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日本語教育への道しるべ

第 2 巻　ことばのしくみを知る

第 3 巻　ことばの教え方を知る

坂本正 , 川崎直子 , 石澤徹 監修

凡人社 発行

第 2 巻　A5 判　204 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-926-2　好評発売中

第 3 巻　A5 判　232 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-89358-927-9　好評発売中

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
できる確認問題が付いています。独習はもちろ
ん、日本語教師養成の授業でもご活用ください。
第 2巻は、日本語そのものをより深く観るため
のはじめの一歩。第 3巻では、日本語の具体的
な教え方を知ることができます。各巻の収録内
容は、凡人社ウェブサイトをご覧ください。

 『第 1 巻 ことばのまなび手を知る』『第 4 巻 こと

ばのみかたを知る』は 2017 年秋発行予定です。

はじめて学ぶ介護の日本語 基本のことば

三橋麻子 , 丸山真貴子 , 堀内貴子 , 西己加子 著

B5 判　約 280 頁 + 別冊解答約 20 頁　2,600 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-751-4　6 月下旬発売予定

本書は、介護に関する知識のない外国人が無理
なく学習できるように考えられた、「はじめて
学ぶ介護の日本語」シリーズの第 1冊です。学
習することばは、介護の現場でまず知っておく
べき基本的なものを取り上げ、豊富な例文やイ
ラストを通して、実際の現場をイメージしなが
ら学べるようになっています。付属の赤シート
はことばの読み方の確認に活用できます。レベ
ルは、中級前半で、介護分野の語彙1,500語収録。

コーパスから始まる例文作り

中俣尚己 著　山内博之 シリーズ監修

A5 判　256 頁　2,400 円＋税　

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-731-0　好評発売中

日本語を教えるとき、適切な例文を学習者に提
示することはとても大切です。ですが、項目に
よっては「適切な例文」を作るのにとても困っ
た経験があるのではないでしょうか。本書で
は教師が説明に困るような中上級の項目につい
て、その典型的な使われ方や使われやすい文脈、
またその項目と結びつきやすい語などをコーパ
スの分析から明らかにしています。これでもう
日々の授業に必要な例文作りに困りません！

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



日本留学試験対策問題集

ハイレベル総合科目　改訂版

伊佐治康治 著

B5 判　276 頁　2,200 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-069-7　好評発売中

過去に出題された問題を研究して編集された
本書が最新データを反映し、2016年 6月試験
から一部改訂されたシラバス（出題範囲）に
対応しました。実際の試験問題ではフリガナ
はありませんが、解説や練習問題の漢字にフ
リガナを付し、学習者の負担を軽減しました。
また、実際に試験で出題された内容が中心で
あるため、効率よく学習できます。

EASY AND FUN HIRAGANA

First Steps to Basic Japanese Writing

小川清美 著 , Orrin Cummins 英語監修

B5 判　96 頁　1,300 円＋税

IBC パブリッシング 発行　

ISBN 978-4-7946-0472-9　好評発売中

EASY AND FUNシリーズは、楽しく基礎を学
びながら実用的な日本語も習得できる学習書で
す。日常生活でよく使う表現の例文が豊富！　
ひらがなを学びながら基本的な日本語会話も同
時に習得できます。振り仮名を使った漢字混じ
りの文章や、漫画の読みかたも学べます。

EASY AND FUN KATAKANA

How to Read Non-Japanese Loanwords

小川清美 著 , Orrin Cummins 英語監修

B5 判　96 頁　1,300 円＋税

IBC パブリッシング 発行　

ISBN 978-4-7946-0473-6　好評発売中

EASY AND FUNシリーズは、楽しく基礎を学
びながら実用的な日本語も習得できる学習書で
す。日本で生活するためには必ず習得したいカ
タカナ。たくさんのイラストを使用し、カタカ
ナが日常生活の中でどのように使われているか
を視覚的に学べるよう工夫されています。

はじめての日本語能力試験

N1 単語 3000

アークアカデミー 著

四六判　336 頁　1,700 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-87217-985-9　好評発売中

試験によく取り上げられ、毎日の暮らしにも
役立つ単語を収録した単語集です。テーマご
とに学び、単語同士を関連させて記憶できる
構成で、実際の場面に即した例文を掲載しま
した。模擬試験に加え、単語と例文の音声付
き（ウェブサイト）、試験の直前対策にも役立
ちます。英語と中国語の対訳付きです。

日本語教師のための TIPS 77　第 2 巻

ICT の活用　第 2 版

山田智久 著

四六判　304 頁　1,600 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-732-7　好評発売中

人気シリーズの第 2版がついに登場。「スマー
トフォンを活用して発音練習をしよう」など、
身近なデジタル機器を使って、バラエティ豊
かな授業にするためのヒントが満載です。初
版から、最新 URLへの変更、iPhoneや iPad
のアプリの更新、より便利なWebサービスの
紹介などを行いました。

日本語総まとめ N4 文法 ・ 読解 ・ 聴解

佐々木仁子 , 松本紀子 著

B5 判　120 頁　1,500 円＋税　

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-075-8　好評発売中

日本語総まとめシリーズに「N4」が登場しま
した。1日見開き 2ページの学習で必要な基
礎知識とスキルを身につける構成は変わらず、
N4で出題されるポイントを 6週間で効率よく
学べます。英語とベトナム語の翻訳付き。試
験対策に限らず、日常生活で役に立つ文型や
文章、聞き取りの勉強ができます。



公共日本語教育学　社会をつくる日本語教育

川上郁雄 著

A5 判　264 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-733-4　好評発売中

学習者や教育現場の多様化が進むいま、日本
語教育の社会的な役割は何でしょうか。本書
では、人とことばと社会を視点に、「公共日本
語教育学」という新しい概念を提案します。
日本語教育の周辺領域の専門家たちによる講
演会シリーズをまとめ、その示唆を受けて、
各現場の教育実践を紹介しています。

外国人の子ども白書

権利 ・ 貧困 ・ 教育 ・ 文化 ・ 国籍と共生の視点から

荒牧重人 , 榎井縁 , 江原裕美 , 小島祥美 , 志水宏吉 ,

南野奈津子 , 宮島喬 , 山野良一 編

A5 判　320 頁　2,500 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-4495-9　好評発売中

現代日本における「外国につながる子ども」
の現状と支援の課題が一冊でわかる画期的な
白書。人権、福祉、教育、文化（言語）、家族、
滞在条件などの観点から、外国人の子どもの
現状を正確に把握、データおよび支援現場の
報告からそのリアルな姿が見えてきます。

責任ある研究のための発表倫理を考える

東北大学高度教養教育・学生支援機構 編

A5 判　170 頁　2,000 円＋税

東北大学出版会 発行

ISBN 978-4-86163-278-5　好評発売中

責任ある研究を遂行するには、研究成果の発
表も誠実に行う必要があります。本書の第Ⅰ
部では、オーサーシップや査読システムなど
発表倫理の課題を議論し、第Ⅱ部では、日本
語教育・英語教育の観点から盗用防止策を提
案。学会の編集委員やアカデミック・ライティ
ングの指導者におすすめの書です。

自然論理と日常言語　ことばと論理の統合的研究

山梨正明 著

A5 判　224 頁　3,200 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-857-4　好評発売中

人間の思考や推論、判断は論理学の分野でそ
のメカニズムの解明が行われていますが、自
然言語のそうした形式論理だけでは捉えられ
ない側面を本書では自然論理と呼び考察され
ます。言語の理解には多様な推論や思考が求
められますがその論理の解明を目指す、言語
学と論理学を統合した画期的著作です。

日本語の音

沖森卓也 , 木村一 編著

安部清哉 , 加藤大鶴 , 吉田雅子 著

A5 判　148 頁　2,600 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51615-9　好評発売中

日本語の音声・音韻について概説します。日
本語の音構造上の傾向や特色を知り、音を切
り口に語彙・語史まで幅広く学ぶことを目指
したテキストです。〔内容〕言語と音／音声／
音節とモーラ／アクセント／イントネーショ
ンとプロミネンス／方言／音韻史（上代・中古・
中世・近世・明治時代以降）／語形と音変化
／語形変化



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． クローズアップ日本事情 15
 日本語で学ぶ社会と文化

（ジャパンタイムズ）
２． 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

（くろしお出版）
３． 留学生のための漢字の教科書 

中級 700［改訂版］
（国書刊行会）

４． Understanding through 
pictures 1000KANJI　イラ
ストで覚える漢字 1000

（ナツメ社）
５． つなぐにほんご　初級 1

（アスク出版）

 麹町店ベスト５（４月）

１． 平成 28年度　日本語教育能
力検定試験　試験問題

２． 短期マスター　日本語能力試
験ドリル　N5

３． 日本語能力試験　公式問題集
 N5
4． 短期マスター　日本語能力試

験ドリル　N4
5． 文化初級日本語Ⅰ　テキスト
 改訂版

 NEWS　 
●	2017年度	

日本語教育学会春季大会
［開催日］5 月 20日（土）・21 日（日）
［場所］早稲田大学早稲田キャンパス

＊会員でなくても、講演やシンポ
ジウム研究発表を聞くことができ
ます（有料）。詳細は、主催者ウェ
ブサイトをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/
taikai
＊会場では書籍の展示販売をいた
します。ぜひお越しください。

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大阪 	新人日本語教師のための研修会　シリーズ第 4弾	
	 ☆音声指導のために☆
【講師】  谷山徹
【日時】 5月 26日（金）18：30～ 20：30（受付開始 18:00）
【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】 20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「5/26大阪イベント」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。
 ※ご参加を受け付けた際は必ず受付番号をお知らせいたします。

 			in大阪 	日本語サロン研修会＠大阪	
	 中級から上級をめざすための新しいアプローチ
　　　	～「ビジネスケース」を使った内容重視の日本語教育～
【講師】  高見智子
【日時】 6月 3日（土）14：00～ 16：00（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】 20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　　【協力】ジャパンタイムズ
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

 ※件名に「6/3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

5 月 17 日（水）15:00 ～ 19:00
5 月 26 日（金）15:00 ～ 19:00
5 月 31 日（水）15:00 ～ 19:00

6 月	 7 日（水）15:00 ～ 19:00
6 月 15 日（木）15:00 ～ 19:00
6 月 20 日（火）15:00 ～ 19:00

麹町店店頭イベントイベント情報
現代日本語のアクセントを考える	
～『NHK	発音アクセント新辞典』をめぐって～

【日時】5月 20日（土）14:00~16:00 
【会場】日本のローマ字社事務所　
【主催】日本のローマ字社 
【詳細はこちら】http://www.age.ne.jp/x/nrs/20170520.pdf

『異文化理解入門』（研究社刊）ワークショップ
【日時】6月 11日（日）13:00~16:00 
【会場】研究社 1F 会議室　
【主催】研究社
【詳細はこちら】http://www.kokuchpro.com/event/0d7a425d918977629eb62a56b973590f/


