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はじめてのひらがな ・ カタカナ 

Let's Explore HIRAGANA & KATAKANA

Bret Mayer 著

新書判　159 頁　1,000 円＋税

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-394-2　好評発売中

日本語学習超初心者が、本格的な日本語の勉強
をはじめる前にひらがなとカタカナになじむ
ための本です。英語圏出身の著者ならではの視
点で、外国人に人気の観光地や日本の文化を
次々と紹介します。イラスト、写真がメインで、
日本旅行のお土産や、外国人の友だちにプレゼ
ントするのにもぴったりです。

平成 30 年度日本留学試験 （第 1 回） 

試験問題

日本学生支援機構 編

B5 判　372 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-932-3　８月下旬発売予定

「日本留学試験」の 2018年 6 月 17日（日）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）」
のすべてと、日本語以外の科目は英語版も掲載
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。試験対策
の手はじめとして、総まとめとして必須の一冊
です。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

初級から超級まで　　ＳＴＥＰ式にほんご練習帳

受身 ・ 使役 ・ 使役受身

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

B5 判　104 頁　1,300 円＋税

ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-504-9　好評発売中

補助教材にぴったり。基礎の STEP1～ビジネ
スレベルの最終 STEPまで、学習者にあった
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い場合、特に本書を
お薦めします。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。英語訳付き。

※画像は平成 29 年度第 2 回
　のものです。

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



ことばでおぼえる やさしい漢字ワーク 初級１

日本語初級１ 大地準拠

中村かおり , 伊藤江美 , 牧野智子 , 梅津聖子 ,

森泉朋子 著

B5 判　135 頁＋別冊 7 頁（予定）　1,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-779-8　今秋発売予定

漢字を「一字一字覚える」のではなく「ことば
ごとに練習する」構成で、非漢字圏学習者の負
担を軽減。1課あたり 13～ 18語、漢字は 6～ 8
字学習します。初級語彙の復習と同時に漢字を
学べるので、漢字に苦手意識のある方もモチベー
ションを維持して取り組むことが可能です。

今どきの日本語　

変わることば ・ 変わらないことば

遠藤織枝 編　

四六判　236 頁　1,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN  978-4-89476-923-6　好評発売中

「やばい」「とか」「っていうか」などの若者こ
とばや、夫婦のことば、男女のことばなど、今
どきの日本語のさまざまな実態を、実際に話さ
れた会話のデータから解き明かします。最近な
んとなく耳にするようになったことばや、なん
となく違和感のあることばの「なんとなく」に
は、ちゃんと歴史や理由があるのです。

文法まとめリスニング 初級２

日本語初級２ 大地準拠

佐々木薫 , 西川悦子 , 大谷みどり 著

B5 判　48 頁＋別冊 50 頁　音声 CD2 枚付き

2,200 円＋税　スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-773-6　好評発売中

『初級１』同様、各課「内容に合うイラストを
選択する」「問題に○×で答える」「要点を把握
して答える」「質問に自分の言葉で答える」4種
の聴解練習を収録。『日本語初級２ 大地』に準
拠する教材ですが、その他の総合教材とも組み
合わせ可能です。（総ルビ、音声アプリ配信予定）

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 

聴解タスク 25

牧野昭子 , 田中よね , 北川逸子 著

B5 判　51 頁＋別冊 82 頁　音声 CD3 枚付き　

2,400 円＋税　スリーエーネットワーク 発行

ISBN  978-4-88319-771-2　好評発売中

初版同様『みんなの日本語 初級』で学んだ文型・
語彙を基本にしています。会話やインタビュー
などから必要な情報を聞き取り、「タスク」を
行う練習で、聴解力だけでなくコミュニケー
ション能力を育てる構成になっています。（総
ルビ、語彙の訳付（英語、中国語、韓国語、ベ
トナム語）、音声アプリ配信予定）

現代副詞／形容詞／擬音語擬態語用法辞典

新装版

飛田良文 , 浅田秀子 著

東京堂出版 発行

副詞　A5 判　660 頁　5,500 円＋税

ISBN 978-4-490-10901-6　好評発売中

形容詞　　A5 判　720 頁　5,500 円＋税

ISBN 978-4-490-10902-3　好評発売中

擬音語擬態語　　A5 判　712 頁　5,500 円＋税

ISBN 978-4-490-10903-0　好評発売中

使い分けやニュアンスの違いを説明しがたい、
副詞1,041語、形容詞1,010語、オノマトペ1,064
語について、それぞれに用例を豊富にあげてそ
の意味・用法・微妙な違い・類義語との相違・
イメージ・関連語句などを詳しく解説していま
す。国語教育、日本語教育の現場で重宝されて
きた、実用的な辞典です。今回の新装版化にあ
たって、読みやすく判型を大きくしています。



豊かな語彙力を育てる

「言葉の感度を高める教育」 へのヒント

石黒圭 著

四六判　302 頁　1,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-004-9　好評発売中

筆者が、長年、留学生へ日本語を教える中で気
づかされた、外国人（日本語学習者）をとおし
て見える「豊かな日本語」の数々。本書は、「外
国語」として日本語を見ることで「言葉の感度」
を高め、さまざまな角度から言葉のなぜに迫っ
ていくものです。外国人への日本語教育の現場
でも大いに役に立つ内容となっています。

ワークショップをとらえなおす

加藤文俊 著

四六判　208 頁　1,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-892-5　好評発売中

近年「ワークショップ」への関心が高まり、さ
まざまな実践が行われるようになりました。し
かし、実践への志向が強い分、「そもそもワー
クショップとは何か」という本質的な問いを忘
れがちです。「ワークショップ」は、人びとが
相互に影響をあたえながら構成される場であ
り、まさにコミュニケーションの過程として
理解されるべきものです。いまいちど「ワーク
ショップ」をとらえなおし、その意味や意義を
問い直す態度が重要であることを論じます。

どうすれば協働学習がうまくいくか

失敗から学ぶピア ・ リーディング授業の科学

石黒圭 編著

A5 判　260 頁　2,400 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-005-6　好評発売中

多くの教育現場で実施されているピア・ラーニ
ング。しかし、実際にやってみるとうまくいか
ないことが多々あります。本書は、編著者が行っ
た実際の授業を多角的に分析し、どのような点
がうまくいったのか、そして、どのような点が
うまくいかなかったのかを明らかにします。

第二言語習得研究への誘い　理論から実証へ

吉村紀子 , 中山峰治 著

A5 判　256 頁　2,200 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-765-5　好評発売中

言語研究の視点に基づく第二言語習得におい
て、これまで取り上げられてきた主要なトピッ
クを丁寧にわかりやすく説明します。「なぜ第
二言語習得ではこのような問題に直面するの
か」といった問題についての実証も行い、その
結果から見えてくるものは何かについて解説
します。これから本格的に第二言語習得研究を
行いたい人の初めの一冊に。

21 世紀の言語学　言語研究の新たな飛躍へ

今井隆 , 斎藤伸治 編

A5 判　324 頁　6,000 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-800-0　好評発売中

言語学や言語獲得・習得研究に携わる研究者
や、こうした領域を勉強したい方に向けて、領
域を網羅するというより、これからの言語研究
という観点で興味深いトピックに絞って編ま
れた論文集です。また、本書の目玉として、ノー
ム・チョムスキーの講演と書き下ろし論文の 2
つの翻訳が含まれ、生成言語研究の創始者によ
る最新の解説を読むことができます。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 語彙ドン！　vol.1　
 大学で学ぶためのことば

（くろしお出版）
２． 新完全マスター読解　 

日本語能力試験 N4
（スリーエーネットワーク）

３． 日本語能力試験N3直前対策
ドリル＆模試 文字・語彙・
文法

（Jリサーチ出版）
４． 初級から超級まで　STEP式

にほんご練習帳　受身・使役・
使役受身

 （ユニコム）
５． 中級レベル　ロールプレイで

学ぶビジネス日本語　就活か
ら入社まで

 （スリーエーネットワーク）

 麹町店ベスト５（6 月）大阪事務所からのお知らせ　
●	日本語サロン研修会＠大阪
	 日常会話力がアップする雑談指導のススメ
	 ～良好な人間関係を実現する日本語力を学習者に！～
【講師】  西郷英樹氏
【日時】 8月 4日（土）13:00～ 14:30（受付開始 12:30）
【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】 25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】 E-mail: mueda@bonjinsha.co.jp（担当：上田）

 ※件名に「8/4サロン研修会申し込み」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

in
北海道				凡人社教材説明会＠札幌		『できる日本語	中級』と『できる中級	ことば・表現	
	 ワークブック』の効果的な使い方　	
	 ～タスク先行型教材で、4技能をしっかり磨こう！～

【講師】  嶋田和子氏
【日時】 7月 28日（土）13:30～ 16:00（受付開始 13:00）
【会場】 TKP札幌カンファレンスセンター 7階／カンファレンス 7E
 （札幌市中央区北 3条西 3丁目 1-6札幌小暮ビル）

【定員】 50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「凡人社教材説明会＠札幌（7/28）」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
大阪				日本語教材まつり 2018	in	大阪	
研修会①「日本語教師のための入門言語学」
 　【講師】原沢伊都夫氏
研修会②「話す・考える・社会とつなぐためのリソース 
 　～「教える」教材から「学び合う」教材へ～
 　【講師】八木真奈美氏
研修会③「『読む』教育を制するのは話題である」　
 　【講師】  山内博之氏
【日時】 8月 25日（土）13:30～ 17:20（受付開始 13:00）
【会場】 TKP 大阪本町カンファレンスセンターホール 3B
 （大阪市中央区久太郎町 3-5-19大阪 DICビル 3F）

【定員】 120 名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】1,000円（税込み。当日受付でお支払いください）
【主催】アルク ,スリーエーネットワーク ,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「日本語教材まつり 2018 in 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。

※ほかにもたくさんのイベントを企画しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
　http://www.bonjinsha.com/wp/event

展示販売

営業部からのお知らせ

 NEWS　 
●	平成 30年度
	 日本語教育能力検定試験
［試験日］  2018 年 10 月 28 日（日）
［出　願］  2018 年 6 月 18日（月）
  ～ 2018 年 8 月 6日（月）
  （当日消印有効）
＊ 詳細は、主催者ウェブサイトをご覧
 ください。
 http://www.jees.or.jp
＊ 『 受験案内（出願書類
 付き）』（400 円税込）
 を販売しています。

１． 平成 29年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

２． 日本語教師のための　
 日常会話力がグーンとアップ

する雑談指導のススメ

３． サービス日本語　―ホテルス
タッフ編―

４． 絵で導入・絵で練習
５． 日本語能力試験　公式問題集

N5


