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留学生 ・ 日本で働く人のための

ビジネスマナーとルール

武田聡子 , 長崎清美 著

日本語教育研究所 編

B5 判　184 頁 + 別冊 52 頁　1,500 円＋税

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8207-2776-7　好評発売中

外国籍新入社員・就職希望留学生が、日本の商
慣習とビジネスマナーを学ぶための教材です。
ビジネス日本語だけでなく、ビジネスマナー、
仕事の進め方、情報管理などの法的ルールも収
録しています。事例と解説・確認問題（ワーク）
の 4頁で展開し、ワークの解答・解説は別冊
です。ワークのダウンロード特典付きで、授業
後の回収や繰り返し学習に使用できます。

まんが　クラスメイトは外国人　課題編

私たちが向き合う多文化共生の現実

「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 編

みなみななみ まんが

明石書店 発行

A5 判　212 頁　1,300 円＋税　

ISBN 978-4-7503-4941-1　好評発売中

「ハーフ」、ヘイトスピーチ、移民政策、貧困、
戦争責任など、さまざまな社会問題・課題を事
例にもとづいたストーリーにのせて描きます。
マンガでは、読者が問題を知り、異なる意見
に向き合い、考えるためのきっかけを提供し、
Q&A形式の解説では資料とあわせ疑問に答え
る構成になっています。「移民社会日本」を生
きる「私たち」必読の書です。

令和元年度日本語教育能力検定試験 試験

問題

日本国際教育支援協会 編著

B5 判　150 頁　1,400 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-87424-971-2　好評発売中

「日本語教育能力検定試験」の令和元年 10 月
27日（日）に行われた問題です。試験問題と
正解だけでなく、巻末には参考資料として実施
要項、出題範囲や実施状況のデータも掲載され
ています。試験勉強の手はじめに、また、受験
直前の総まとめや実力試しとしても活用でき
る、受験者必携の一冊です。

お問い合わせ先：	 東京・麹町店　
📞 03-3239-8673

	 大阪・大阪店　
📞 06-4256-2684

📧info@bonjinsha.co.jp　🌐 https://www.bonjinsha.com



漢字マスター N5　改訂版

アークアカデミー 編著

B5 判　168 頁　1,800 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05965-6　4 月上旬発売予定

日本語能力試験N5を目指す方に。学習の土台と
なる漢字 119字を効率的に体系的に楽しみなが
ら学べる一冊。初めて学ぶ方でも負担を感じず
に学習できる全ルビ、漢字の学習とともに生活
に必要なことばを自然に増やせる例文、独学で
も美しく読みやすい文字がマスターできるフォ
ントなど、工夫が満載！　英、中、越対訳付き。

新 ・ 日本語教育を学ぶ　

なぜ、 なにを、 どう教えるか

遠藤織枝 編著　岩田一成 , 金田智子 , 小柳かおる ,

島田めぐみ , 福田倫子 , 本田弘之 , 谷部弘子 著

A5 判　260 頁　2,400 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05973-1　3 月下旬発売予定

歴史から最新の状況を踏まえた現場まで、日本
語教育に携わる者が学ぶべき基礎知識・概要を
コンパクトにまとめました。変化する社会事情
に対応できる芯となるべき事柄を重視し、「な
ぜ・なにを・どのように学ぶか」をキーワード
に解説しました。はじめての日本語能力試験 合格模試 3 回分

アスク出版編集部 編著

アスク出版 発行

N3　B5 判　140 頁＋別冊 3 冊　音声ダウンロード

1,800 円＋税

ISBN 978-4-86639-314-8　好評発売中

N4　B5 判　124 頁＋別冊 3 冊　音声ダウンロード

1,800 円＋税

ISBN 978-4-86639-313-1　好評発売中

問題形式ごとの解説を掲載した 3回分の模試
テキストです。解答用紙は試験ごとの別冊で、
英語・中国語・ベトナム語訳を付けました。入
力するだけで採点や集計できる Excelシートや
解答用紙をWebにてご提供、準備万端で本番
の試験に臨めます。

やさしい日本語のしくみ　改訂版 

日本語学の基本

庵功雄 , 日高水穂 , 前田直子 , 山田敏弘 , 大和シゲミ 著

A5 判　112 頁　1,000 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-830-0　好評発売中

これから日本語学を勉強する大学生、日本語教
師をめざす人のために、日本語のしくみをコン
パクトにわかりやすく紹介しました。「おとう
さん」が「おとおさん」、「おねえさん」が「お
ねいさん」にならない理由など、コラムも充実。
改訂版から「日本語学の基本」というサブタイ
トルがつきました。

留学生のためのかんたん

Word/Excel/PowerPoint 入門

楳村麻里子 , 松下孝太郎 , 津木裕子 , 平井智子 , 山本光 ,

両澤敦子 著

B5 判　304 頁　1,980 円＋税

技術評論社 発行

ISBN 978-4-297-11047-5　好評発売中

留学生を対象としたWord、Excel、PowerPoint
の解説書です。はっきりとした見やすい総ルビ
で、豊富なサンプルと練習問題をもとに、ひと
通りの基礎を学ぶことができます。またローマ
字対応表、キーボードやパソコン操作の基本も
盛り込んでいます。



第二言語習得について

日本語教師が知っておくべきこと

小柳かおる 著

A5 判　176 頁　1,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-831-7　好評発売中

外国語教育に役立つと言われている第二言語
習得理論で、今どんなことが言われていて、日
本語教育にどう生かせるのか。最新の研究成果
をやさしく紹介します。日本語の定着を阻む要
因はなんでしょうか。第二言語習得の知見に基
づくと，教室活動の一つ一つに，なぜやるのか
という意義を見いだすことができるはずです。

「特定技能」 外国人雇用準備講座

井出誠 , 長岡俊行 著

A5 判　130 頁　2,000 円＋税

ビジネス教育出版社 発行

ISBN 978-4-8283-0800-5　好評発売中

2019年４月より受入れが開始された新たな制
度「特定技能」は、即戦力として期待される外
国人材が「現場作業」に従事することができる
在留資格であり、労働力不足の我が国において
注目の制度です。特定技能制度について専門的
な知識のない受入企業の経営者や人事担当者に
も理解いただける、わかりやすい入門書です。

日本語学習者コーパス I-JAS 入門

研究 ・ 教育にどう使うか

迫田久美子 , 石川慎一郎 , 李在鎬 著

A5 判　268 頁　2,700 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-825-6　好評発売中

世界最大の日本語学習者コーパス「I-JAS（多
言語母語の日本語学習者横断コーパス）」が、
正式公開となります。これからの日本語教育研
究の基盤となると予想されるこのコーパスが、
どういった経緯で作られ、どんなデータが収め
られているのか。そして日本語習得研究・日本
語教育実践にどんなふうに応用できるのかにつ
いて丁寧に紹介します。

一目でわかる文章術　文章は 「見た目」 で決まる

石黒圭 編著

四六判　192 頁　1,400 円＋税

ぱる出版 発行

ISBN 978-4-8272-1221-1　好評発売中

文章は「書く」ものではなく「見せる」もので
ある――本書では、情報洪水時代の今こそ求め
られる「一目でわかる」文章の書き方を解説し
ています。本書自体もレイアウトにこだわり、
まさに「見せる」本に仕上げました。メール、
報告書、企画書、プレゼン資料など、文章を書
くあらゆる場面で役に立つ一冊です。

改訂版 日本語教育に生かす 

第二言語習得研究

迫田久美子 著

A5 判　272 頁　2,800 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3609-1　好評発売中

第二言語習得研究に関して、「日本語教育に生
かす」という観点からわかりやすくまとめて
あり、第二言語習得研究の入門書として最適で
す。今回の改訂では「第二言語としての習得研
究」、「日本語の習得研究と日本語教育」を新し
く書き換え、付録のキーワード数も大幅に増
加。さらに使いやすく、見やすくなりました。

段落論　日本語の 「わかりやすさ」 の決め手

石黒圭 著

新書判　264 頁　820 円＋税

光文社新書 発行

ISBN 978-4-334-04461-9　好評発売中

「段落」を意識することは、単に読み書きの力
を充実させるだけでなく、聞く力や話す力まで
も伸ばすことができる――それは、「段落」に
自分の思考をわかりやすく整理してくれる力が
あるからにほかなりません。コミュニケーショ
ンの質を向上させる「段落」の可能性を、日本
語研究の第一人者が明らかにした一冊です。



［新刊ベスト５］

１． 初級日本語げんきⅠ　第 3版
（ジャパンタイムズ出版）

２． 初級日本語げんきⅠ　ワー
クブック　第 3版

 　  （ジャパンタイムズ出版）
３． 留学生・日本で働く人のため

のビジネスマナーとルール
 　（日本能率協会マネジメ

ントセンター）
４． 初級から中級まで　STEP式

にほんご練習帳　接続表現
　　　　　　　  （ユニコム）

５． はじめての日本語能力試験
合格模試N4

　　　　　　　　  （アスク出版）

 麹町店ベスト５（３月）

麹町店店頭イベント大阪店からのお知らせ
『大阪店』改称＆ 2 周年記念☆

4月 1日（水）から書籍ご購入の先着 20名様にステーショナリーセットプレ
ゼント。ぜひご来店ください。

in 
愛知     日本語サロン研修会＠名古屋   

 読む！ 考える！ 初中級読解
【講師】   下郡麻子氏
【日時】 3月 28日（土）10:30～ 12:30（受付開始 10:00）
【会場】 ASAHI文化学院（名古屋市中川区山王 3丁目 10-9）
【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、要予約
【内容】文法も語彙もまだまだ積み上がっていない初級のレベルで、「読解なん

て無理！」と思っていませんか？　本書は、学習者の好奇心をくすぐ
る読み物を通して、読むだけではない「考える授業、話す授業」へ広
げることを目標に作りました。学生との協働の中で必ず指導する側に
も新たな発見があるはずです。読んで設問に答えるだけの授業から一
歩抜け出し、学習者の意見を持つ力、伝える力を育ててみませんか？
セミナーでは、いくつか実践例をお見せしながら皆さまといっしょに
考えたいと思います。

※新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本イベントは延期（振替日未定）
　することとなりました。なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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． 短期マスター　日本語能力
試験ドリル N3　第 2版

２． 日本語能力試験公式問題集
 第二集　N2
３． 日本語能力試験公式問題集
 第二集　N1
３． 日本語能力試験公式問題集
 第二集　N3
５．OPIによる会話能力の評価

―テスティング、教育、評
価に生かす―

 NEWS　 
● イベントの見送りについて
新型コロナウィルス感染症の影響を
鑑み、下記のイベントは延期するこ
ととなりました（振替日未定）。なに
とぞご理解を賜りますよう、お願い
申し上げます。
お問い合わせ、ご不明な点などござ
いましたら凡人社営業部までご連絡
ください。

　3月 15日（日）
　　「日本語サロン研修会＠福岡」

　3月 21日（土）
　　「日本語サロン研修会＠大阪」

▼ access

http://www.bonjinsha.com/wp/event
http://www.bonjinsha.com/wp/event
https://www.bonjinsha.com/wp/contact

