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ことばのテーブル　100 枚プリント

葛西ことばのテーブル 制作・ 発行

B5 判　100 頁　各 1,112 円＋税

第 23 集　「助詞 ・ 動詞穴埋めワーク」　好評発売中

第 24 集　　「おしゃべりを作ろう」 11 月中旬発売予定

第 23集は助詞と動詞の習得を目的とした教材
です。動詞から「助詞」を、助詞から「動詞」
を推測し、さらに文脈を考えて適切な語を穴埋
めします。語と語、文と文の関係性への気づき
を促します。第 24集は二人のおしゃべり（ダ
イアローグ）を作る教材です。相手のセリフを
受けて、自然な対話となるようなセリフを考え
ます。会話表現とともに発話意図や文脈理解も
目的とした教材です。私費外国人留学生のための大学入学案内

2020 年度版

アジア学生文化協会 編集・発行

B5 判　484 頁　2,300 円＋税

凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-964-4　好評発売中

大学進学をめざす外国人留学生向けの大学入試
案内の最新版です。学部学科索引により希望分
野からの検索が可能です。
・全国 518大学の情報を網羅
・2020年 4月入試に対応
・入試日程、試験科目、検定料などを掲載
・入りたい大学がすぐにわかる学部学科索引
・日本留学試験（EJU）に関する情報も充実
日本語学校における進路指導に最適！　留学生
入試関係者に必携の一冊です。

キャラで学ぶ友だち日本語

酒井彩 , 高木祐輔 , 川鍋智子 , 斉藤信浩 著

B5 判　160 頁　1,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-808-9　好評発売中

「お疲れー」「まじで」「タメ語でもいいっすか」
など、カジュアルな「友だちことば」が学べる
会話教材です。6名の個性的なキャラクターの
中から、好きなキャラになりきってロールプレ
イを繰り返すことで、自然な話し方が身につき
ます。うわさ話をしたり、悩みを聞いたり、好
みのタイプについて話したり。友だちと楽しく
日本語を話しましょう。初中級～中級レベル。
英語・中国語訳付き。音声ダウンロード。

雪（が）降って… 雪が（降っ）て…
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フェリー

（ )の中に動詞を入れよう 1
なか どう し い

北の国のおはなしです。広い野原が( )ました。野原
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助詞・動詞穴埋めワーク

23第 集

家庭用教材シリーズ

定価：本体1,112円＋税

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



外国人のための

始めよう！　介護の日本語

介護の現場ですぐに使えるコミュニケーション

国際交流＆日本語支援 Y 総監修

B5 判　114 頁 + 別冊 240 頁　2,500 円＋税

光洋スクエア 発行　好評発売中

介護現場に就労後、すぐに使える日本語のテキ
ストです。漫画での場面会話を中心に現場で使
われる言葉や漢字を学びます。音声教材を使い
コミュニケーション力が身につく工夫がされ
ています。日本語の初級（N5程度）の文法を
用いた、ありそうでなかった初級向けのテキス
トになっています。特定技能 1号、技能実習
生の事前学習、入国後研修に最適な 1冊です。

中学生のにほんご 社会生活編

外国につながりのある生徒のための日本語

庵功雄 監修

B5 判　152 頁 + 別冊 60 頁　2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 987-4-88319-799-6　11 月下旬発売予定

日本語支援を受ける、外国につながりのある中
学生を対象とした日本語教科書シリーズの第
二冊目です。初級を修了した生徒が、教科学習
への橋渡しを目指して、教科を学ぶ際に必要な
「改まった日本語」を学びます。英語・中国語・
スペイン語の語彙訳付き。当社ウェブサイトに
言葉リスト（五十音順）を公開する予定です。

日本語の論文力練習帳　改訂版

倉八順子 著

B5 判　100 頁　2,600 円＋税　

古今書院 発行

ISBN 978-4-7722-6117-3　好評発売中

日本の会社や大学での活躍をめざす留学生が、
筋道を立てて自分の考えを伝える力「論文力」
を身につけるワークブック。文の構成を意識
して書く技術「アカデミック・ライティング」、
相手に伝える技術「アカデミック・スピーキン
グ」を、書き込みながら学びます。改訂版では
新題材「日本社会で働くこと」を載せました。

テーマ別上級で学ぶ日本語 （三訂版） 準拠　

力を伸ばす練習帳

亀田美保ほか 著

B5 判　104 頁 + 別冊 28 頁　1,100 円＋税　

研究社 発行

ISBN 978-4-327-38482-1　好評発売中

定評ある『上級で学ぶ日本語（三訂版）』に準
拠し、その内容に即した復習用ワークブックと
しての活用を通じて、より高度な文章の読解・
作文力を伸ばす副教材。全 15課で各課は漢字
練習、語句選択、文章の組み立て、グラフ読み
取り、読解、作文の 6問で構成。ほかに復習の
ためのまとめ問題を 5箇所に設けました。問題
の狙い・ポイントを解説した別冊解答付き。

学べる！ 伝わる！ すぐに使える！

日本語トレーニング BOOK

祖父江好美 , 市村啓二 , 渕本恵美子 著

B5 判　138 頁　1,800 円＋税

東京リーガルマインド 発行

ISBN 978-4-8449-9765-8　好評発売中

外国人が日本語発話・発音を習得できる実践的
な教科書。音の高低やリズムを独自のマークを
使って説明し、聴き取りやすい日本語がマスター
できます。また、QRコードから日本語教師のボ
イスサンプルが youtube上で何度でも聴けます。
さまざまなビジネスシーンでの会話も取り入れ、
この１冊で実践的な日本語を習得できます。



基礎からわかる書く技術

森口稔 , 中山詢子 著

A5 判　140 頁 + 別冊 20 頁　1,300 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-809-6　好評発売中

Lineと同じようにメールしてくる学生さんはい
ませんか？　文体・文法など文章の基本から、メー
ル、就活、論文の書き方まで、わかりやすく簡潔
に解説しました。自習でも十分使用できますが、
練習問題も別冊として用意し、半期の授業にも使
いやすい仕様になっています（2015年刊行の『基
礎からわかる日本語表現法』を大幅改訂）。

認知言語学大辞典

辻幸夫 編集主幹

B5 判　864 頁　22,000 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51058-4　好評発売中

20周年を迎えた日本認知言語学会。その中核を
担う研究者らが一堂に会して、認知言語学の全
貌をこの一冊にまとめました。5章 63の論考と
52のコラムで研究者には論文執筆の座右に、初
学者にはコラムと論考のつまみ食いでも堪能で
きます。邦訳のある文献は最新の訳書まで掲載。
認知言語学のキーワードと重要な人名を和文と
英文で検索できる用語辞典としても使えます。

はじめて 「質的研究」 を 「書く」 あなたへ

研究計画から論文作成まで

太田裕子 著

A5 判　240 頁　2,200 円＋税

東京図書 発行

ISBN 978-4-489-02320-0　好評発売中

本書は、はじめて質的研究を用いて研究を行
い、論文を作成する人のために「質的研究」と
「書く」という切り離すことができない活動を、
研究プロセスに沿って取り組める構成となっ
ています。第１章から順に読み進み、最終的に
一本の論文を書き上げることで、読者は研究が
一気に進むことを実感できます。

事業者必携　 最新

入管法 ・ 外国人雇用法律　しくみと手続き

服部真和 , 小島彰 監修

A5 判　240 頁　1,900 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-04825-4　好評発売中

2019年４月施行の入管法改正に対応！ 在留資
格から申請手続き、技能実習制度、高度外国人
材の雇用、労務管理、家族の法律問題まで、複
雑な入管手続きや外国人雇用の法律を平易に
解説しています。出入国管理申請手続きと改正
対応の最新書式サンプルも掲載。

よくわかる言語学

窪薗晴夫 編著

B5 判　232 頁　2,600 円＋税

ミネルヴァ書房 発行

ISBN 978-4-623-08674-0　好評発売中

〈推薦の言葉〉「よくわかる」だけでなく、なに
より楽しく読める、魅力たっぷりの言語学への
入門書です。一流のことばの料理人たちが選り
すぐった素材と腕によりをかけて作った料理
の数々を気どらない雰囲気で楽しめます。［大
津由紀雄氏（慶應義塾大学名誉教授）推薦！］
日本語や英語の具体的な例をあげ、日常生活に
潜むことばの法則がわかる 1冊。

改正入管法対応 2019

外国人材の受入れと活用

ＰＡＬ総合行政書士法人 著

A5 判　322 頁　2,900 円＋税

第一法規 発行

ISBN 978-4-474-06671-7　好評発売中

新在留資格「特定技能」について、特定産業分
野別（14分野）にフローチャートとチェック
リストで解説しています。特定技能外国人を雇
用する場合に、どのような事項を、どのような
順番でチェックし、どのように採用を決定すれ
ばよいのか、自ら判断することができる採用担
当者必読の書です。



［新刊ベスト５］

１．1回で合格！　日本語能力
試験Ｎ 2　文法

   　（ナツメ社）
２． 外国人のための　始めよ

う！　介護の日本語
（光洋スクエア）

３． 力を伸ばす練習帳　テーマ
別上級で学ぶ日本語三訂版
準拠　　　　　　  （研究社）

４． ハイレベル総合科目　改訂
第 2版　　　  （アスク出版）

５． キャラで学ぶ友だち日本語
（くろしお出版）

 麹町店ベスト５（９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
大阪    日本語サロン研修会＠大阪 

 ～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）
【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）
【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】 ラーンズ・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（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 
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。

in 
福岡     地域日本語支援セミナー 

 “「聞く」協力”からはじまる外国人との日本語会話 
【講師】  深江新太郎氏
【日時】 11月 10日（日）14:00～ 16:00
【会場】 博多バスターミナル第 1・第 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】無料
【主催】アルク・凡人社　【後援】福岡市
【お申し込み・お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

 ※ウェブ＜ https://peatix.com/event/1304765/view＞か上記の担当者にメールでお
　　　　　申し込みください。メールのときは件名に「1110地域日本語支援セミナー」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。

 凡人社ウェブサイト「イベント情報」にはほかにもたくさん
のイベント情報を掲載しています。ぜひご参照ください。

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． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N4

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

４． 平成 30年度 日本語教育能力
検定試験 試験問題

４． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N1

 NEWS　 
● 2018 年度
 日本語教育学会 秋季大会
 書籍展示会場に出展

日程：11月 23日（土），24日（日）

会場：くにびきメッセ
　　　（島根県松江市学園南 1-2-1）

日本語教材・日本語教育関連書籍を
展示販売します。

会場でご覧になりたい書籍がござい
ましたら、事前にご連絡ください。
展示会場にお持ちいたします。

連絡先：ssasaki@bonjinsha.co.jp


