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実践　研究計画作成法 ［第 2 版］

北原保雄 監修　

日本学生支援機構東京日本語教育センター 著

B5 判　232 頁＋別冊 16 頁＋ 20 頁　2,400 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-960-6　好評発売中

タスクを通して実践的に研究計画書が作成で
きる体験型テキスト。研究計画書の構成、日本
語表現はもちろん、研究課題を策定するための
ヒント、論理的思考トレーニングが豊富に組み
込まれています。大学院進学に関する情報検
索、指導教員へのコンタクトの取り方、口頭試
問・プレゼンテーション対策まで網羅。留学生
をサポートする一冊 !　（※第 2版では、情報
検索ツールや各種機関のサイト情報、画像を更
新しました。）

 研究計画書の構成・表現など日本語による論理的

な文章の書き方や論理的思考トレーニングについ

ては、原則、変更はありません。

４技能でひろがる 中級日本語カルテット　I

坂本正 監修

安井朱美 , 井手友里子 , 土居美有紀 , 浜田英紀 著

B5 判　280 頁＋別冊 64 頁　3,000 円＋税

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1695-7　好評発売中

初級修了者を対象に「読・書・話・聞」の 4技
能をバランスよく伸ばし、上級につながる力を
養う中級総合テキストです。I・IIの 2巻構成で、
Iでは N3レベルを中心とした文型・表現、漢
字、読みのストラテジーを学びます。英語によ
る文法説明と単語訳付きで、音声は無料ダウン
ロード。初級文法の復習や漢字のまとめ学習な
ど、初級から中級へのスムーズな移行にも配慮
しました。ワークブックⅠは 8月中旬発売。

はじめて学ぶ介護の日本語　基本の知識

三橋麻子 , 丸山真貴子 著

B5 判　97 頁 + 別冊 41 頁　1,400 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-793-4　7 月下旬発売予定

「はじめて学ぶ介護の日本語」シリーズ、第 2
弾です。介護現場で最低限必要な知識 39項目
を「法律・制度」「専門職種」「高齢者に見られ
る主な病気・症状」「業務で必要な知識」の 4
分野に分けて取り上げています。「介護保険」「認
知症」などを短い文章で解説し、内容確認問題
をはじめ、考えましょう・話しましょう、やっ
てみよう！ を通し知識を深められます。

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



アラビア語話者のための場面と音声で覚える日本語入門教材

日本語で話そう！ 

アブドラさんの日本留学体験記

JASSO 日本語教育センター 編

B5 判　233 頁　2,500 円＋税

前田印刷出版部 発行

ISBN 978-4-944014-15-6　好評発売中

フルカラーイラストと写真が満載で、文字を覚
えることなく日本語が話せるようになるアラ
ビア語―日本語音声対訳の日本語入門教材で
す。文法項目にはアラビア語の説明付きで、音
声は教材内の QRコードでダウンロード可能
です。授業用にも自習用にも使えるので、楽し
く気軽に日本語学習を始めてみませんか。

仕事にすぐ使える日本語表現

青山豊 , 青山美佳 著

A5 判　160 頁　1,500 円＋税

二見書房 発行

ISBN 978-4-576-19047-1　好評発売中

朝起きてから夜寝るまでの 1日の日本語表現
を紹介・解説しています。たんにおぼえるため
の表現集としてではなく、それぞれの表現が使
われる具体的な場面と、そのときにその表現を
聞いて返事をしてくれる聞き手のことばもと
もに示しています。現場感覚で使える日本語の
用例がたくさんあり、試験対策と日常生活の両
方で使える入門書として最適です。

28 日間で基礎から応用まで完全マスター！

日本語能力試験対策　

N3 文法 ・ 語彙 ・ 漢字　改訂版

遠藤由美子 監修　山田光子 著

A5 判　256 頁　1,500 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05950-2　8 月上旬発売予定

改訂にあたり、重要なポイントには、独習をサ
ポートする英語、中国語、ベトナム語訳をつけ
ました。N5相当以外の漢字にはすべてルビを
振ってあります。26日間で文法、語彙、漢字
を確認し、練習問題にチャレンジ。最後の 2日
間は、読解問題がプラスされ、本試験の出題形
式に合わせた「模擬テスト」で、本番に備えます。

新版　日本語教育能力検定試験　

合格するための問題集

アルク日本語編集チーム 著

B5 判　未定　2,800 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3351-9　7 月下旬発売予定

検定対策のバイブル『日本語教育能力検定試験 
合格するための本』。過去 4年分から、一流の
執筆陣が作成した演習問題を選りすぐり、１冊
にまとめた試験対策の決定版です。苦手な人が
多い聴解問題と記述式問題も豊富に用意。本番
の試験では自信を持って落ち着いて臨めます。

日本語教育 よくわかる語彙

秋元美晴 , 押尾和美 , 丸山岳彦 著

A5 判　248 頁　2,000 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3338-0　好評発売中

「語の基本的知識」「語の分類」「語の意味」「語
の社会的側面」「語の習得」など、語彙の複
雑な性格について具体的な例や時代に即した
データを使い、わかりやすく説明しています。
社会や時代に深く関係している語彙を学ぶこ
とは、日本語のおもしろさを知ることにつな
がります。



学習力を育てる日本語　教案集

外国人児童 ・ 生徒に学び方が伝わる授業実践

田中薫 監修　とよなか JSL 著

B5 判　292 頁　CD-ROM1 枚付き　3,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-790-7　7 月下旬発売予定

外国にルーツを持つ子どもの学習指導につい
て、教育現場で悩む方も多いと思われます。効
率よく学習できるようになるためにはどんな指
導が必要でしょうか。指導方法・指導案・テス
ト・カリキュラムの組立てなど、30年以上の
実践から生まれたあらゆる資料を惜しみなく提
供します。授業ですぐに使える CD-ROM付。

改訂版　日本語教育能力検定試験に

合格するための基礎知識

岡田英夫 著

A5 判　244 頁　2,200 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3337-3　好評発売中

これから検定試験を受け、日本語教師を目指
す人にとって必要な重要項目を 50に分け、そ
れぞれをコンパクトに解説。重要用語・頻出
用語を交えた解説は、一通り勉強を進めてか
ら再度読むと、今度は知識の整理・まとめを
するものとして役立てることができます。

改訂版　日本語教育能力検定試験に

合格するための用語集

岩田一成 , 大関浩美 , 篠﨑大司 , 世良時子 , 本田弘之 著

A5 判　288 頁　2,500 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3336-6　好評発売中

検定試験の過去問 18年分に出ている用語をリ
スト化し、出題形式や出題回数を徹底分析。「出
ている用語」「本当に必要な用語」を抜き出し
ました。各章末には「用語チェック問題」、必
要な章には「要点整理」付き。見出し語や重
要な用語は赤シートを使って覚えられます。

ELAN 入門

言語学 ・ 行動学からメディア研究まで

細馬宏通 , 菊地浩平 編

A5 判　288 頁　2,400 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-765-2　好評発売中

映像と音声波形を見ながら注釈を入れ、自在に
分析することができる強力なフリーソフトが
「E

いーらん

LAN」です。言語分析、会話分析、マルチ
モダリティ研究、行動分析、映画分析からイン
タビューおこしにいたるまで、さまざまな分野
で用いられている ELANの最初の一歩から応
用までをわかりやすく解説します。

「やさしい日本語」 で観光客を迎えよう

インバウンドの新しい風

加藤好崇 編著

四六判　176 頁　1,500 円＋税

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21376-8　好評発売中

「外国人には英語」という思い込みから自由に
なって、日本語でオモテナシを！　訪日観光客
の約 8割はアジアからで、日本語がわかる人も
多くいます。片言でも日本語でやりとりができ
れば、素晴らしい旅の思い出になるはず。外国
人向けに意識的に調整する「やさしい日本語」
について解説し、自治体や旅館、店舗、ウェブ
マガジンなどの先進的な実践例を紹介します。



［新刊ベスト５］

１． ストーリーを楽しむ！　日
本語初級読解

 （国書刊行会）
２． The Great Japanese 30の物

語　初中級　
（くろしお出版）

３． JLPT日本語能力試験 ベス
ト模試 N2　

（ジャパンタイムズ）
４． 日本語教育へのいざない　

（凡人社）
５． 日本語教育はどこへ向かう

のか
（くろしお出版）

 麹町店ベスト５（６月）麹町店店頭イベント麹町店からのお知らせ
●	凡人社麹町店イベント
　	今学期をいっしょに振り返ってください
【講師】 河野俊之氏 
【日時】 8月 3日（土）14:30～ 16:30（受付開始 14:00）
【定員】 20名
【参加費】無料
【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「8/3麹町店イベント」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 				 九州日本語教育連絡協議会 2019 年度 8月研修会		 漢字の面白さを発見しながら学ぶ授業作り	
	 ～『どんどんつながる漢字練習帳	初級』『中級』を使って～

【講師】  鈴木英子氏
【日時】 8月 3日（土）14:00～ 16:00 （受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル １・２ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）

【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】1,000円（税込）
【主催】九州日本語教育連絡協議会　【共催】アルク，凡人社
【お問い合わせ】E-mail: kyunichiren1989@gmail.com（九日連事務局）
【お申し込み】https://kokucheese.com/event/index/567722/

in 
大阪 				 日本語教材まつり2019	in	大阪	
【講師】  宿谷和子氏 ,下郡麻子氏 ,鈴木英子氏
【日時】 8月 31日（土）13:30～ 17:20（受付開始 13:00）
【会場】 TKP 大阪本町カンファレンスセンターホール 3B
 （大阪市中央区久太郎町 3-5-19 大阪 DIC ビル 3階）

【定員】 120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）
【主催】アルク ,スリーエーネットワーク ,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「日本語教材まつり in大阪（8/31）」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 
福岡 				 日本語サロン研修会＠福岡		 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】 9月 15日（日）14:00～ 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 博多バスターミナル／第 9ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1　9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】無料
【主催】くろしお出版 ,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（9/15）」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。

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． 平成 30年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

２． 日本語の教科書がめざすもの
３． 日本語能力試験公式問題集　

第二集　N4
４． 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． 短期マスター　日本語能力試
験ドリル　N5

 NEWS　 
●	２０１９年度
	 日本語教育能力検定試験
［試験日］ 2019年 10月 27日（日）

［出　願］ 2019 年 6月 24日（月）
  ～ 8月 13日（火）

（当日消印有効）

＊ 詳細は、主催者ウェブサ
イトをご覧ください。

 http://www.jees.or.jp/jltct/

＊『受験案内（出願書類付き）』
（400円税込）を販売します。

＊ 試験勉強のスタート、
 総仕上げには、
 過去問題集を！


