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平成 29 年度日本留学試験（第 2 回）試験

問題

日本学生支援機構 編

B5 判　354 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-931-6　1 月下旬発売予定

「日本留学試験」の 2017年 11月に行われた試
験問題です。一冊に「日本語」「理科」「総合科目」
「数学（コース 1 ／コース 2）」がすべて掲載さ
れています。また、「日本語」以外の科目の英
語版も掲載されています。付属の CD には日
本語科目の「聴解・聴読解」の音声が収録され
ており、巻末には参考資料として実施要項、応
募者数・受験者数一覧、試験会場一覧、シラバ
ス（出題範囲）、音声スクリプトが掲載されて
います。受験指導をなさる方と受験者に必携の
一冊です。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

第二言語としての日本語の習得研究

第 20 号

第二言語習得研究会 編

B5 判　176 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。特集は「語彙習得研究の方法
論」。そのほか、一般研究論文 1本、事例研究
論文 1本、展望論文 1本、誌上講座 1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。

 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。

 また、本研究会の全国大会予稿集のバックナン

バーの販売もしています。

平成 30 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　196 頁　CD1 枚付き　2,800 円 + 税

アルク 発行　好評発売中　

「日本語教育能力検定試験」受験者必携の対策
本の最新版。検定試験の概要や「聴解問題」「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、日本語教師の
ワークスタイル紹介や教師と学習者のインタ
ビュー、得点アップのための練習問題など多彩
なコンテンツで、読者の皆さんを合格へ導きま
す。

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



BJT ビジネス日本語能力テスト　公式模擬

テスト & ガイド

日本漢字能力検定協会 編

B5 判　160 頁　CD1 枚付き　1,700 円＋税

日本漢字能力検定協会 発行

ISBN 978-4-89096-369-0　好評発売中

BJTの受験対策からビジネス日本語能力アッ
プまで。CBT（Computer based testing）に対
応し、実際のテストの流れや出題の形式がイ
メージできる模擬テストを収録しています。詳
細な受験ガイドと充実の解答解説で、自学自習
に最適です。音声はWEBからもダウンロード
可能です。

新完全マスター単語 日本語能力試験Ｎ２

重要 2200 語

石井怜子 監修

A5 変判　356 頁　無料音声アプリ　1,600 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-762-0　好評発売中

硬い言葉や抽象的な言葉も覚えていきたい中
級後半の学習者のための単語帳です。品詞やカ
テゴリごと（経済、医療、芸術など）に配列し、
よく使われる複合語、派生語などの関連語もあ
わせて確認でき、読み物のページでは、学習単
語の理解度を確認できます。英中越語訳付。

外国人介護職への日本語教育法

ワセダバンドスケール （介護版） を用いた教え方

宮崎里司 , 中野玲子 , 奥村恵子 , 早川直子 著

B5 判　144 頁　2,500 円＋税

日経メディカル開発 発行

ISBN 978-4-931400-86-3　好評発売中

介護現場で期待が高まる外国人介護職。しかし
介護の専門用語は難解で、関係者からは言葉へ
の不安の声も聞かれます。本書では特別に開発
した測定基準を用い、介護に必要な日本語の
「何ができていて、次の学習目標は何か」を確
認しながら教えていく方法を解説します。初め
て「介護の日本語」を教える人にもお勧めです。

にほんごではなそう！

パターンで覚えるかんたん会話

松本節子 , 佐久間良子 , 長友恵美子 , 難波房枝 ,

松倉有紀 著

A5 変判　120 頁　MP3 音声無料ダウンロード

1,400 円＋税

ジャパンタイムズ 発行

ISBN 978-4-7890-1684-1　好評発売中

話しかけられたときに適切な返事ができなかっ
たり、声をかけたいのに適切な表現がわからな
かったり……。それで黙ってしまいがちな学習
者がコミュニケーションに自信を持てるように、
町の中や職場で役立つ基本の表現と応用例をま
とめました。音声は無料ダウンロード。ユニー
クなイラストを見ながら楽しく学習できます。

どんどん読める！　日本語ショートストーリーズ 

vol.1 ／ vol.2

アルク出版編集部 編

吉川達 , 門倉正美 , 佐々木良造 翻案

アルク 発行

Vol.1  A5 判　136 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-7574-3041-9　好評発売中

Vol.2  A5 判　136 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-7574-3042-6　好評発売中

「日本語の『おもしろい』文章をもっと読みたい」
「JLPT対策のために読む練習をさせたい」そ
んな声から生まれた、日本語だけでどんどん読
める短編集です。世界中から集めた厳選ストー
リーをそれぞれ 20話収録。「泣ける話」「感動
する話」など、読んだらすぐ人に話したくなる
ようなもの、思わず考えさせられるようなもの
ばかりです。



新　移民時代 

外国人労働者と共に生きる社会へ

西日本新聞社 編

四六判　260 頁　1,600 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-4586-4　好評発売中

100万人を超えた日本で働く外国人。単純労働
を実質的に担う技能実習生・留学生等の受入れ
拡大が「移民政策をとらない」とする政府のも
と進められています。現場取材で浮き彫りにな
る建前と本音が交錯する制度のひずみの数々。
連載時から高評価を受け、早稲田ジャーナリズ
ム大賞を受賞した西日本新聞連載企画の書籍
化。

「あ」 は 「い」 より大きい !?

音象徴で学ぶ音声学入門

川原繁人 著

A5 判　212 頁　1,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-886-4　好評発売中

「ガンダム」と「カンタム」ではどちらが強そ
うでしょうか？　音を聞いただけでその印象
を感じとることができる、この現象は音象徴と
呼ばれ、いま言語研究の中でも注目を集めてい
ます。音声記号や発音を覚える難しい書籍が多
い中で、面白いトピックから音声学を楽しく学
べる画期的な入門書です。

話しことばへのアプローチ

創発的 ・ 学際的談話研究への新たなる挑戦

鈴木亮子 , 秦かおり , 横森大輔 編

A5 判　268 頁　2,700 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-818-5　好評発売中

近年、書きことばに基づく文法記述では説明で
きない「話しことば」の諸現象に注目が集まっ
ています。本書は、その理論概説に加え、相互
行為言語学・社会言語学・言語人類学・ナラティ
ブ研究の研究者が、同じ談話データをそれぞれ
の方法で分析する、前代未聞の試みを掲載。言
語の研究を新しくする一冊です。

音声学を学ぶ人のための Praat 入門

北原真冬 , 田嶋圭一 , 田中邦佳 著

A5 判　218 頁　2,400 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-871-0　好評発売中

音声学的な研究において、いまや Praatは必須
のソフトウェアとなっています。しかしソフト
ウェアの英語のヘルプはあるものの、これまで
その使い方についていちから解説した書籍は
ありませんでした。本書は基礎的な事柄からプ
ログラミングまでカバーした、世界初の Praat
の解説書です。

日本語教育に役立つ心理学入門

小林明子 , 福田倫子 , 向山陽子 , 鈴木伸子 著

A5 判　224 頁　1,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-753-2　好評発売中

日本語教育に関わる心理学的な知識を学ぶた
めの入門書。日本語を教えるときや、学習者の
考え方や行動を理解したり悩みの相談に乗っ
たりするときにも役に立てよう。プレタスク・
本文・確認・ポストタスク・読書案内からなる
全 12章で構成され、日本語教育能力試験の心
理分野もカバーしています。



［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Ⅰ
 第 2版　聴解タスク 25

（スリーエーネットワーク）
２． まるごと　日本のことばと

文化　中級 2　B1
（三修社）

３． 日本語生活する外国人のため
の　いろんな書類の書き方

（アスク出版）
４． 文章予測　読解力の鍛え方

（KADOKAWA）
５． 外国人のためのやさしく学

べる介護のことば
 （中央法規）

 麹町店ベスト５（12 月）

１． 日本語能力試験　公式問題集
 N2
２． 日本語能力試験　公式問題集
 N3
３． 日本語能力試験　公式問題集
 N1
４． 日本語能力試験　公式問題集
 N4
５． 短期マスター日本語能力試験

ドリルN2　第 2版

 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。）

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　

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
● 失敗しない学校選び！養成講座で実力アップ！
【日時】 2月 17日（土）14:00～ 15:30（受付開始 13:30）
【定員】 20名
【講師】 伊東隆作氏、喜多寛史氏
【参加費】無料

   ※店頭イベントは、定員 20 名の予約制とさせていただきます。
参加ご希望のお客様はお手数ですが、下記までお申し込みください。

（お申し込み受付の際にお伝えする「予約受付番号」が必要となります。）

 にほんごの凡人社 麹町店
 TEL: 03-3239-8673　FAX: 03-3238-9125　E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

［イベント情報］

in
愛知

 日本語サロン研修会＠名古屋 
 いま「日本語教育／日本語教師」はいかにあるべきか

【講師】  柳澤好昭氏
【日時】 1月 27日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 花車ビル国際センター駅前店 3階（名古屋市中村区名駅 5-4-14）
【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】2,000円（税込）　＊当日受付でお支払いください。
【主催】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「日本語サロン研修会＠名古屋（1/27）」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

 日本語サロン研修会＠福岡 
 民主的シティズンシップ教育をどう日本語教育に生かすか　 

 ～ドイツ、小学校教育の見学から～
【講師】  名嶋義直氏
【日時】 2月 3日（土）13:30～ 16:00（受付開始 13:00）
【会場】 TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター 303
 （福岡市博多区博多駅中央街 4-1ユーコウビル 3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: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

 ※件名に「日本語サロン研修会＠福岡（2/3）」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

1 月 16 日（火）15:30 ～ 19:00
1 月 25 日（木）15:00 ～ 19:00
2 月 2 日（金）15:00 ～ 18:00

2 月 7 日（水）15 時～ 19 時
2 月 13 日（火）15 時～ 19 時
2 月 21 日（水）15 時～ 19 時

展示販売


