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2019 年度　日本留学試験 （第 1 回）

試験問題

日本学生支援機構 著

B5 判　360 頁　CD1 枚付き　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-965-1　好評発売中

独立行政法人日本学生支援機構が年 2回実施
している「日本留学試験」の、2019年度第 1
回の試験問題と正解を掲載しています。聴解・
聴読解音声 CD付き。日本語以外の科目は英
語版も掲載されています。巻末には参考資料と
して、試験の実施要項や出題範囲をまとめたシ
ラバスを掲載しています。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

＜復刊＞ 日本語

アルク日本語編集部 編

A5 判　112 頁　1,500 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3369-4　好評発売中

改正入管法により急拡大・激変する日本語教育
の現在と未来がこの一冊でわかります。2013
年に休刊した「月刊日本語（日本語教育ジャー
ナル）」を、アルク創業 50周年を記念して復刊
します。【Part1】・日本語教師が知っておきた
い「外国人受け入れ」最新動向 ・まるっと分か
る外国人をめぐる国の動き ・外国人が必要な業
界には理由がある・数字で見る！ 外国人労働
者【Part 2】・日本語教育はどう変わる？動き始
めた外国人との共生社会 ・日本語教育をめぐる
法整備と教師資格創設の動き ・「日本で働きた
い！」をどう実現に導くか ・働く力＋日本語力
の評価・測定はどうなる？ ・入管法改正でどう
変わる？　日本語教育現場のゆくえ

日本語学習者のための 〈レベル別読みもの〉

にほんご多読ブックス　vol.9 /vol.10 

NPO 多言語多読 監修

A5 判　各 104 頁（各 5 冊セット）　各 2,500 円＋税

vol.9　レベル 0,1　　ISBN 978-4-469-22267-8　好評発売中

vol.10　レベル 1　　ISBN 978-4-469-22268-5　好評発売中

大修館書店 発行

好評の「にほんご多読ブックス」シリーズに、
新たに 2巻が加わりました。vol. 9は、日本の
文化や日常生活を写真で紹介する 5冊セット、
vol. 10は、昔話や実話、創作に美しいイラス
トを添えた 5冊セットです。入門～初級前半レ
ベル（N5相当）、漢字・カタカナ総ルビ。朗
読音声（MP3）が無料でダウンロードできます。

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



1 回で合格！日本語能力試験 N2　

漢字／語彙／文法／読解

渡辺真由子 監修　株式会社プランディット 編著

ナツメ社 発行

漢字　　B5 判　224 頁　1,300 円＋税

ISBN 978-4-8163-6720-5　9 月中旬発売予定

語彙　　B5 判　208 頁　1,300 円＋税

ISBN 978-4-8163-6719-9　9 月中旬発売予定

文法　　B5 判　224 頁　1,300 円＋税

ISBN 978-4-8163-6721-2　9 月中旬発売予定

読解　　B5 判　208 頁　1,300 円＋税

ISBN 978-4-8163-6722-9　9 月中旬発売予定

日本語能力試験N2「語彙」「文法」「読解」「漢
字」の四分野について、試験に出るポイントや
実際の出題形式に沿った練習問題を盛り込み、
丁寧に解説しました。巻末には実力テストも掲
載。英語・中国語訳入りで独学に最適です。

キクタン日本語　日本語能力試験 N1

前坊香菜子 , 本田ゆかり , 三好裕子 著

B6 変判　360 頁　CD-ROM1 枚付き　2,200 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3355-7　好評発売中

日本語学習者の習熟度を測る「日本語能力試
験」の合格には、大量の語彙獲得が欠かせませ
ん。「キクタン日本語」は、リズミカルなチャ
ンツにのせて単語を聞いているだけで、いつの
間にか目標単語が頭に残ります。学習者が少し
でも楽しく効率的に単語を学べるように工夫
された、新しいタイプの日本語教材です。

日本語文法演習 

ことがらの関係を表す表現―複文―　改訂版

小川誉子美 , 三枝令子 著

B5 判　112 頁＋別冊 23 頁　1,300 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-802-3　10 月発売予定

『日本語文法演習  ことがらの関係を表す表現―
複文―』の改訂版です。「とき」「たら」などの
初級でも扱われる複文の文法項目を掘り下げ、
類義表現と比較することで、ニュアンスの違い
を理解し、適切に使えるようになることを目指
します。学習項目の変更はほとんどありません
が、説明や用例をよりわかりやすくしました。

日本留学試験実戦問題集　

日 本 語 記 述 ・ 読 解 vol.1 ／ 総 合 科 目 

vol.1 ／数学コース 1 vol.1 ／数学コース

2 vol.1

名校志向塾 著　日販アイ・ピー・エス 発行

日本語記述 ・ 読解 vol.1　B5 判　358 頁　

1,800 円＋税　ISBN 978-4-909907-01-1　好評発売中

総合科目 vol.1　　B5 判　282 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-909907-02-8　好評発売中

数学コース 1 vol.1　B5 判　163 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-909907-03-5　好評発売中

数学コース 2 vol.1　B5 判　163 頁　1,800 円＋税

ISBN 978-4-909907-00-4　好評発売中

留学生進学予備校である名校志向塾が出版する
実戦問題集です。本番試験の形式と難易度に
沿って実戦問題が 10回分収録されています。
本書及びオンラインで得点分布を確認でき、自
分のレベルを把握することができます。

日本語を学ぶ外国人のためのこれで覚える！

漢字字典 2500

秋元美晴 監修　志賀里美 , 古田島聡美 , 島崎英香 , 王源 編

A5 変判　624 頁　2,500 円＋税

ナツメ社 発行

ISBN 978-4-8163-6697-0　好評発売中

日本語の学習者のために、漢字 2500字を選び
解説しました。個々の漢字で解説する内容は、
文字、音読み、訓読み、意味、書き順、部首、
画数、熟語、N1～ N5の対応レベル、対応す
る簡体字などです。熟語を数多く掲載すること
で、実用的で、読んで理解できる親切な字典に
なっています。英語の対訳付きです。



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.2

松下やえ子 監修　アークアカデミー 編著

B5 判　148 頁　2,800 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05926-7　好評発売中

外国の方が日本の介護施設で就労するにあたっ
て、介助場面でよく使われる表現を学ぶ本です。
単なる声かけにとどまらず、コミュニケーショ
ンを広げるフレーズも紹介しています。Vol.2
では「排せつの介助」「衣類着脱の介助」「身体
清潔の介助」の声かけ表現が掲載されています。

メタ言語能力を育てる文法授業

英語科と国語科の連携

秋田喜代美 , 斎藤兆史 , 藤江康彦 編

A5 判　304 頁　3,600 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-896-3　好評発売中

ことばの組み立て方や仕組みに気づく能力の
ことをメタ言語能力と呼びます。「英語は英語
で」が言われる昨今ですが、本書は、むしろ母
語を用いて高次元から文法を分析・理解する
「メタ文法能力」を育成することが学習者の国
語力や英語力、さらには他の外国語能力の向上
につながることを、実践とともに論じます。

日本語でできる外国人児童生徒とのコミュ

ニケーション　場面別学校生活支援ガイド

高嶋幸太 著

A5 判　144 頁　1,800 円＋税

学事出版 発行

ISBN 978-4-7619-2573-4　好評発売中

日本の小中学校に在籍する外国人児童生徒は日
本語がよくわからないため、学級の子ども同士
ともよくわかり合えず、担任の話もわからない
状況があり、さまざまなトラブルも発生してい
ます。これらをすべて解消したいと悩んでいる
教師のための日本語コミュニケーションのポイ
ントを場面別にわかりやすくまとめました。

言語人類学への招待  

ディスコースから文化を読む

井出里咲子 , 砂川千穂 , 山口征孝 著

A5 判　264 頁　2,400 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-965-6　好評発売中

言語と文化の密接かつ不可分な関係性を代表
的エスノグラフィ研究の紹介を通して紐解き
つつ、ことばの使用実践からうかびあがる多様
な言語観・世界観を明らかにする、言語人類学
の概説書。言語人類学が問い続けてきた解放的
ことば観を論じ、変わりゆく文化社会を捉える
ための新しい視点を提供します。

親と子をつなぐ継承語教育

日本 ・ 外国にルーツを持つ子ども

近藤ブラウン妃美 , 坂本光代 , 西川朋美 編

A5 判　336 頁　3,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-807-2　好評発売中

複言語環境下で生きる子どもや若者のために、
家庭、教育機関、コミュニティで何ができるで
しょうか。「バイリンガルに育てたいけど不安」
「子どもが現地校に行くのを嫌がる」「日常会話
はできるのに読み書きが苦手」といった悩み・
疑問について気鋭の執筆陣とともに考えます。
継承日本語教育に携わる親・教育者に。

指さしと相互行為

安井永子 , 杉浦秀行 , 高梨克也 編

A5 判　272 頁　3,800 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-973-1　好評発売中

人間が日常的にもっとも頻繁に用いるジェス
チャーであり、ことばのさきがけとして用いら
れる指さしに焦点を当て、会話分析の手法から
分析します。母親と子どもとのやりとりの中で
現れる指さし、会議中の指さし、笑いと一緒に
現れる指さし等、その多様な相互行為上のプラ
クティスを詳らかにしています。



［新刊ベスト５］

１． ＜復刊＞ 日本語
 （アルク）
２． 2019年度日本留学試験（第

1回）試験問題 　
（凡人社）

３． 日本語 N1　文法・読解ま
るごとマスター　

（Jリサーチ出版）
４． 中級日本語カルテットⅠ　

ワークブック　
（ジャパンタイムズ出版）

５． 日本語の論文力練習帳　改
訂版

（古今書院）

 麹町店ベスト５（８月）

in 
高知     日本語サロン研修会＠高知 

 日本語支援をはじめるために必要なもの
【講師】  西川寛之氏
【日時】 10月 19日（土）11:00～ 12:30（受付開始 10:00）
【会場】 高知県教育会館　高知城ホール／ 2階中会議室（高知市丸ノ内 2-1-10）
【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＠高知（10/19）」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 
富山     日本語サロン研修会＠富山 

 これからの地域日本語学習支援は何を目指すか 
 　　～日本語教育から民主的シティズンシップ教育へ～
【講師】  名嶋義直氏
【日時】 10月 26日（土）14:00～ 16:30（受付開始 13:30）
【会場】 富山県教育文化会館／ 501会議室（富山市舟橋北町 7-1）
【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＠富山（10/26）」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。

各地    日本語サロン研修会＠愛知／大阪／東京 
 ～日本ではたらく外国人に、職場で必要な日本語を教えたい人、注目！～ 

 　　『はたらくための日本語』シリーズの特長と使い方
【講師】 日本国際協力センター（『はたらくための日本語』シリーズ 編著者）
【定員】 40～ 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】 ラーンズ・凡人社

in 愛知
【日時】 10月 19日（土）13:30～ 16:00（受付開始 13:00）
【会場】 ASAHI文化学院（名古屋市中川区山王 3-10-9）
【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＠名古屋（10/19）」と入れて、
  本文に氏名（ふりがな）・ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

in 大阪
【日時】 10月 20日（日）13:30～ 16:00（受付開始 13:00）
【会場】 愛日会館 2Fイベントホール（大阪市中央区本町 4-7-11）
【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（10/20）」と入れて、
  本文に氏名（ふりがな）・ご所 属・ご連絡先をご記入ください。

in 東京
【日時】 11月 9日（土）13:30～ 16:00（受付開始 13:00）
【会場】 新宿三井ビルディング 15F南 ベネッセ大会議室
 （東京都新宿区西新宿 2-1-1）
【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（11/9）」と入れて、
  本文に氏名（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． 平成 30年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

２． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N5

３． 平成 29年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

４． 絵で導入・絵で練習
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

 NEWS　 
● 2019 年第 2 回
　日本語能力試験 
 申し込み締め切り迫る！！

［出　願］ 2019年 8月 20日（火）
 　　　　～ 2019 年 9 月 20日（金）

［試験日］ 2019年 12 月 1日（日）

＊郵送で申し込む場合、早めに受験
案内を入手してください。 

＊申し込みの詳細は、主催者ウェブ
サイトをご覧ください。

 	 http://info.jees-jlpt.jp/


