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日本語教育のミカタ　対話で具体的に学ぶ新しい教科書

荒川洋平 著

B5 判　204 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-953-8　11 月下旬発売予定

「具体的な日本語の教え方」と「教える上で大
切な日本語の知識」をわかりやすく提示する教
科書。ウェブサイトで公開する「著者による日
本語の授業動画」と、登場人物（教師と 3人
の学生）によるやり取りをとおして、日本語教
育を学びます。日本語教育に対するミカタがわ
かる！　はじめて日本語教育に興味を持ったあ
なたの強いミカタです！

日本語能力試験公式問題集 第二集

国際交流基金 , 日本国際教育支援協会 著

B5 判　CD1 枚付き　700 円＋税　12 月下旬発売予定

N1  104 頁（予定）　ISBN 978-4-89358-936-1

N2  104 頁（予定）ISBN 978-4-89358-937-8

N3  96 頁（予定）ISBN 978-4-89358-938-5

N4  96 頁（予定）　ISBN 978-4-89358-939-2

N5  90 頁（予定）　ISBN 978-4-89358-940-8

凡人社 発行

実際に出題された問題による唯一の公式問題
集の‟第 2集”。過去に出題された問題の中
から、各レベルとも試験 1回分に相当する数
の問題が収載されています。聴解の CDとス
クリプト付き。また、試験の概要も掲載され
ています。試験科目や出題形式、解答用紙を
把握・確認するのに役立ちます。
【＊発売開始は 12月下旬の予定です。ご注文・
ご予約は、今しばらくお待ちください】

多文化共生 人が変わる、 社会を変える

松尾慎 編著　山田泉 , 加藤丈太郎 , 田中宝紀 , 飛田勘文 著

A5 判　172 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-952-1　11 月下旬発売予定

真の「多文化共生」とは何なのか、めざすべ
き姿はどんなものなのかを再考する一冊。山
田泉氏の論文（第 1部）を受け、3名の執筆者
が各専門・活動領域や自身の経験から応えま
す（第 2部）。また、本書の制作過程で行った
演劇ワークショップをとおして、多様な参加者
が多文化共生を‟自分事”として捉え、ある
べき姿を模索した姿を紹介します（第3部）。「多
文化共生」ということばがあふれる今、その意
味を見つめ直します。

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



コロケーションが身につく

日本語表現練習帳 ［第 2 版］

姫野昌子 監修　山口久代 , 竹沢美樹 , 崔美貴 著

B5 判　160 頁　1,500 円＋税

研究社 発行

ISBN 978-4-327-38480-7　好評発売中

日本語能力試験 N1・N2レベルによく出る表
現が、コロケーション（名詞＋名詞・形容詞・
動詞の組み合わせ）の形で効率よく学べます。
各トピックごとに、漢字語彙、関連語、コロケー
ション、確認問題、という構成でまとめました。
第 2版では、コロケーションや練習問題の一
部を時代の変化等に合わせて見直しました。

平成 30 年 8 月改訂

Q&A 外国人 ・ 留学生支援 「よろず相談」

ハンドブック　

永井弘行 著　

A5 判　368 頁　3,500 円＋税

セルバ出版 発行

ISBN 978-4-86367-448-6　好評発売中

本書は、外国人の不安や疑問点に答えられ
る「よろず相談集」の提供の必要性を痛感し、
150の疑問点を Q&A形式でわかりやすく解
説しています。外国人や留学生をサポートす
る関係者や支援者が知っておくとよい知識を
まとめた実務手引書です。

日本語能力試験　直前対策ドリル & 模試

文字 ・ 語彙 ・ 文法

森本智子 , 高橋尚子 , 黒岩しづ可 共著

N1　B5 判　132 頁 + 別冊 20 頁　1,200 円＋税　

ISBN 978-4-86392-405-5　好評発売中

N2　B5 判　132 頁 + 別冊 20 頁　1,200 円＋税　

ISBN 978-4-86392-406-2　好評発売中

J リサーチ出版 発行

短期集中で一気に合格に近づく、直前対策に最
適の本です。実戦形式のドリル15回分（PART1）
と、本試験とまったく同じ形式・分量の模試３
回分（PART2）で確実に実力がアップします。
重要項目の整理・補強ができる「テーマ別ミニ
特訓講座」は苦手対策に効果的です。別冊の解
答・解説も丁寧で、学習効果を高めます。

にほんご活用マスター

菊池富美子 著

四六判　160 頁　1,300 円＋税　

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-233-2　好評発売中

世界初、ありそうでなかった活用形をまとめて
練習できる本です。基本の 20語のみで解説を
スタートするため、単語力がなくても始めるこ
とができます。また、各科の練習で徐々に単語
が導入されるため、文法力と単語語彙力を同時
にアップすることができます。

NIJ　テーマで学ぶ中級日本語

西口光一 著

B5 判　200 頁 + 別冊 40 頁　2,200 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-775-4　好評発売中

大好評シリーズ『NEJ：テーマで学ぶ基礎日本
語』に続く、初中級・中級用の総合日本語教科
書です。学習者同士でディスカッションをす
る、エッセイを書くなど、テーマを巡る豊かな
自己表現活動を通して、無理なく楽しく日本語
能力試験 N3レベルへの到達を目指します。初
中級から中級レベルの橋渡しに最適です。



一歩進んだ日本語文法の教え方 2

庵功雄 著

A5 判　184 頁　1,500 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-784-6　11 月下旬発売予定

大好評書籍の続巻（中級編）です。「導入編」では、
ボイス表現、「は」と「が」、「のだ」など、知
識を積み上げなければ産出まで持っていくこ
とが難しい項目を取り上げます。「用語編」で
は、日本語学の諸概念をコンパクトに体系的に
まとめました。「発想編」では、文法教育に関
する筆者の考え方を述べます。

日本語授業の進め方　生中継

金子史朗 著

B5 判　104 頁　2,300 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3097-6　11 月中旬発売予定

ベテラン教師である著者の授業を写真入りで
実況中継したものを、主に初級レベルの 23項
目を取り上げています。養成講座での実習、教
壇に立ってからの日々の授業準備の前に本書
を読めば、授業の流れをつかむことができ、う
まく導入・練習を進めるヒントが得られます。
実際の授業動画が見られるサービスも付いて
います。

社会科学系論文の書き方

明石芳彦 著

四六判　210 頁　2,200 円＋税

ミネルヴァ書房 発行

ISBN 978-4-623-08379-4　好評発売中

論文って、いったいどう書けばいいの？　押さ
えておくべきポイントを徹底解説！　本書で
は、研究の進め方、論文の書き方や注意すべき
点などについて進行段階別に解説しています。
学部学生、修士課程の大学院生とともに活用で
きる内容です。さあ、本書を片手に、論文執筆
を始めましょう !!

日本語教育　よくわかる音声／文法

音声　松崎寛 , 河野俊之 著

A5 判　232 頁　2,000 円＋税

ISBN 978-4-7574-3093-8　好評発売中

文法　藤原雅憲 著

A5 判　256 頁　2,000 円＋税

ISBN 978-4-7574-3094-5　好評発売中

アルク 発行

「日本語教育　よくわかる」シリーズは、平易
な文章でわかりやすく学べるだけでなく、内容
を復習できる練習問題や実践的なタスクも盛
り込まれており、重要分野の基礎知識がしっか
りと身につきます。日本語教師養成課程で学ぶ
方、日本語教育能力検定試験合格を目指す方な
ど、どなたにでも役立つ内容です。

大学生のためのディベート入門

論理的思考を鍛えよう

内藤真理子 , 西村由美 編著

B5 判　110 頁　2,300 円＋税

ナカニシヤ出版 発行　

ISBN 978-4-7795-1325-1　好評発売中

すべては「論理的に議論」できるようになるた
めに！　本書 1冊で、ディベートの準備から
試合まで一連の流れを経験できます。ディベー
トの振り返りをグループで共有し、その構造を
理解、自らの論理を客観的に確認するための方
法をステップ・バイ・ステップで学べる入門書
です。



外国語学習に潜む意識と無意識

福田純也 著

四六判　221 頁　2,000 円＋税

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-2577-8　好評発売中

私たちがそれぞれ持っている外国語学習論の
根底には、「意識」の役割に対する各々の認識
が垣間見えます。また「意識」と言語の問題は、
私たちの世界の見方とも関係しています。複雑
ながら魅惑的な「意識」の謎を、認知科学や言
語学、哲学との接点から平易に解き明かし、読
者を知的興奮に誘います。

介護就労を目指す外国人の入国および在留

に関する解説と Q&A

外国人介護職の正しい雇用のために

佐藤修 著

B5 判　151 頁　1,400 円＋税

厚有出版 発行

ISBN 978-4-906618-87-3　好評発売中

外国人労働者の受入れが国をあげて拡大する
中、介護分野においても技能実習の対象職種に
加わるなど、人材育成が急務となっています。
本書では、外国人の方が入管法に定める介護職
として就労するための在留資格「介護」、及び
技能実習法に基づく技能実習の中で介護職種に
関する特有な受入れ要件をわかりやすくまとめ
ました。

バイリンガルの世界へようこそ

複数の言語を話すということ

フランソワ・グロジャン 著　西山教行 監訳

石丸久美子 , 大山万容 , 杉山香織 訳

四六判　248 頁　3,000 円＋税

勁草書房 発行

ISBN 978-4-326-29930-0　好評発売中

バイリンガルの定義や特徴を描き、どのように
してバイリンガルになるかについて、その要因
や、言語学や言語心理学からみたバイリンガリ
ズムのさまざまな局面を紹介します。特に、バ
イリンガルは特殊な能力ではなく、全世界的に
広く見られる現象であることを強調していま
す。バイリンガル研究の第一人者による一般向
けの平易な啓蒙書。

現場で役立つ！

外国人の雇用に関するトラブル予防 Q&A

板倉由実 , 弘中章 , 尾家康介 編著

A5 判　272 頁　1,700 円＋税

労働調査会 発行

ISBN 978-4-86319-638-4　好評発売中

深刻な人手不足の中で政府は外国人材の受入
れ拡大の方針を打ち出し、各企業も今後ます
ます外国人雇用の諸問題への対応を迫られる
でしょう。本書は、外国人雇用の実務に詳し
い弁護士らが、実際の相談事例を踏まえ、在
留資格、労務管理、マネジメント、紛争解決
手段など多岐にわたる 79の問題をＱ＆Ａで解
説します。

日本語学大辞典

日本語学会 編

B5 判　1,328 頁　37,500 円＋税

東京堂出版 発行　

ISBN 978-4-490-10900-9　好評発売中

『国語学大辞典』で採用した「中項目主義」を
さらに徹底し、一項目に必要かつ十分な記述を
盛り込んで、最先端の日本語学と関連諸領域の
研究成果を世に広める最新、最高水準の大辞典
です。関連する項目を一括して参照するための
「分類項目一覧」を完備、縦横無尽の活用がで
きます。



［新刊ベスト５］

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 初級から超級まで　STEP式
にほんご練習帳　助詞

（ユニコム）
２． マルチメディア　日本語基

本文法ワークブック
（ジャパンタイムズ）

３． いっぽ　にほんご　さんぽ　
暮らしのにほんご教室初級３
（スリーエーネットワーク）

４． 力を伸ばす練習帳 テーマ別 
 中級から学ぶ日本語 〈三訂版〉

準拠
 （研究社）
５． 日本語ロジカルトレーニン

グ　中級
（アルク）

 麹町店ベスト５（10 月）麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
●	日本語サロン研修会＠麹町店
　「優れた語り」とは何か　～一貫性と結束性から考える日本語学習者の語り～
【講師】 南雅彦氏 
【日時】 12月 23日（日）14:30～ 16:00（受付開始 14:00）
【定員】 20名
【参加費】無料
【主催】凡人社
【お申し込み・お問い合わせ】 
　　　  E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp　（担当：凡人社麹町店）
 ※件名に「日本語サロン研修会＠麹町（12/23）」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				アルク・凡人社日本語サロン研修会＠札幌		日本語の教え方	7 つの勘所　
【講師】  金子史朗氏
【日時】 12月 1日（土）13:30～ 16:30（受付開始 13:10）
【会場】 TKP 札幌駅カンファレンスセンター 3F 
 （札幌市北区北 7条西 2丁目 9ベルヴュオフィス札幌 3階）

【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】北海道日本語教育ネットワーク会員：無料　　一般：500円　　
【主催】アルク・凡人社　　【協力】北海道日本語教育ネットワーク
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

 ※件名に「アルク・凡人社日本語サロン研修会＠札幌（12/1）」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				日本語教師塾大阪Vol.15		学習者の「学び」を促すためのひと工夫　	
	 ～語彙学習から考えよう！～

【講師】  石澤徹氏
【日時】 12月 15日（土） 14:00～ 16:00 （受付開始 13:40）
【会場】 愛日会館 3F 多目的ホール （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。当日会場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.15」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 
東京				日本語サロン研修会＠東京	 		真の日本語能力が身につく授業の作り方	
	 ～『できる日本語』シリーズを使って～

【講師】  嶋田和子氏
【日時】 2月 9日（土）13:30～ 16:30（受付開始 13:00）
【会場】 TKP麹町駅前会議室／ホール 8A（東京都千代田区麹町 3-2 麹町共同ビル 8階）

【定員】 100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＠東京（2/9）」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

営業部からのお知らせ

 NEWS　 
●	『日本語教材リストNo.47』
	 配布開始！

国内外の日本語教材と関連書籍を多
数掲載した書籍カタログです。凡人
社麹町店、大阪事務所や各種イベン
トの展示販売ブースにて無料配布し
ております。
＊送付ご希望の方は、弊社ウェブサイ
トをご参照ください。

＊ ダウンロード版（PDF版）は、現在
準備中です。

１． 日本語学習者のための 読解
厳選テーマ 25+10［初中級］

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． 絵で導入・絵で練習
３． 短期マスター　日本語能力試

験ドリル　N2　第 2版
５． どんどん使える！日本語文

型トレーニング　中級

５． 日本語能力試験　公式問題集
Ｎ５


