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ことばで社会をつなぐ仕事

日本語教育者のキャリア ・ ガイド

義永美央子 , 嶋津百代 , 櫻井千穂 編著　

B5 判　128 頁　1,400 円＋税　

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-957-6　4 月上旬発売予定

「日本語教育を学びたいけど、キャリアにつな
がるの？」「日本語教育業界で私らしく働き続
けるには？」そんな疑問を持つ方に贈る一冊。
日本語教育者の多様な仕事を紹介する「第 1章：
海外で日本語を教える」「第 2章：日本で日本
語を教える」「第 3章：外国につながる人を支
援する」「第 4章：現場を支援する」はもちろ
ん、現在さまざまな現場で活躍している日本
語教育者や日本語学習者を紹介する「第 5章：
こんにちは、先輩！ おしごと探訪」も必見です。

 総勢 37 人が執筆！　あの先生が歩んできた意外

な道のりやアツイ努力の日々のエピソードを読む

と、なんだかヤル気がわいてきます。

平成 30 年度日本語教育能力検定試験

試験問題　試験Ⅱ （聴解） CD 付

日本国際教育支援協会 編著

B5 判　150 頁　音声 CD1 枚付き　1,400 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-956-9　3 月下旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の平成 30 年 10 月
28日（日）に行われた試験の問題です。試験
問題と正解だけでなく、巻末には参考資料とし
て実施要項、出題範囲や実施状況のデータも掲
載されています。試験勉強の手はじめに、また、
受験直前の総まとめや実力試しとしても活用で
きる、受験者必携の一冊です。

 平成 29 年度以前の在庫はお問い合わせください。

ことばのテーブル　100 枚プリント

第 22 集　生活ストーリー読解ワーク

葛西ことばのテーブル 著

B5 判　100 頁　1,112 円＋税

葛西ことばのテーブル 発行

商品コード 900250　好評発売中

さまざまな日常生活場面や身近な事柄を題材と
した読解教材です。中学生～社会人の主人公が、
自分の経験や自身の状況を一人称で語る文章で
す。比較的難しい語彙を使用しており、中学生
以上の学習者向きのワークです。また読解を通
して、日本の社会的事柄に触れることも学習目
的としています。解説・サンプルなど、詳しく
は「葛西ことばのテーブル」のウェブサイトで。

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



留学生のためのアカデミック ・ ジャパニーズ 

動画で学ぶ大学の講義

東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著

B5 判　113 頁＋別冊 68 頁　2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-789-7　4 月上旬発売予定

大学の実際の授業を 20分動画で受講し、講義
を聞く練習、ノートをとる練習を行い、内容理
解の確認問題に取り組みます。各課のテーマに
は社会科学・自然科学の様々な分野から興味を
もたせるトピックを使用。大学進学を控えた
方、上級日本語学習者の方に最適です。（動画
無料配信）

改訂版 聞く ・ 考える ・ 話す 留学生のため

の初級にほんご会話

小池真理 , 中川道子 , 宮崎聡子 , 平塚真理 著

B5 判　約 245 頁＋別冊 57 頁　2,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-786-6　好評発売中

大学の場面を中心に、初級レベルの学習者が
「ある場面や状況でどう話すか」「言いたいこと
をどう伝え、どう答えるか」考えながら学ぶ会
話教材。指示文、重要表現に英語・中国語・韓
国語・ベトナム語訳付。（4か国語の語彙リスト、
教師用ガイド、Mp3無料ダウンロード）

外国人のための

英語でわかる日本語日常会話

栗田奈美 , 宮崎道子 著

B5 判　232 頁　2,000 円＋税

ナツメ社 発行

ISBN 978-4-8163-6623-9　3 月中旬発売予定

外国人の方を対象に、日本語の基本会話を英語
で解説した日本語入門書です。よくある場面で
の会話例を紹介し、そこで登場するフレーズの
説明や、関連する語彙を掲載しています。会話
例やフレーズには、ローマ字でのヨミガナを付
けているので、付録 CDと一緒に活用すれば、
発音の勉強もできます。

中級を学ぼう　日本語の文型と表現 56 

中級前期　第 2 版

平井悦子 , 三輪さち子 著

B5 判　188 頁＋別冊 75 頁　CD1 枚付　2,200 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-788-0　好評発売中

『中級を学ぼう 中級前期』がついに改訂。本文
の表現や練習問題を見直した他、「内容を確か
めよう（読解）」「ベトナム語訳」「漢字の読み
練習」などが加わり、教える方にも学ぶ方にも
より使いやすく生まれ変わりました。

日本語総まとめ N1  漢字／読解／聴解

［英語 ・ ベトナム語版］

佐々木仁子 , 松本紀子 著

アスク出版 発行

漢字　B5 判 176 頁　1,200 円＋税

ISBN 978-4-86639-241-7　好評発売中

読解　B5 判 128 頁　1,200 円＋税

ISBN 978-4-86639-242-4　好評発売中

聴解　B5 判　128 頁　1,600 円＋税

ISBN 978-4-86639-243-1　好評発売中

大好評「日本語能力試験対策 日本語総まとめ」
シリーズの英語・ベトナム語版が出ました。「漢
字」「読解」「聴解」の分野別の学習で、JLPT
受験に必要な基礎知識とスキルを強化できま
す。英語・ベトナム語訳付きです。



新　多文化共生の学校づくり　横浜市の挑戦

山脇啓造 , 服部信雄 編著

四六判　280 頁　2,400 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-4804-9　好評発売中

日本は本格的に外国人労働者の受入れに舵を
切りました。とりわけ横浜市では外国につなが
る子どもたちの数が激増しています。そんな横
浜市の学校・教育委員会・国際交流協会・市民
団体などのさまざまな取り組みを紹介し、“横
浜市の挑戦”として発信する一冊です。編著者・
山脇啓造氏が NHK「視点・論点」で本書を紹
介したことでも話題になっています。

認知日本語学講座 4　認知意味論

大月実 , 進藤三佳 , 有光奈美 著

A5 判　296 頁　3,700 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-785-3　4 月初旬発売予定

認知言語学の核心ともいえるのが、認知意味論
です。意味をどう捉えてきたかという歴史を紐
解くのが、ほかの書籍に見られない本書の特徴
といえます。そのうえで、カテゴリー論、意味
変化、否定といった認知意味論を考える上で重
要なテーマについても鋭く切り込んでいきま
す。

外国人人材向け　介護導入講習テキスト

やさしい日本語とイラストで学ぶ　みんなの介護 

堀永乃 編著

B5 判　220 頁　2,500 円＋税

日本医療企画 発行

ISBN 978-4-86439-783-4　好評発売中

外国人が介護の基礎知識と技術を学習し、介護
実践力を身につけるためのふりがな付きのテ
キストです。技能実習生（職種「介護」）の入
国後講習「介護導入講習」（42時間）をもとに
制作。登場人物に名前をつけ、介護場面を設定
しているので、具体的に利用者のことを想像し
ながら考えて技術を学ぶことができます。

チョムスキーの言語理論

その出発点から最新理論まで 

ニール・スミス＆ニコラス・アロット 著

今井邦彦 , 外池滋生 , 中島平三 , 西山佑司 訳

A5 判　440 頁　5,200 円＋税

新曜社 発行

ISBN 978-4-7885-1603-8　好評発売中

進化と成長を続けているチョムスキー理論の出
発点から現行理論に至るまで、その全体像をき
わめてわかりやすく教えてくれる、他に類を見
ない生成文法入門・活用書です。内容を大幅に
アップデートした原著第三版から政治観の章を
除き、言語理論およびその周辺に絞って翻訳。

やさしい日本語 初級 1

Ｊリサーチ出版編集部 編

B5 判　176 頁　1,600 円＋税

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-426-0　3 月下旬発売予定

本書は、外国人にとって難しいとされる日本語
を少しでもわかりやすく学習していただくこ
とをめざすものです（簡易化された日本語を
表すものではありません）。文法と会話をスパ
イラルに積み上げながら、「自然な日本語」を
ちょっとずつ、自分のペースで獲得していきま
す。ローマ字読み、英語・ベトナム語訳付きです。



［新刊ベスト５］

１．日本語総まとめ N1 漢字　
 ＜英語・ベトナム語版＞
 （アスク出版）
２． 日本語能力試験総合テキスト
 N4

（Jリサーチ出版）
３． 日本語教育 よくわかる教授法

（アルク）
４． 外国人介護士のための声かけ

とコミュニケーションの日本
語　Vol.1 

  （三修社）
５． 授業づくりの考え方　
 小学校の模擬授業とリフレ

クションで学ぶ
 （くろしお出版）

 麹町店ベスト５（２月）

in 
福井     凡人社教材説明会＠福井  

 『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

【講師】  嶋田和子氏
【日時】 3月 31日（日） 14:00～ 16:30 （受付開始 13:40）
【会場】 福井県国際交流会館／第一会議室（福井市宝永 3-1-1）

【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】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＠福井（3/31）」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 
北海道    日本語サロン研修会＠札幌  

 学んだことを現場に活かす技術 
 ～こんなミカタで知識をミカタにつけよう～

【講師】  荒川洋平氏
【日時】 6月 8日（土）13:30～ 16:30 （受付開始 13:00）
【会場】 TKP 札幌駅カンファレンスセンター／カンファレンスルーム 2A
 （札幌市北区北 7条西 2丁目 9 ベルヴュオフィス札幌 2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】北海道日本語教育ネットワーク・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「日本語サロン研修会＠札幌（6/8）」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  

 学んだことを現場に活かす技術 
 ～こんなミカタで知識をミカタにつけよう～

【講師】  荒川洋平氏
【日時】 6月 22日（土）13:30～ 16:30 （受付開始 13:00）
【会場】 博多バスターミナル／第 12ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）

【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】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（6/22）」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     日本語サロン研修会＠大阪 

 学んだことを現場に活かす技術 
 ～こんなミカタで知識をミカタにつけよう～

【講師】  荒川洋平氏
【日時】 7月 13日（土）13:30～ 16:30 （受付開始 13:00）
【会場】 愛日会館／ 3階多目的室（大阪市中央区本町 4-7-11）

【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＠大阪（7/13）」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

展示販売

展示販売

展示販売

営業部からのお知らせ

［凡人社の書籍ベスト５］

 NEWS　 
●日本語能力試験
 2019 年第 1 回試験

［試験日］
2019年7月7日（日）

［申し込み受付期間］
2019年3月22日（金）~2019年4月22日（月）

［申し込み方法］
その①：インターネットによる申し込み
※ 申し込み受付は 4月 22日 17:00まで

その②：郵送による申し込み
※ ②の場合は受験案内（500円）が必要。

3月中旬から全国主要書店で販売。
※ 4月 22日当日消印有効

詳細は主催団体にお問い合わせください。

１． 日本語能力試験公式問題集　
N4

２． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N5

３． 日本語学習者のための　読解
厳選テーマ 10　［中級］

４． 日本語学習者のための　読解
厳選テーマ 10　［中上級］

５． 多文化共生　人が変わる、社
会を変える


