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文法も復習できる N1　読解問題 55　

北嶋千鶴子 著

B5 判　145 頁　1,800 円＋税

ノースアイランド 発行

ISBN 978-4-9905979-4-8　好評発売中

読解問題と 93項目の文法問題で日本語能力試
験N1レベルの実力がつきます。読解文では実
用的なこと、学習者にとって興味深いこと、日
本と世界で起きていることなどをとりあげ、問
題を解きながら世界情勢を把握することもでき
ます。内容理解の短文 15問、中文 12問、長文
7問、総合理解 7問、主張理解 7問、情報検索
7問から構成されています。すべての問題につ
いている詳しい解説が学習者の理解を助けます。
巻末の文法リストは索引として利用できます。

知る ・ 考える ・ 伝える　日本語

中級から上級へ

原やす江 編著

城西大学出版会 発行

B5 判　264 頁 + 別冊 40 頁　2,000 円＋税　

ISBN 978-4-907630-62-1　好評発売中

コンテンツと日本語を同時に学ぶ「内容言語
統合型学習（Content and Language Integrated 
Learning,CLIL）」の教科書です。日本語学習
者を取り巻く社会について「広告」「文化」「環境」
「科学」「経営」などテーマごとの視点から「知る、
考える、伝える」ことを通じ、知識や教養が深
まるとともに、日本語の総合的な能力も向上す
る構成となっています。聴解音声は、目次掲載
のQRコードをスマホでかざすと、ダウンロー
ドと再生ができます。

「再話」 を取り入れた日本語授業

初中級からの読解

読んで理解したことが伝えられるようになるために

小河原義朗 , 木谷直之 著

B5 判　184 頁 + 別冊 48 頁　予価 2,000 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-972-9　5 月下旬発売予定

ペアで同じ素材を読み、それを読んでいない相
手に伝えるつもりで内容を話すという「ペアに
よる再話活動」を提案する一冊。背景にある理
論、具体的な行い方、授業に取り入れるコツな
どを実践例とともに紹介します。別冊付録とし
て、すぐに使える 40の読解素材が付いています。

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



はじめての日本語能力試験 合格模試 N5

アスク出版編集部 編著

B5 判　108 頁 + 別冊 3 冊　1,800 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-312-4　好評発売中

はじめて日本語能力試験を受ける人でも、問題
形式ごとのポイント解説と 3回分の模試で万
全の態勢を整えて本番に臨むことができます。
問題冊子は試験ごとの別冊にし、英語・中国
語・ベトナム語の訳が付いた詳しい解説を掲載
しました。入力するだけで採点や集計ができる
Excelシートや解答用紙、そして聴解用の音声
をWebから提供しています。

【動画付き】 おもてなしの日本語　

心で伝える接遇コミュニケーション　基本編

林千賀 , 羽鳥美有紀 , 齋藤貢 著

B5 判　184 頁 + 別冊 28 頁　2,300 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-329-2　好評発売中

接客業をする上で必要な「ことば」と「おもて
なしの心」を学ぶ動画付き（Web配信）教材です。
各課の Can-doに沿って必要最小限の「おもて
なしフレーズ 64」を、会話練習等を通じて習
得します。専門学校や観光系大学の留学生、接
客に従事する外国人向け、対象はN3相当から、
英・越・中国語訳付きです。

読む力　初中級

奥田純子 監修　竹田悦子 , 久次優子 , 丸山友子 ,

矢田まり子 , 内田さつき 編著

B5 判　128 頁＋別冊 28 頁　1,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-827-0　4 月下旬発売予定

大好評の読解教材『読む力』に初中級編が登場で
す。ことばの理解を問う「言語タスク」と、文脈
理解を問う「認知タスク」を通して、アカデミッ
クで深い読みを身につけることを目指します。
読み物は、書き下ろしから生の文章まで収録さ
れ、段階的に読む力を養います。日本語能力試
験N3レベルの学習者におすすめの一冊です。

日本留学試験模擬テスト 3 回分 文系編

東京国際ビジネスカレッジ神戸校， 時事日本語学院 著

B5 判　284 頁 + 別冊 68 頁　3,500 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3624-4　4 月下旬発売予定

本書は長年にわたり日本留学試験の指導をし
てきた日本と韓国の学校が、これまで年 2回
実施してきた日本留学試験の模擬試験を、改め
て 3回の良質な模擬試験に再編し、丁寧な解
説を付けました。本には問題のみが載ってお
り、すべての問題の解説と、聴解・聴読解の音
声は無料でダウンロードできます。

みえこさんのにほんご　名詞の絵カード 100

三重県国際交流財団 編著

絵カード（182mm × 257mm）100 枚　オールカラー 

別冊 8 言語の単語リスト付き　4,091 円＋税

三重県国際交流財団 発行

ISBN 978-4-9903035-4-9　好評発売中

学校や日常生活で使うもの、教科学習に必要な
もの、自然の事物などから 100種類を選んで、
きれいなカラーイラストで表現しました。外国
人児童や就学前の子どもたちの指導に最適で
す。ポルトガル語・スペイン語・中国語・韓国語・
英語・タガログ語・ベトナム語・タイ語の単語
リストが便利です。

Casual Nihongo ／カジュアル日本語

あっきー 著

A5 判　220 頁　1,800 円＋税　アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3613-8　好評発売中

一般的な教科書では学べない「自然な日本語」
「カジュアルな日本語」が身につく教材。間
違えやすい学習項目を選定し、解説を盛り込
み、友だちや恋人と自然な日本語で話せるよう
に工夫しました。リアルな場面設定をし、わ
かりやすいイラストと会話例を載せています。
YouTubeチャンネル「三本塾」と連動し、関連
動画を見ながら学習を深めることもできます。



初中級レベル　ロールプレイで学ぶビジネス日本語

場面に合わせて適切に話そう

村野節子 , 山辺真理子 , 向山陽子 著

B5 判　174 頁 + 別冊 21 頁　1,800 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-846-7　好評発売中

「ロールプレイで学ぶビジネス日本語」シリー
ズの初中級編で、初級修了時から使えます。職
場で仕事をする上で必要最小限のビジネス日
本語を学び、相手に失礼のないコミュニケー
ションがとれることをめざしています。特に口
頭能力の養成を重視し、ロールプレイを豊富に
取り入れています。音声はウェブサイトにて配
信。語彙に英語、中国語、ベトナム語訳付き。

自然会話分析への語用論的アプローチ

BTSJ コーパスを利用して

宇佐美まゆみ 編

A5 判　396 頁　4,500 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1039-0　好評発売中

自然な会話の分析はどのように日本語教育に
生かせるのか。本書では、コミュニケーション
の語用論的分析に適した「基本的な文字化の
原則（Basic Transcription System for Japanese: 
BTSJ）」を活用して、自然会話データを分析。
研究と教育を直結させます。

講座　言語研究の革新と継承　4 ／ ５

池上嘉彦 , 山梨正明 編

各 4,200 円 + 税

ひつじ書房 発行

認知言語学 I　　A5 判　420 頁

ISBN 978-4-89476-670-9　好評発売中

認知言語学 II　　A5 判　436 頁

ISBN 978-4-89476-671-6　好評発売中

研究分野の全体像をわかりやすく概説しつつ、
本格的な研究への誘いとなることをめざして
作られたシリーズです。今回刊行した『認知言
語学 I・II』は、広い分野に発展する研究を一
望するため、2冊合わせて 33におよぶ テーマ
に分けて解説した、認知言語学を知るには絶好
の書です。日本語教育の章もあります。

データに基づく日本語モダリティ研究

田窪行則 , 野田尚史 編

A5 判　228 頁　3,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-828-7　好評発売中

日本語のモダリティは先行研究の多い分野です
が、本書は近年構築されているさまざまなコーパ
スや実験データに基づき実証的に論じることに
よって新たな知見を提供しています。また文法だ
けでなく音声や対照研究、脳科学といった観点か
らの論文もあり、これまでのモダリティ研究とは
一味違った面白さを体感できる一冊です。

改訂版 多文化共生のコミュニケーション

徳井厚子 著

A5 判　232 頁　2,200 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3608-4　好評発売中

日本語教育の現場を軸に多文化共生に必要とさ
れるコミュニケーションとは何かをわかりやす
く説明。異文化コミュニケーション理論だけでな
く、具体的な事例を豊富に盛り込み、実践できる
活動も多数掲載。さまざまな角度から多文化共生
について理解できるように構成されています。



［新刊ベスト５］

１． 新完全マスター単語　日本語
能力試験　N1重要 2200語
（スリーエーネットワーク）

２． カジュアル日本語　Casual 
Nihongo

 　  （アルク）
３． 令和元年度 日本語教育能力

検定試験 試験問題
 　（凡人社）
４． 初中級レベル　ロールプレ

イで学ぶビジネス日本語 
  （スリーエーネットワーク）

５． はじめての日本語能力試験
合格模試N5

　　　　　　　　  （アスク出版）

 麹町店ベスト５（３月）

麹町店店頭イベントお知らせ

『いろどり 生活の日本語』
リリースのご案内

『いろどり 生活の日本語』
は、外国の人たちが日本で
生活や仕事をする際に必要
となる、基礎的な日本語の
コミュニケーション力を身
につけるための教材です。
国際交流基金が制作し、弊
社は編集のお手伝いをいた
しました。

 【特長】
① 教材はウェブからダウンロード無料
　ウェブサイトはこちら（ https://www.irodori.jpf.go.jp/）
② 目標が明確だから 達成感につながる
　 JF日本語教育スタンダードの理念等に基づき、実際のコミュニケーションに
おいて、どんな場面で何ができるかという課題遂行を学習目標にしています
ので、すぐに使える日本語を勉強することができます。

③リアルな音声 リアルな素材 だから実生活で使える
 豊富な音声ファイルを使った聴解や会話の練習、本物に近い素材を使った読
解練習などを通じて、すぐに使える日本語力を着実に伸ばしていくことがで
きます。

④ 文法ノートで自習をサポート
 各課で扱う文型について詳しい説明があり、授業はもちろん予習や復習に活
用することができます。自習している学習者も文法についてしっかり理解し
ながら、学習を進められます。

⑤ 日本語だけでなく日本の社会や文化もわかる
 各課の終わりに「日本の生活 TIPS」というコラムがついています。時間や
年齢に対する日本人の考え方からサブカルチャーまでさまざまな知識を得る
ことができます。

＊ 入門レベルは 2020年 10月公開予定
＊ この「お知らせ」は国際交流基金バンコク日本文化センターウェブサイトを参考に作成しました。

新型コロナウイルスの感染拡大にともない出された緊急事態宣言を受けて、弊
社の店舗は以下のとおり臨時休業とさせていただきます。その後の営業予定に
ついては随時弊社ウェブサイト、SNS等でご案内いたします。お客様にはご迷
惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

店舗：凡人社麹町店・大阪店
期間：2020年 4月 1日（水）～ 2020年 5月 6日（祝・水）   

なお、店舗の休業中も通信販売によるご注文は可能です。個人のお客様の通信
販売はウェブから、法人顧客、書店さまからのご注文は eメール、FAX等でお
願いいたします。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。
WEB：https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9344.html
メール：info@bonjinsha.co.jp

麹町店・大阪店からのお知らせ

［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　N3

１． 日本語能力試験公式問題集
 第二集　N4
３． 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
 N2
５．平成 30年度 日本語教育能

力検定試験 試験問題

 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、弊社のすべてのイベントは延
期しています。延期になったイベン
トの日程の再設定や、新しいイベン
トについては随時ウェブサイト等で
ご案内いたします。
https://www.bonjinsha.com/wp/
event

また、皆さまの元気な姿が見られる
のを楽しみにしております。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。

https://www.irodori.jpf.go.jp/

https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9344.html
mailto:info%40bonjinsha.co.jp?subject=
https://www.bonjinsha.com/wp/event
https://www.bonjinsha.com/wp/event
https://www.bonjinsha.com/wp/contact
https://www.irodori.jpf.go.jp/ 

