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シャドーイングで学ぶ

介護の日本語　場面別声かけ表現集

田辺淳子 著

A5 判　200 頁（赤シート付き・音声ダウンロード）　1,600 円＋税

ISBN 978-4-89358-949-1　11 月中旬発売予定

凡人社 発行

日常的な生活日本語を学ぶ時期から手軽に学
べる介護の声かけ表現集。介護施設や日本語
教師へのアンケート調査と現場での録音デー
タから、実践的な表現が収載されています。
場面別のリストで表現を学んだら、「練習」で
場面・状況・利用者様の状態に応じた声かけ
を考え、モデル会話でチェックしましょう。
英語・ベトナム語・インドネシア語対訳付き。

プレゼンテーションの基本

協働学習で学ぶスピーチ  型にはまるな， 異なれ！

渋谷実希 , 勝又恵理子 , 古谷知子 , 前川志津 , 森幸穂 著

B5 判　120 頁 + 別冊 4 頁　1,400 円＋税

ISBN 978-4-89358-950-7　10 月下旬発売予定

凡人社 発行

スピーチやプレゼンテーションが苦手だとい
う学習者の大きな悩みの 1つが「何を話せば
いいのかわからない」というもの。本書では、
最も身近で、かつ、学生生活や就職活動で語
る機会の多い「自分」を主な題材に、「どう話
すか」だけではなく、「何を話すのか」を決定
するプロセスを学びます。協働学習のアクティ
ビティをとおして、表現する力・伝える力を
養いながら、話し手である自分と聞き手であ
るクラスメート、そして「何を話すのか」に
ついての「発見」を深めていきます。口頭表
現教育、初年次教育、日本語教育に。凡人社
ウェブサイトで「教師用ヒント集」を無料配信。

いっぽ にほんご さんぽ 

暮らしのにほんご教室 初級３

にほんごの会企業組合 , 宿谷和子 , 天坊千明 , 森桂子 著

B5 判　239 頁　2,400 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-776-7　好評発売中

地域の日本語教室向け総合教材、シリーズ第３
巻。暮らしに密着した練習やタスクが特徴で
す。ページ下部には学習支援者の方向けのワン
ポイントアドバイスも収録。スリーエーネット
ワークWEBサイトから新出語の訳（英語、中
国語、韓国語、ベトナム語）、イラスト、漢字カー
ド、暮らしの日本語練習プリントなど授業に役
立つコンテンツを多数配信中。

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



初級から超級まで

ＳＴＥＰ式にほんご練習帳　助詞

松本節子 , 長友恵美子 , 浜畑祐子 , 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 978-4-89689-505-6　好評発売中

基礎～ビジネスレベルまで学習者に適したレベ
ルから、系統立てて学べるシリーズ。補助教材
に適し、各レベルの最重要事項が絵や図でわか
りやすく簡潔にまとめてある上、主教材にはな
い内容も盛込み充実した内容（英訳付き）。書
き込み式の豊富な練習問題もあります。

もう学校も先生もいらない !?

SNS で外国語をマスターする

《冒険家メソッド》

村上吉文 著　

A5 判　262 頁　1,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-008-7　好評発売中

学校や教師が必要ない時代に突入 !？　人気ブ
ログ「むらログ」の村上吉文先生が、SNS な
どインターネットを活用した外国語独学法「冒
険者メソッド」を伝授します。独学で外国語を
マスターしたい人はもちろん、ネットを授業に
活用したい語学教師も必読の一冊です。

新完全マスター漢字 日本語能力試験 N4

石井怜子 , 鈴木英子 , 守屋和美 , 田川麻央 , 米原貴子 著

B5 判　95 頁 + 別冊 19 頁　1,200 円＋税　

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-780-4　11 月上旬発売予定

278字（書く練習はうち 186字）の漢字を 15
回に分けて学習する、日本語能力試験N4に対
応した教材です。試験対策だけでなく、日常生
活での漢字運用力も身につく構成。N4レベル
の漢字語彙に英語、ベトナム語訳付き。

英語でガイド！　

世界とくらべてわかる日本まるごと紹介事典

江口裕之 著

A5 判　319 頁　1,800 円＋税　

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-400-0　好評発売中

外国人に英語で日本を紹介したい人のための一
冊です。海外の似ているものと比較することで
外国人が日本の文化に親しみやすく、理解しや
すい構成になっています。日本人も違った視点
で日本の文化を再認識できます。イラストがた
くさん用いられていて見ているだけでも楽しい
一冊です。お土産やプレゼントにも最適です。

日本語ロジカルトレーニング

西隈俊哉 著

アルク 発行

初級　　B5 判　96 頁 + 別冊 20 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-7574-3088-4　好評発売中

中級　　B5 判　176 頁 + 別冊 32 頁　2,400 円＋税

ISBN 978-4-7574-3089-1　好評発売中

本書では、論理的思考力を「発想力」「読解力」「表
現力」の 3要素に分け、さまざまなトレーニン
グを行います。練習問題を解くうちに論理的に
考える習慣がつき、今ある日本語力で自分の意
見や考えを相手に正しく伝えることができるよ
うになります。レベルに合わせた語彙を選ぶ、
身近なテーマを取り上げる、ゲーム性のある問
題を取り上げるなどの工夫を施しています。



ろう教育と 「ことば」 の社会言語学

手話 ・ 英語 ・ 日本語リテラシー

中島武史 著

A5 判　304 頁　3,000 円＋税

生活書院 発行

ISBN 978-4-86500-085-6　好評発売中

ろう教育の過去と現在は「ことば」と常に関連
して存在しています。「コーダ」（聞こえない親
をもつ聞こえる子）として育ち、現役のろう学
校教員でもある著者が、ろう児がもつ不利益構
造を抽出し、「ことば」＝「日本語」という言
語観を批判するなかから、誰もが「ことば」や「情
報」から排除されない社会を展望します。

現場に役立つ日本語教育研究　6

語から始まる教材作り

岩田一成 編

A5 判　272 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-781-5　好評発売中

本書は、これまで「文型」を中心に組み立てら
れてきた日本語教育から視点を変え、新しく「語
彙」を中心に考えてみようと提案するものです。
具体的なシラバス案や教材案、クラス活動など
がたくさん示されています。「語彙重視の日本
語教育」をこれから考えていきませんか。

シリーズ　話し合い学をつくる　2

話し合い研究の多様性を考える

村田和代 編

A5 判　240 頁　3,200 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-929-8　好評発売中

「シリーズ　話し合い学をつくる」第 2巻。学
校教育の現場からアメリカやドイツでの話し合
いまで、多様な話し合い研究を報告し、妥協や
感情など、従来「理想的な話し合い」にとって
邪魔者とされていたそれらを正しく評価してい
ます。夫婦間、友人、同僚…。身近な人との話
し合いを思い浮かべながらお読みください。

コーパスで学ぶ日本語学

日本語教育への応用

森篤嗣 編著　田中祐輔 , 中俣尚己 , 奥野由紀子 , 建石始 ,

岩田一成 著

A5 判　164 頁　2,400 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51655-5　好評発売中

本シリーズは生きた言葉の集積である「コーパ
ス」を実際に触りながら日本語学各分野を学
ぶことができる、新しいタイプの教科書シリー
ズです。導入→例題→解説→演習、と段階を踏
んで、日本語学の知識と方法を身につけられま
す。検索ツールや操作法も懇切に説明します。

AL 型授業が活性化する

参加型アクティビティ入門

渡部淳 , 獲得型教育研究会 編著

A5 判　160 頁　1,900 円＋税

学事出版 発行

ISBN 978-4-7619-2498-0　好評発売中

取り組みやすい 30のアクティビティとその学
び方指導を 20のポイントでわかりやすく解説
しています。小学校から高校まで、学年・教科
を問わずだれにでも使えるアクティブ・ラーニ
ング型授業を活性化するための必携書です。お
すすめアクティビティを使って子どもたちに
「深い学び」を経験させることができます。

会話分析の広がり

平本毅 , 横森大輔 , 増田将伸 , 戸江哲理 , 城綾実 編

A5 判　300 頁　3,600 円＋税

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-89476-853-6　好評発売中

社会学から始まった会話分析による研究は近
年、言語学やコミュニケーション研究のほか、
幅広い分野に広がっています。本書は、それら
の分野で提言されている新たな研究主題（例え
ば相互行為言語学、行為の構成、多言語比較な
ど）の展開を、具体的な分析事例とともに概説
し、これからの会話分析を考えるものです。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 必携！ 日本語ボランティア
の基礎知識

（大修館書店）
２． 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
（スリーエーネットワーク）

３． 平成 30年度　日本留学試験
（第 1回）試験問題

（凡人社）
４． やさしい日本語とやさしい

英語でおもてなし
 （研究社）
５． はじめてのひらがな・カタ

カナ  
Let's Explore HIRAGANA 
& KATAKANA

（J リサーチ出版）

 麹町店ベスト５（９月）

展示販売

in
愛知    日本語サロン研修会＠名古屋 

 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へ～

【講師】  西郷英樹氏
【日時】 10月 28日（日）14:00～ 15:30（受付開始 13:30）
【会場】 ECC 日本語学院名古屋校 7階 （名古屋市中区金山 1-16-16）

【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「日本語サロン研修会＠名古屋（10/28）」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 
神奈川     凡人社教材説明会＠横浜 

 『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 ,渡辺響子氏
【日時】 11月 4日（日）13:30～ 16:30（受付開始 13:00）
【会場】 TKP 横浜ビジネスセンター／カンファレンスルーム 7A
 （横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-8SY ビル 7 階）

【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＠横浜（11/4）」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。

in 
福岡     日本語サロン研修会＠福岡  

 日常会話力がグーンとアップする教室指導のススメ 
 ～課題遂行会話と雑談のやり方を教えよう～

【講師】  清水崇文氏 ,西郷英樹氏
【日時】 11月 10日（土）14:30～ 17:30（受付開始 14:00）
【会場】 博多バスターミナル第 15 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）

【定員】 35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。当日会場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＠福岡（11/10）」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 
鹿児島     日本語サロン研修会＠鹿児島  

 日常会話力がグーンとアップする教室指導のススメ 
 ～課題遂行会話と雑談のやり方を教えよう～

【講師】  清水崇文氏 ,西郷英樹氏
【日時】 11月 11日（日）11:00～ 14:00（受付開始 10:40）
【会場】 鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟 1号館 4階グローバルセンター研修室 1

 （鹿児島市郡元 1-21-24）

【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】1,000円（税込。当日会場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＠鹿児島（11/11）」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

展示販売

展示販売

営業部からのお知らせ

 NEWS　 
● 2018 年度日本語教育学会
秋季大会 書籍展示会場に出展

日程：11月4日（土），25日（日）

会場：プラサヴェルデ
 　　（静岡県沼津市大手町 1-1-4）

日本語教材・日本語教育関連書籍を
展示販売します。会場でご覧になり
たい書籍がございましたら、事前に
ご連絡ください。展示会場にお持ち
いたします。ksakai@bonjinsha.co.jp
（担当：坂井）

１． 短期マスター　日本語能力試
験ドリル　N4

２． 日本語学習者のための 読解
厳選テーマ 25+10［初中級］

３． 平成 28年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

４． 平成 30年度　日本留学試験
（第 1回）試験問題

５． （初級）語学留学生のための
日本語Ⅰ　解答付き


