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外国人生徒のための

教科につなげる日本語 基礎編

有本昌代 著

B5 判　268 頁　2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-804-7　11 月下旬発売予定

外国にルーツを持つ高校生を主な対象とした
初級日本語教材です。日本語学習を通し、教科
の基礎となる語彙・知識を学びながら、考える
力、表現する力を育てることを目的としていま
す。ウェブサイトでは、リスニング音声、絵カー
ド、言葉カード、指導の目安、評価表、サンプ
ルトピックをご利用いただけます。今後、応用
編（中級）、発展編（上級）を発行予定です。

思考力を育てる　実践！　発表プロジェクト

後藤倫子 著

B5 判　172 頁 + 別冊 32 頁　2,000 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-969-9　11 月下旬発売予定

「絵を読む」「詩を描く」「映画をみる」「防災マ
ニュアルを創る」「紹介動画を制作する」「商品
を売り込む」「新キャラを生み出す」「専門分野
をわかりやすく説明する」などバラエティーに
富んだ 10の活動をとおして自由に感じたり、
考えたりする楽しさを体験します。考えたこと
を文字化するだけでなく、さまざまな形で表現
することで物事を思考する能力の基礎を育成
し、日本語の運用力や語学感覚を磨きます。中
級から上級日本語学習者の教材や大学等の初年
次教育の教材に最適です。

第二言語としての日本語の習得研究 Vol.22

第二言語習得研究会 編

B5 判　164 頁　1,500 円＋税

凡人社 発売

商品コード 900258　好評発売中

第二言語習得研究会が年に 1回発行している
研究誌の最新号。特集のテーマは「内容 +言語」
の教育と習得」。日本語教育、英語教育、年少
者教育のそれぞれの場で CBIや CLILを実践
してきた方々による論文 4本（イントロダク
ション含む）のほか、事例研究論文、書評論
文、誌上講座がそれぞれ 1本掲載されています。
巻末には、博士論文・修士論文の概要なども紹
介されています。
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JLPT 日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ３

インターカルト日本語学校 　筒井由美子 , 大村礼子 ,

沼田宏 著

B5 判　276 頁（うち別冊 52 頁× 3）　1,900 円＋税

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1743-5　好評発売中

JLPT本試験の仕様に合わせた模擬試験を３回
分収録しました。問題冊子は 1回分ずつ取り
外すことができます。本試験の形式に慣れると
同時に、一歩踏み込んだ解説付きで真の日本語
力を養うことを目指した 1冊です。解説には
英語・ベトナム語訳が付いています。聴解音声
のmp3は無料ダウンロード。

おなかぺこぺこオノマトペ

きのとりこ 著

新書判　159 頁　 1,500 円＋税

千倉書房 発行

ISBN 978-4-8051-1183-3　好評発売中

「どきどき」「きゅん」「もぐもぐ」「てくてく」等、
日常的に使う擬音語・擬態語 =オノマトペを、
テーマ別に物語性のあるイラストレーション
で表現した、日本語と英語の語学絵本です。見
て楽しく、読めばナットク、日本語を学習して
いる人に、海外へのおみやげに、国際交流の場
での話題づくりに、使えます！　日本語文章は
ルビ付きです。

ワークで学ぶ教育の方法と技術

小室弘毅 , 齋藤智哉 編

A5 判　230 頁　2,600 円＋税

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-7795-1418-0　好評発売中

好評「ワークで学ぶ」シリーズ第 6弾。アクティ
ブ・ラーニングによって、教育の方法と技術は
一新を遂げる昨今、本書は新時代の授業技法を
深く学ぶテキストとして、抜本的に改正された
新学習指導要領に対応しております。ワークを
通じて楽しく学びながら、「主体的・対話的で
深い学び」を実践しましょう！

日本留学試験 （EJU) 単語 ・ 語彙

10000 語

名校志向塾 著

A5 変判　532 頁　2,000 円＋税

名校志向塾 発行　日販アイ・ピー・エス 発売

ISBN 978-4-909907-08-0　好評発売中

留学進学予備校として実績のある名校志向塾に
よる日本留学試験（EJU）日本語対策の単語集
です。過去 12年分の日本留学試験を統計的分
析し、出題傾向に沿って単語、語彙を掲載して
います。見出し語に関連する類義語、反義語な
ど派生語の情報、本試験を意識した例文、中国
語訳付き。音声は無料でダウンロードが可能。

ビジネスコミュニケーションのためのケース学

習　教材編 2

職場のダイバーシティで学び合う

近藤彩 , 金孝卿 , 池田玲子 著

B5 判　112 頁　2,000 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-018-6　好評発売中

日本語の習得そのものではなく、ビジネスの現
場で起きる問題を解決し、課題を達成できる能
力、そして、異なる考え方を持つ人とも人間関
係を損ねることなく仕事を進めていける能力
を育てることを目指した「ケース学習」の教材
です。巻末に各ケースの英語訳を収録し、英語
を利用しての学習も可能にしました。2013年
に刊行し、好評を得ている教材の続編です。



活用入門
Information and
Communication
Technology

藤本かおる

国書刊行会

教室への

日本語教師のための　実践 ・ 読解指導

石黒圭 編著

A5 判　248 頁　 2,200 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-816-4　好評発売中

日々の授業に役立つ、日本語教師のための「実
践」シリーズ第三弾です。読解における学習者
の「つまずき」を解消するポイントや教室活動
を丁寧に解説し、文章理解だけでなく、「読む
力」と「考える力」を同時に育成する授業実践
を紹介します。反転授業、ピア・リーディング
をはじめ、読解授業の難しさを解決するバラエ
ティー豊かなヒントが満載です。

教室への ICT 活用入門

藤本かおる 著

A5 判　158 頁　1,600 円＋税

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-06339-7　好評発売中

ICT についての基本の解説から、歴史的概観、
授業へ取り入れ方、目的に合わせた「反転授
業」「ブレンディッドラーニング」などのやり方、
便利なツールの紹介など、ICT を使って授業
をよりよくするためのヒントがつまったパー
フェクト・ガイド！

日本語教材リスト No.48

A5 判　336 頁　無料　凡人社 発行

11月末より配布開始。入手方法等については
本紙 4ページ目の「NEWS」欄をご覧ください。

日本語のテンス ・ アスペクト研究を問い直す

第 1 巻　　「する」 の世界

庵功雄 , 田川拓海 編

A5 判　248 頁　 4,000 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-781-2　好評発売中

シリーズ『日本語のテンス・アスペクト研究
を問い直す』第 1巻。日本語の、ル形（する）
の特徴を多面的に捉え、「時間の表現」を問い
直します。庵功雄「テンス・アスペクトの教育」
では、上級日本語学習者に多い誤用としてテイ
ル形・テイタ形を取り上げ、適切な産出に必要
な日本語文法を考えます。

民主的シティズンシップの育て方

名嶋義直 編

A5 判　276 頁　 3,000 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-937-3　好評発売中

言語教師の立場から、多文化共生社会を作るた
めに「民主的シティズンシップ」を育てること
を提案します。ドイツの民主的シティズンシッ
プ教育の授業について報告し、続けて日本語教
育における実践とドイツ語教育における実践
の報告を行います。最後は語学教育や教育機関
を超えたアジアにおける若者の国際共修実践
を報告します。すべての日本語教師のために。

日本語と世界の言語のとりたて表現

野田尚史 編

A5 判　368 頁　 4,500 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-812-6　好評発売中

日本語には「だけ」「さえ」「も」といったとり
たて表現が多数存在しますが、本書では古代日
本語や琉球語なども含め世界中の 15の言語で
それらがどう表されるかを整理し論じていま
す。どの言語も同じ枠組みを使って整理してい
るため比較しやすく、またこれまでの研究動向
もまとめられているので有益です。



［新刊ベスト５］

１．はじめて「質的研究」を「書
く」あなたへ

   　（東京図書）
２． 「言いたいこと」から引け

る敬語辞典
（東京堂出版）

３． 大学生のための文章表現＆
口頭発表　練習帳　改訂版 
 　　　　  （国書刊行会）

４． 小説　ミラーさん　Ⅱ 
  （スリーエーネットワーク）

５． やさしい日本語　初級 3
（Jリサーチ出版）

 麹町店ベスト５（10 月）

大阪事務所からのお知らせ　
●	【歳末企画】	大阪事務所プレゼント・キャンペーン♪
凡人社大阪事務所では、日ごろの感謝の気持ちを込め、12月にご来店いただき、
5,000円（税込）以上お買い上げいただいた方にステーショナリーセットをプ
レゼントいたします！　先着 30名様限定となりますので皆様ぜひお早めにご
来店くださいませ。

【期間】  12月 3日（火）～ 　
 ※予定数に達し次第、終了いたします。
【対象】 レジでの書籍・教具のお買い上げ金額が
 5,000円（税込）以上の方

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
	 外国人のための「介護のにほんご100時間」
【講師】 古市輝子氏 
【日時】 1月 18日（土）14:00～ 15:30（受付開始 13:30）
【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「麹町店店頭イベント（1/18）」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 
愛知 				 日本語サロン研修会＠名古屋		 語彙学習を考えよう	
	 　　～『語彙ドン！』コンセプト・活用例とともに～
【講師】  石澤徹氏
【日時】 12月 1日（日）13:30～ 15:30（受付開始 13:00）
【会場】 ECC 日本語学院名古屋校（名古屋市金山 1-16-16 金山ビル 7階）
【定員】 60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＠名古屋（12/1）」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		 読む！考える！初中級読解	
	 　　～『日本語学習者のための読解厳選テーマ25＋10 初中級』を使って～
【講師】  下郡麻子氏
【日時】 12月 14日（土）10:00～ 12:00（受付開始 9:30）
【会場】 TKP札幌駅カンファレンスセンター／カンファレンス 2D
 （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（12/14）午前」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

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　N5

２． 日本語能力試験公式問題集　
第二集　N4

３． サービス日本語　―ホテルス
タッフ編―

３． 短期マスター　日本語能力試
験ドリル　N5

５． 新版　ロールプレイで学ぶ　
中級から上級への日本語会話

 NEWS　 
●	『日本語教材リストNo.48』の
　配布を開始します！	

お待たせしました！　国内外の日本
語教材と関連書籍を多数掲載した書
籍カタログの最新号が 11月末に完成
します。

凡人社麹町店、大阪事務所や各種イ
ベントの展示販売ブースにて無料配
布いたします。

＊送付ご希望の方は、
弊社ウェブサイトを
ご参照ください。

＊ ダウンロード版（PDF版）は、現在
準備中です。今しばらくお待ちく
ださい。


