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日本語教育へのいざない　

「日本語を教える」 ということ

広島大学大学院教育学研究科日本語教育学講座 編

B5 判　132 頁　1,600 円＋税　

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-961-3　5 月下旬発売予定

日本語教育に興味がある人、日本語教師に
なりたい人のガイドとなる一冊です。4つの
Sectionからなり、国内外の日本語教育機関で
活躍している執筆陣がさまざまな日本語教育
の現場について、Section1では広く、Section2
では深く紹介します。Section3では日本語教
師になるために勉強する手段を、Section4で
は日本語教育能力検定試験でどのような内容
が問われるかを概観し、検定を受験する意義を
紹介します。「日本語を教える」という行為は
同じでも、それにどのような意味づけをするか
は人によって異なります。本書は読者が自ら
「意味づけ」を行うことに寄与します。

日本語の教科書がめざすもの

今井新悟 , 伊藤秀明 編著　加納千恵子 , 名須川典子 ,

大野裕 , 嶋田和子 , 西口光一 , 八田直美 著　

A5 判　172 頁　2,000 円＋税　

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-963-7　5 月下旬発売予定

『SFJ』『みんなの日本語』『げんき』『できる日本
語』『NEJ』『まるごと』の著者らが教科書開発
の背景や経緯、言語観、言語教育観、コミュニ
ケーション観、教科書観などについて大いに語
ります。身近な教科書にも隠されたストーリー
が……。既存の教科書を深く知ることができる
だけでなく、今後の日本語教育の方向性やめざ
すものを考えるきっかけともなる一冊です。

中学生のにほんご 学校生活編

外国につながりのある生徒のための日本語

庵功雄 監修　志村ゆかり 編著　志賀玲子 , 武一美 ,

永田晶子 , 樋口万喜子 , 宮部真由美 , 頼田敦子 著

B5 判　220 頁＋別冊 78 頁　2,000 円＋税　

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-790-3　5 月下旬発売予定

中学校で日本語の支援を受ける生徒を対象とし
た日本語総合教科書シリーズの第一冊目です。
日本語の基礎を効率的に学ぶための初級教材。
学校生活を舞台にしているので、日本の学校文
化・習慣も知ることができます。英語・中国語・
スペイン語の語彙訳付き。動詞活用練習シート
やチェックシートなどをWEBで公開予定です。

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



日本語能力試験 20 日で合格

N3 文法力アップドリル

国書日本語学校 著

B5 判　184 頁　1,300 円＋税

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-06352-6　5 月下旬発売予定

『20日で合格』シリーズの新刊、日本語能力試
験 N3の「文法」対策ドリルです。重要な文法
項目・機能語を 100項目に厳選し、１回各５
項目、20回で文法の基本の学習が完成できる
よう構成されています。わかりやすい解説に加
え、様々な種類の練習問題を収録しています。

日本語能力試験 N4 直前対策ドリル & 模試

文字 ・ 語彙 ・ 文法

森本智子 , 高橋尚子 , 渡邉亜子 共著

B5 判　128 頁＋別冊 20 頁　1,200 円＋税

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-408-6　6 月上旬発売予定

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、本試験と全く同じ形式・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。

ドリル & ドリル日本語能力試験 N5

文字 ・ 語彙 / 文法 / 読解 / 聴解

星野恵子 , 辻和子 著

B5 判　96 頁＋別冊 80 頁　CD1 枚付き　2,500 円＋税

ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-506-3　好評発売中

実際の試験に即した問題を、豊富に掲載。何度
も解けば、苦手な箇所が浮き彫りになります。
学習者はもちろん、教師の授業の準備にもおお
いに役立つ丁寧で詳しい解説書は、英語・ベ
トナム語訳付。さらに授業にも活用できる CD
付き。

グローバル化のなかの異文化間教育

異文化間能力の考察と文脈化の試み

西山教行 , 大木充 編著

A5 判　240 頁　2,400 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-4801-8　好評発売中

世界が「ひとつの領土」になると捉える「世界
化」と、新自由主義のイデオロギーのもとで進
む「グローバル化」といった二つの言説におい
て、異文化間教育はどのような役割を果たして
きたのでしょうか。外国語教育や教育学の視
点、また欧米の違いもあわせて、異文化間教育
の文脈化をはかり課題を論じます。

アクティブラーニングで学ぶコミュニケーション

八代京子 編著　樋口容視子 , 日下啓 , 勝又恵理子 著

A5 判　174 頁　1,800 円＋税

研究社 発行

ISBN 978-4-327-37746-5　好評発売中

ことばと体と心を駆使して行なうアクティビ
ティを、実施手順や注意事項など丁寧な解説付
きでたくさん紹介しています。子どもから大人
（学生・社会人）まで実践できます。円滑なコミュ
ニケーション、自己の心の解放、問題解決能力
の向上などにも役立ちます。授業や研修などを
担当される先生や講師の方、ファシリテーター
におすすめの一冊です。



失敗から学ぶ大学生のレポート作成法

近藤裕子 , 由井恭子 , 春日美穂 著

B5 判　132 頁　1,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-970-0　好評発売中

大学初年次を対象としたレポート作成法のテ
キスト。各課のはじめに学生が失敗しがちな例
を挙げ、どこが失敗なのかを示し、問いを立て、
マッピング、アウトライン、推敲などのレポー
ト作成プロセスを段階的に学びます。レポート
にふさわしい表現や引用のルールなどを初歩
のレベルから丁寧に解説し、大学生に必須のレ
ポート作成の基礎を無理なく身につける一冊
です。

他者とつながる外国語学習をめざして 

「外国語学習のめやす」 の導入と活用

田原憲和 著

A5 判　352 頁　2,200 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05927-4　好評発売中

2012年に公表された『外国語学習のめやす 
2012 高等学校の中国語と韓国語教育からの提
言』（本書ではこれを「めやす」と呼称）をもとに、
その後の研究や実践を踏まえた、19 名の執筆
者のそれぞれの立場や視点から提案する、外国
語教育への「めやす」の導入と活用を本書では
まとめています。

学びをつなぐ小学校外国語教育の CLIL 実践

「知りたい」 「伝え合いたい」 「考えたい」 を育てる

笹島茂 , 山野有紀 編著

B5 判　202 頁　2,500 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05928-1　5月下旬発売予定
本書では小学校における CLIL（科目の内容と
外国語教育を統合した学習）の指導案と実践例
を掲載しています。いち早く CLILを取り入れ
たフィンランドの小学校の状況も紹介。実践
例のなかには簡単な英語のフレーズや語彙も
載っているので、実際に授業をする際にも役立
ちます。

グローバル社会における異文化コミュニケー

ション  身近な 「異」 から考える

池田理知子 , 塙幸枝 編著

A5 判　176 頁　2,000 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05937-3　好評発売中

「グローバル社会」のなかでみすごされがちな
「異」を通して異文化コミュニケーションの概念
を学び、理解を深める入門書。「基礎編」「応用編」
「発展編」の 3部構成。各章いずれも身近な「異」
を導入とし、章末には考察を深めるための問い
とディスカッションのヒントを提示。

誰でも言語学

牧秀樹 著

A5 判　192 頁　2,000 円＋税

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-2271-5　好評発売中

小学生からリタイアした方まで、言葉に興味が
ある方にもない方にも、「ことば」に関する面
白い事実や不思議な性質をお伝えする本です。
小学校の国語の教科書の不思議、紫式部の癖、
日本語の助詞の不思議、そして、モンゴル語、
ウルドゥ語、ベンガル語、アイルランド語、英
語の癖など、気楽に楽しんでください。



［新刊ベスト５］

１．中級を学ぼう 日本語の文型
と表現 56 中級前期 第２版

 （スリーエーネットワーク）
２． 平成 30年度 日本語教育能

力検定試験 試験問題
（凡人社）

３． ドリル＆ドリル 日本語能力
試験 N5 文字・語彙・文法・
聴解・読解

（ユニコム）
４． 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 

  （凡人社）
５． やさしい日本語　初級Ⅰ
 （Ｊリサーチ出版）

 麹町店ベスト５（４月）

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】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 
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。

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。

 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

営業部からのお知らせ

［凡人社の書籍ベスト５］

１． 新版　ロールプレイで学ぶ　
中級から上級への日本語会話

１． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N2

３． 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

４． できる日本語　中級　こと
ば・表現ワークブック

４． 絵で導入・絵で練習

 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）

● 凡人社の本のサポートページ
一部の凡人社発行書籍について、
補助教材・資料などを無料で配信
しています。凡人社ウェブサイト
「凡人社の本」をご覧ください。


