978-4-7890-1661-2　好評発売中

イラストを使った連想法でひらがな・カタカ
ナの字形と音が「速く・楽しく・確実に」覚
えられる、ロングセラーかな教材の改訂版で
す。ブックサイズ変更で練習スペースを拡張
し、全イラストを見やすく更新し、巻末にま
とめ練習を増設し、より使いやすく覚えやす
くなりました。日本語学習はこの一冊から。



平成 29 年度 日本語教育能力検定試験 

合格するための本

アルク 編

B5 判　195 頁　2,800 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-2859-1　好評発売中

「日本語教育能力検定試験」の受験者必携対策
本の最新版。検定試験の概要や「聴解」「記述
問題」を含めた全出題範囲を徹底分析して作
られた豊富な問題演習に加え、過去の合格者
の体験談、本番で落とし穴になりがちな問題
などを収録。検定合格への必勝スケジュール
や試験当日の持ち物・時間の使い方まで、検
定合格に向けて強力にサポートします。

学生を思考にいざなうレポート課題

成瀬尚志 編

A5 判　184 頁　1,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-827-7　好評発売中

どのように工夫すれば学生が頭を使ってレ
ポート課題に取り組むのだろう？　教員を悩
ますこの問いに、「レポート論題」「授業設計」
「評価」の観点から理論的に答えます。学生の
剽窃をなくすレポート課題の出し方、学生が
自ら問いを立てるための授業デザイン、レポー
トの評価方法などを解説する、教員必読の一
冊。レポートを書く学生にも有益。

新ここからはじまる日本語学

伊坂淳一 著

A5 判　344 頁　1,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-710-2　好評発売中

日本語学の入門テキストとして好評を博した
『ここからはじまる日本語学』（1997年初版） 
を大幅改訂。図表・写真などをふんだんに取
り入れ、日本語のさまざまな事象を題材にし
て「思考し、表現する」テキストです。具体
的な表現の事例を扱った例題から出発し、そ
の解説や課題を通して、自然なことばのとら
え方を目指します。

語用論研究法ガイドブック

加藤重広 , 滝浦真人 編

A5 判　308 頁　2,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-835-2　好評発売中

語用論研究の理論や枠組みを理解していても、
どのように研究を進めていけばいいのかわか
らない。そんな大学院生や若手の研究者が、
その「方法」を理解できるようになるための
ガイドブックです。社会語用論、会話分析、
応用語用論、統語語用論などの分野における
第一線の専門家がわかりやすく解説します。

会話分析の基礎

高木智世 , 細田由利 , 森田笑 著

A5 判　376 頁　3,500 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-826-0　好評発売中

会話分析は、日常会話の詳細な分析によって
社会的な相互行為の秩序を明らかにすること
を目的とし、近年は言語学や言語教育学の分
野で注目を集めています。本書は、相互行為
としての会話を分析する際の視点や会話分析
が目指すものをわかりやすく解説し、豊富な
事例と各章末の課題を通して会話分析の基礎
を学べるようにした入門書です。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． みんなの日本語初級Ⅱ　第 2
版　教え方の手引き
（スリーエーネットワーク）

２． 聞いて覚える日本語単語帳　 
キクタン日本語 日本語能力
試験N2

（アルク）

３． 日本語学習者のための　読解
厳選テーマ 10　［中級］

（凡人社）

４． テーマ別　上級で学ぶ日本語
〈三訂版〉

（研究社）

５． 煩悩の文法［増補版］
（凡人社）

 麹町店ベスト５（12 月）

１． どんどん使える！　日本語文
型トレーニング　初級

２． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
３． 日本語能力試験　公式問題集
 N5
4． 日本語能力試験　公式問題集
 N1
4． 絵で導入・絵で練習

 NEWS　 
凡人社の本 

無料リソースのご案内
凡人社が発行する本には使い方のヒ
ント、語彙リストや動画などが公開
されているものがあります。以下の
ページで一覧がご覧いただけます。
ぜひ一度のぞいてみてください。

http://www.bonjinsha.com/
wp/bon_resourse

（凡人社のトップページ左側の「凡人
社の本」というバナーをクリックし
てもご覧いただけます。）

［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。

展示販売

営業部からのお知らせ

麹町店店頭イベントイベント情報
日本語教師のための確定申告セミナー　in 大阪 
【講師】渡邊信弘氏 
【日時】1月 21日（土）　午前の部 10:00～ 12:30　午後の部 14:00～ 16:30 
【会場】にほんご茶論（大阪市中央区日本橋 1-23-37）　
【主催】 日本語教育研究所 
【詳細はこちら】 http://www.npo-nikken.com/event/event16/kakuteiOsaka16.html
  （日本語教育研究所ウェブサイト内）

『日本語教育のスタートライン 本気で日本語教師を目指す人のための入門書』発行記念セミナー 
地域でも、学校でも 「プロフェッショナル」な日本語教師を目指すために
in 大阪 
【講師】荒川洋平氏 
【日時】1月 28日（土）　14:00～ 17:30（13:30受付開始） 
【会場】愛日会館（大阪府大阪市中央区本町 4-7-11）
【主催】 スリーエーネットワーク 
【詳細はこちら】 http://www.3anet.co.jp/events/5861/
  （スリーエーネットワークウェブサイト内）

アルクオンライン日本語スクール講師募集説明会　in 東京／大阪 
－東京開催－ 
【日時】1月 28日（土）　10:00～ 12:00（9:45受付開始） 
【会場】アルク本社本郷オフィス 5階　
【主催】 アルク 
【詳細はこちら】http://www.bonjinsha.com/wp/post_id-3653.html

－大阪開催－ 
【日時】2月 18日（土）　10:00～ 12:00（9:45受付開始） 
【会場】凡人社大阪事務所　
【主催】 アルク 
【詳細はこちら】http://www.bonjinsha.com/wp/post_id-3653.html

言語文化教育研究学会第 3回年次大会 
ー言語文化教育のポリティクスー 
【日時】2月 25日（土），2月 26日（日） 
【会場】関西学院大学上ヶ原キャンパス G号館　
【主催】 言語文化教育研究学会 
【詳細はこちら】http://alce.jp/annual/index.html　（言語文化教育研究学会ウェブサイト内）


