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メタ認知を活用したアカデミック ・ リーディン

グのための 10 のストラテジー

グループさくら（福島智子 , 白頭宏美 , 藤田裕子 , 三宅

若菜 , 伊古田絵里 , 梅岡巳香 , 鈴木理子） 著

B5 判　128 頁＋別冊 32 頁　1,500 円＋税　

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-958-3　4 月中旬発売予定

中上級レベルの日本語教材。自分が今、何を見
て、聞いて、考えているのか。頭の中にいるも
う一人の自分が認識する「メタ認知ストラテ
ジー」を使って、日本語の読解力を向上させま
す。扱う文章は、大学の基礎科目でテキストと
して扱われている書籍などから選定。経済・教
育・心理・福祉・歴史・文化人類学・環境など、
多様な分野のアカデミックな文章の読解に挑戦
します。

 学部留学生に必須の専門書の読解。本書で、スト

ラテジーを意識的に使って読む練習をして、専門

書に対応できる読む力を身につけましょう。

Reading Road　多様な日本を読む

公益社団法人国際日本語普及協会 著　

B5 判　160 頁　2,200 円＋税　

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-792-1　好評発売中

初中級レベルから始められる多読・読解教材。
日本の食、芸術、文学、環境、先端科学技術
など最先端のトピックや戦争、平和、命などグ
ローバルな視点も取り入れた 35編。読む力を
養いながら日本への知的探究心を満たし、学習
者の視野を広げ、興味関心をより豊かなもの
へ。単語・本文は英・中・ベトナム語の翻訳付
き。3つの難易度構成で読みたいものを自由に
選択。雑誌のような感覚で日本に親しむ一冊。

ひとりでも学べる日本語の発音

OJAD で調べて Praat で確かめよう

木下直子 , 中川千恵子 著　

B5 判　104 頁　1,600 円＋税　

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-851-2　好評発売中

日本語初級後半以降の学習者を対象とした発
音の自律学習教材。OJADで発音のルールを
調べ音声分析ソフト Praatで確認するなど、ひ
とりでも続けられる様々な学習方法を紹介し
ます。発音の基礎だけでなく、これまでの教材
では取り上げられてこなかった喜怒哀楽など
の感情表現をもりこむことで、楽しみながら学
習ができます。★音源はネットで提供。

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



講座　日本語コーパス 7　　コーパスと辞書

前川喜久雄 監修　伝康晴 , 荻野綱男 編

A5 判　224 頁　3,800 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51607-4　好評発売中

辞書研究をコーパスの視点から解説する一冊。
国語辞書のように人が使う辞書だけでなく、計
算機のための電子化辞書の内容も含まれてい
るのが本書の特徴です。コロケーション（語と
語の共起）や複合辞（「にたいして」のように
まとまって働く複数の語）についてのコーパス
を使った最新の研究も紹介されています。

［改訂版］ 日本語教育学の歩き方

初学者のための研究ガイド

本田弘之 , 岩田一成 , 義永美央子 , 渡部倫子 著

A5 判　298 頁　2,300 円＋税

大阪大学出版会 発行

ISBN 978-4-87259-673-1　好評発売中

2014年 3月刊行の初版から、学会誌『日本語
教育』の情報等を大幅にアップデート！　「日
本語教育学」がどのようなものであるか、日本
語教育研究は実践にどのような貢献が可能で
あるか、「日本語教育学」研究のあるべき方法
論について検討した書籍です。最新の研究動向
についてもわかりやすく解説。　

〈やさしい日本語〉 と多文化共生

庵功雄 , 岩田一成 , 佐藤琢三 , 栁田直美 編

A5 判　400 頁　2,400 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-012-4　好評発売中

外国人受け入れ拡大に舵を切った日本で、多文
化共生のための重要なツールとなりうる〈やさ
しい日本語〉。本書では、〈やさしい日本語〉が、
日本語非母語話者だけでなく、子どもやろう者、
知的障害者といった対象へも応用できることを
示し、すべての人に〈やさしい〉ことばを目
指すことを提案しています。〈やさしい日本語〉
の最前線がわかる一冊です。

日本語教育学の新潮流 24

言語少数派の子どもの概念発達を促す教科

学習支援　母語と日本語が融合したことばのやり取り

滑川恵理子 著

A5 判　192 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-013-1　好評発売中

日本語を母語としない子どもたちが、日本語で
行われる授業に参加するために必要な支援を
提案。母語と日本語の両方を用いて、日常生活
で得た知識や体験を、授業で扱われる抽象概念
に発展させることで、表面的な理解や丸暗記に
終わらない学びが生まれると説きます。

改訂版　分野別カタカナ語彙トレーニング

島野節子 , 世良明美 , 辻野裕子 , 妻形ひさゐ , 永見洋子 ,

山岡園枝 著

B5 判　180 頁＋別冊 22 頁（予定）　1,300 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-792-7　5 月下旬発売予定

改訂に伴い IT分野などの語彙を追加。23分野
に分けて語彙を収録し、学習が必要な分野から
効率的に学習可能です。語彙数は初版の約 400
語から約 600語に増え、英語・中国語・韓国語
に加えてベトナム語訳も加わりました。日本語
能力試験や日本留学試験対策にはもちろん、日
常生活にも役立つ語彙習得をサポートします。



中国語母語話者のための漢字語彙研究

母語知識を活かした教育をめざして

小室リー郁子 著

A5 判　296 頁　3,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-796-9　好評発売中

漢字圏の学習者は、漢字語彙に関して何を知っ
ていて、何を知らないのでしょうか。日中の漢
字語彙の類似点、および相違点を明らかにし、
母語知識を活かした漢字語彙教育の重要性を
提案します。WEB公開の「日中対照語彙リス
ト」で、初級漢字の語義用法を確認できます。

大学での学びをアクティブにする 

アカデミック ・ スキル入門 ［新版］

伊藤奈賀子 , 中島祥子 編

A5 判　292 頁　2,300 円＋税

有斐閣 発行

ISBN 978-4-641-18445-9　好評発売中

研究テーマの決め方や図書館の使い方、文章の
読み方､ レポートの書き方､ 発表の仕方など、
大学での学びに必要な「学ぶ・書く・表現する
技術（アカデミック・スキル）」を幅広く身に
つけるためのテキストです。自ら課題を発見し、
主体的に授業に取り組めるよう「アクティブ・
ラーニング」型の構成になっています。

グローバル社会のコミュニケーション学入門

藤巻光浩 , 宮崎新 編

A5 判　298 頁　2,000 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-974-8　好評発売中

物理的な移動に加え現代では Twitterなどの
SNSでも容易に海外とつながり、グローバル
化は加速しています。そのような新たな環境の
中で起こる問題も含め、日常的に多用される「コ
ミュニケーション」を、学問として捉えるため
の初めての包括的な入門書です。日常的なエピ
ソードが例にありとても分かりやすいです。

隣国の言語を学び、 教えるということ

日韓の高校で教える言語教師のライフストーリー

澤邉裕子 著

A5 判　352 頁　6,000 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-967-0　好評発売中

英語教育が重視される日本と韓国の学校教育に
おいて、日本にとっての韓国語、韓国にとって
の日本語という「隣国の言語」を学び、教える
ことにはどのような意味や価値があるのでしょ
うか。教師たちの語りと授業事例の分析から、
複言語・複文化の素養を生かすロールモデルと
しての教師の存在意義と可能性を探ります。

英語教師が知っておきたい日本語のしくみ

英文法 ・ 英作文指導に活かす

高嶋幸太 著

四六判　208 頁　1,700 円＋税

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-24625-4　好評発売中

「『～ている』は現在進行形」と考えて、「毎晩、
私は寝るまえに本を読んでいます。」を“I am 
reading books every night begore I go to bed.”
としてしまうような間違いを見かけません
か？　母語である日本語から考えてしまうと
誤ってしまいがちな英作文の注意点を日本語
教師が徹底解説します。

パラレル ・ ライティング入門

12 人の文豪に学ぶ文章力と社会人基礎力

入部明子 著

A5 判　144 頁　1,800 円＋税

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-22266-1　好評発売中

「パラレル・ライティング」とは、名作のプロッ
トにならって書くという文章力トレーニング
方法。本書は、この方法をふまえて、夏目漱石、
森鷗外、太宰治ら、日本の文豪の短編作品を用
いて文章力を磨き、あわせて、主体性、課題発
見力、発信力など、今日の社会で求められる社
会人基礎力を身につけることができます。



［新刊ベスト５］

１．新装版　いっぽ　にほんご
さんぽ　暮らしのにほんご
教室初級２

 （スリーエーネットワーク）
２． 上級日本語教材　日本がわか

る、日本語がわかる
（凡人社）

３． ひとりでも学べる　日本語の
発音　OJADで調べて Praat
で確かめよう

（ひつじ書房）
４． 外国人のための英語でわかる

日本語日常会話 
  （ナツメ社）
５． 新  多文化共生の学校づくり
 （明石書店）

 麹町店ベスト５（３月）

in 
大阪     日本語サロン研修会＠大阪　第１部 

 テーマを中心とした言語活動・学習活動で日本語を教える 
 ～表現活動中心の日本語教育～

【講師】  西口光一氏
【日時】 5月 11日（土）10:30～ 12:00（受付開始 10:00）
【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（5/11）第 1部」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　第 2 部 

 『NIJ：テーマで学ぶ中級日本語』（くろしお出版）の使い方
【講師】  西口光一氏
【日時】 5月 11日（土）14:00～ 16:00（受付開始 13:40）
【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（5/11）第 2部」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  

 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】 6月 15日（土）14:30～ 17:30（受付開始 14:00）
【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 2B
 （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】 80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（6/15）」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  

 協働学習で学ぶスピーチの授業 ～型にはまるな、異なれ！～
【講師】  渋谷実希氏 ,勝又恵理子氏 ,古谷知子氏 ,前川志津氏 ,森幸穂氏
【日時】 6月 15日（土）13:00～ 15:00（受付開始 12:30）
【会場】 C-WORKのセミナールーム（千代田区麹町 2-2-4 麹町セントラルビル４F）

【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】1,000円（税込）＊当日、受付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: yohashi@bonjinsha.co.jp（担当：大橋）

 ※ 件名に「日本語サロン研修会＠東京（6/15）」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。

 上記以外にも開催予定のイベントがあります！  
 凡人社ウェブサイト「イベント情報」をご覧ください。

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　 
● 2019 年度
 日本語教育学会春季大会
［開催日］2019年 5月 25日（土）・26日（日）

［場所］つくば国際会議場

＊ 会場では書籍の展示販売をいたします。
＊ 大会プログラムなどは公益社
団法人日本語教育学会のウェ
ブサイトをご覧ください。

 （http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikai）

● 凡人社大阪事務所
 祝！ 完全 OPEN１周年
 ご愛顧くださりありがとうございます。
 『オリジナル五十音図ミニ下敷き』をご
来店の皆様にプレゼントいたします。

１． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N3

２． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N5

３． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N2

３． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N4

５． 絵で導入・絵で練習


