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留学生のための就職内定ワークブック

久保田学 著

B5 判　168 頁 + 別冊 40 頁　1,500 円 + 税

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8207-2641-8　好評発売中　

本書は、外国人留学生にとって日本での就職の
障害のひとつとなる、独特な日本の就職活動を
学びながら、留学生自身がこれからのキャリア
に向き合い、企業から求められる強みや能力を
意識できるようにした、書き込めるワークブッ
クです。本書を用いることで、早期の意識づけ
ができ、就職活動に出遅れずに準備してもらう
ツールとしても期待ができます。

STEP 式にほんご練習帳 初級から超級まで

松本節子 , 長友恵美子 , 浜畑裕子 , 佐久間良子 ,

難波房枝 , 松倉有紀 著

各 1,300 円 + 税

ユニコム 発行　好評発売中　

授受表現　B5 判 104 頁　ISBN 978-4-89689-502-5

自動詞 ・ 他動詞　B5 判 104 頁　ISBN 978-4-89689-503-2

補助教材にぴったり。基礎の STEP1～最終
STEPはビジネスレベルと、各学習者に合った
レベルから始められ、力が異なる学習者が同じ
教室にいて適切な教材がなくお困りの場合、特
に本書をお薦めします（英語訳付）。各レベル
の最重要事項が絵や図とともにわかりやすく簡
潔にまとめてある上、主教材にはない内容も盛
り込み、豊富な練習問題で確実に覚えられます。

日本語学習者のための　

読解厳選テーマ 25 ＋
プラス

10　［初中級］

清水正幸 , 下郡麻子 , 沖中晃子 著

B5 判　96 頁＋別冊① 20 ＋別冊② 4 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-943-9　4 月中旬発売予定

日本社会についての知識を得るだけでなく、社
会的なテーマについて自ら考えていく力を身
につけることも目標とした読解教材シリーズ。
初中級編は 3部構成。第 1部は、日本の社会
や文化にはばひろく触れられる 25の読み物を
掲載。文章の理解確認をし、さらに、テーマに
ついて考えたり、話したりします。第 2部は、
5つの昔話・伝記を収録。やや長めの文章に挑
戦し、登場人物の心情や物語のメッセージを読
み取ります。第3部では、4コマ漫画・クロスワー
ドパズル・詩などに挑戦します。英語・中国語・
ベトナム語対訳の語彙リスト付き。

 既刊の「中級」「中上級」も好評発売中です。大学・

大学院進学をめざす人におすすめです。

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



新完全マスター聴解　日本語能力試験 N4

中村かおり , 福島佐知 , 友松悦子 著

B5 判　63 頁 + 別冊 31 頁　音声 CD2 枚付き

1,500 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-763-7　好評発売中

聴解問題の形式と解法を概観する「問題紹介」、
聴解に必要なスキルを効率的に身に付ける「実
力養成編」、「模擬試験（1回）」の構成で、やさ
しい日本語で書かれた解説には、英語・ベトナ
ム語の翻訳が付いています。日本語能力試験の
受験者はもちろん、初級後半から、総合的な聴
解力を身に付けたい方にもおすすめの教材です。

日本語教育教科書

日本語教育能力検定試験 分野別用語集

ヒューマンアカデミー 著

A5 判　320 頁　2,600 円＋税

翔泳社 発行

ISBN 978-4-7981-5348-3　好評発売中

日本語教育能力検定試験合格者数ナンバーワン
のヒューマンアカデミーの看板講師たちが書き
下ろした日本語教育を学ぶ人のための用語集で
す。収録語数は 1,000以上、それぞれの分野の
専門家が試験と業界動向を吟味して執筆してい
ます。試験の最新の傾向にも対応しているので、
受験生のみならず、現役講師も必携の一冊です！

5 か国語でわかる介護用語集

遠藤織枝 , 是枝祥子 , 三枝令子 編著

四六判　380 頁　2,000 円＋税

ミネルヴァ書房 発行

ISBN 978-4-623-08135-6　好評発売中

介護現場で必要な約 1,500語を厳選して収録。
一つの日本語の用語を、英語、中国語、インド
ネシア語、ベトナム語に翻訳し、日本語でわか
りやすく解説するとともに、すべての漢字によ
みがなをつけた。介護の現場で働く外国人と、
介護職がコミュニケーションをとるツールとし
て役立つ一冊。［収録用語の一例］あぐら／後
期高齢者／装具／徘徊／訪問介護／要介護者

TRY! START　にほんご はじめよう

町田恵子 , 藤田百子 , 向井あけみ , 草野晴香 著

B5 判　168 頁　1,500 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-141-0　好評発売中

ひらがな・カタカナが読める、書ける、シンプ
ルで実用的な会話練習ですぐに話せる。TRY!
シリーズの最新刊は日本語をゼロから学ぶ人に
最適な教材です。ひらがなとカタカナをマス
ターし、漢字の基本がわかるところまで学習で
き、カンタンで実用的な会話練習で、すぐに実
践できる内容になっています。

NIHONGO FUN & EASY II

渡部由紀子 , 左弥寿子 , 臼井紫瑞子 著

B5 変判　240 頁　2,000 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-144-1　好評発売中

この書籍は、8つの活用形と 55の基本文型を
マスターできます。同じ活用形を使う文型ごと
にユニットを構成しているので、活用形のルー
ルを導入し、それに基づいて活用練習をします。
練習を繰り返すことで、活用形が口からスラス
ラと出るようになり、自然に会話の中で文型が
使えるようになります。ひとつ覚えてたくさん
使える、話すための日本語短期速習教材です。



外国人看護 ・ 介護人材とサスティナビリティ

持続可能な移民社会と言語政策

宮崎里司 , 西郡仁朗 , 神村初美 , 野村愛 編著

A5 判　304 頁　3,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-755-6　好評発売中

EPAに基づき来日する看護師、介護福祉士（候
補者）などの受け入れが進んでいます。在住外
国人も含む彼・彼女らとのワークシェアを長く
続けるための持続性可能性（Sustainability）を
探り、必要な医療福祉政策、日本語教育政策を
考えるための一冊です。

アクションリサーチ ・ イン ・ アクション

共同当事者 ・ 時間 ・ データ

矢守克也 著

A5 判　248 頁　2,800 円＋税

新曜社 発行

ISBN 978-4-7885-1556-7　好評発売中

「アクションリサーチ」とは、何らかの社会的問
題に直面する研究者と当事者が解決や改善をと
もに目指す、人文・社会科学領域の研究方法で
す。主として防災・減災領域の諸問題とその解
決に焦点を当て、現場に要請され問題解決に資
する社会実践としてどうあるべきか、ロジック
や実践のあり方などを細密に考察しています。

限界芸術 「面白い話」 による音声言語 ・

オラリティの研究

定延利之 編

A5 判　480 頁　8,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-905-2　好評発売中

「最近なんか面白い話ない？」「イヤそれがさぁ
～」と始まる「面白い話」も、素人による素人
のための「芸術」、限界芸術であるといえます。
本書は、編者らが 8年間開催し公開してきた「面
白い話」コンテストの動画を材料に、音声科学・
文法研究・語用論ほか、さまざまな視点から論
じる、談話研究への新しい試みです。

新しい国語表記ハンドブック 第八版

三省堂編修所 編

四六判　320 頁　800 円＋税

三省堂 発行

ISBN 978-4-385-21139-8　好評発売中

日本語の書き表し方の目安を網羅する実用資料
集の改訂版。平成 28年文化庁報告「常用漢字
表の字体・字形に関する指針」を抜粋収録。平
成 29年文部科学省告示「学年別漢字配当表」
に対応し、常用漢字表・筆順・音訓索引に新旧
の学年配当を示しています。見返しには国語施
策年表も。小中学校や日本語教育の現場に必携
の一冊。2色刷。電子書籍版も近日配信開始予定。

コミュニケーション能力を伸ばす授業づくり

日本語教師のための語用論的指導の手引き 

清水崇文 著

四六判　162 頁　1,400 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-767-5　好評発売中

対面コミュニケーションは、話し手と聞き手の
関係や会話をしている状況などの「社会的・状
況的文脈」なしには成り立ちません。本書は、
「社会的・状況的文脈と意味の関係」を考察す
る「語用論」の研究成果に基づき、学習者の対
面コミュニケーション能力を伸ばすため、日本
語教師はどのようなことができるのか、何をす
ればよいのか提案する参考書です。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． NIHONGO FUN & EASY 
Ⅱ

（アスク出版）
２． TRY! START　にほんごは

じめよう
（アスク出版）

３． 初級から超級まで　STEP式
にほんご練習帳　自動詞・他
動詞

（ユニコム）
４． 初級から超級まで　STEP式

にほんご練習帳　授受表現
（ユニコム）

５． 初級者の間違いから学ぶ　
日本語文法を教えるための
ポイント 30

 （大修館書店）

 麹町店ベスト５（２月）

１． 新・わくわく文法リスニング
100 ―耳で学ぶ日本語― [1]

２． 絵で導入・絵で練習
３． 留学生のための読解トレーニ

ング

４． 新・わくわく文法リスニング
100 ―耳で学ぶ日本語― [2]

５． 文化初級日本語Ⅰ　テキスト
改訂版

 NEWS　 
●日本語能力試験
　　2018 年第 1 回試験
試験日：2018 年 7 月 1日（日）
申し込み受付期間：
3 月 26 日（月）～ 4 月 25 日（水）
申し込み方法：
その①…インターネットによる
  申し込み
その②…郵送による申し込み
※②の場合は、受験案内（500 円）
を購入する必要があります。3 月中
旬から全国主要書店で販売されます。
※詳細は主催団体にお問い合わせください。

麹町店店頭イベント大阪事務所からのお知らせ　

● 3月の「開放日」のお知らせ
3月は以下の日程で事務所を開放いたします。

 3 月 20 日（火）15:00 ～ 19:00 3 月 29 日（木）15:00 ～ 19:00

● 大阪事務所は 2018 年 4 月から毎日開放します！！
営業日：火曜日～土曜日（日・月・祝休み）
営業時間：12：00～19：00
凡人社大阪事務所は 2016年 10月に復活しました。
以来、週 1日のペースで事務所を開放して、皆様に日本語教材をご覧いただい
ておりましたが、ついに 2018年 4月 3日より完全オープンいたします。
火曜日～土曜日の 12時から 19時まで、教具などのコーナーも増やして、皆様
をお待ちしております（^^♪
なお事務所での研修会もこれからもどんどん開催してまいります。

　＊研修会などの開催のため、営業時間の変更や休業日もございます。
　　ご来店前にウェブページやお電話・メールなどでご確認ください。
　＊ 4月 7日（土）、14 日（土）は休業いたします

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

　 　 　 yyoshida@bonjinsha.co.jp（担当：吉田）

麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
● 国際教養大学専門職大学院 日本語教育実践領域説明会
【日時】 3月 24日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【定員】 20名
【講師】 堀内仁氏、佐野ひろみ氏
【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
大阪

 日本語教師塾大阪 Vol.13 
 「話し合い」を評価する 

 ～「話し合い」を評価し、教室活動に生かす～  
【講師】  栁田直美氏
【日時】 4月 21日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:30）
【会場】 愛日会館 （大阪市中央区本町 4-7-11）
【定員】 40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「日本語教師塾大阪 Vol.13」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


