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ねっこ　日日学習辞書　動詞 ・形容詞300

砂川有里子 監修　関かおる , 尾沼玄也 執筆　

小室夕里 解説

B6 判　496 頁　2,800 円＋税　三修社 発行

ISBN 978-4-384-05761-4　好評発売中

動詞、い形容詞、な形容詞から基本的な 300
語を選び、コーパスを元に使用頻度の高い語義
を採用するとともに、見出し語がよく使われ
る場面に沿った約 3,000の例文を収録していま
す。母語や母文化の隔てなく誰にでも理解でき
る語釈と例文にこだわり、学習者の「わかりや
すい」を追求しました。教科書で一度は見たこ
とがある基本的な語彙をもっと使えるように
なるための、モノリンガル学習辞書です。

そのまんまの日本語　自然な会話で学ぶ

遠藤織枝 編　阿部ひで子 , 小林美恵子 , 三枝優子 ,

髙橋美奈子 , 髙宮優実 , 中島悦子 , 本田明子 , 谷部弘子 著

B5 判　140 頁　2,000 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-921-2　好評発売中

自然の談話の録音資料から選び抜いたナマの
会話を使った、中級学習者向けの日本語会話教
科書です。わざとらしい整った会話や型通りの
話し方を廃し、実際の会話をもとに、日本人の
コミュニケーションの実際と、今の日本語の本
当の姿を学ぶことができます。別冊語彙リスト
（英・韓・中国語訳）小冊子、音声 CD付き（音
声はダウンロードも可）。

「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　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。

 例えば、Zoom のブレイクアウトルームでペアに

よる再話活動をするなど、Web 会議ツールを利用

した授業にも取り入れられそうです。学習者がい

きいきと取り組む読解授業、体験してみませんか。

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



多文化社会のコミュニケーション

買いかぶらず、 決めつけない基本スキル

山本喜久江 , 八代京子 著

A5 判　216 頁　2,000 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05976-2　好評発売中

多様なバックグラウンドを持つ人々と共に暮ら
すことが当たり前となり、異なる文化的背景を
持つ者の間では「難しく見える状況」が起こり
がちです。そんな状況を建設的で楽しい学びの
場とするために、具体的な事例からコミュニ
ケーション・スキルの養成を考え、より良い人
間関係の構築を目指していくための一冊です。

多文化共生のための

シティズンシップ教育実践ハンドブック

多文化共生のための市民性教育研究会 編著

B5 判　176 頁　2,000 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-4999-2　好評発売中

シティズンシップ教育の授業づくりと実践に
活用できる教材集です。多文化、多様性、社会
的包摂、アイデンティティなどの観点から、学
校のルールづくり、住居、労働、医療、災害な
ど７つのテーマを設定し、生徒に「主権者とは
誰か？」を問いかける授業を提案します。

大学１年生の君が、 はじめてレポートを書く

まで。

川崎昌平 著

A5 判　168 頁　1,400 円＋税

ミネルヴァ書房 発行

ISBN 978-4-623-08889-8　好評発売中

大学生になったけど……どう勉強すればいい
の？　「ノートのとり方」「図書館の使い方」
「ネットの読み方」「意見のたて方」「引用の仕
方」「やる気の保ち方」……知りたいことがいっ
ぱいのあなたに。マンガの登場人物たちといっ
しょに読みすすむことで、学びの基本が身につ
く一冊です。

どうすれば論文 ・ レポートが

書けるようになるか

学習者から学ぶピア ・ レスポンス授業の科学

石黒圭 , 鳥日哲 編著

A5 判　292 頁　2,400 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-020-9　好評発売中

日本語学習者は、日本語による論文の書き方を
どのように学んでいくのでしょうか。本書は、
協働学習のひとつであるピア・レスポンスの授
業の実際を描き出し、その習得過程を明らかに
します。日本語教師だけでなく、論文・レポー
トの執筆指導に携わるすべての人に役立つ一
冊。

新訂版　トピックによる日本語総合演習　

テーマ探しから発表へ　中級前期

佐々木薫 , 赤木浩文 , 安藤節子 , 草野宗子 , 田口典子 編著

B5 判　105 頁　1,500 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-850-4　好評発売中

『トピックによる日本語総合演習 テーマ探しか
ら発表へ 中級前期』の新訂版です。改訂版の
発行から約 10年を経たことを機に、古くなっ
たグラフ等のデータを新しくし、時代に合わせ
て本文にも一部修正を加えました。また、こと
ばと文法解説にベトナム語訳を追加いたしま
した。

10代からの批判的思考　社会を変える9つのヒント

名嶋義直 編著

A5 判　276 頁　2,300 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5010-3　好評発売中

多様化や複雑化が進む現代社会では「生きる
力」が求められています。特に批判的思考力は
重要です。学校生活から、生涯教育、働き方、
メディア、表現の自由、多文化共生、グローバ
人材まで、読者と執筆者が一緒になってアク
ティブに考える、多様な生き方の羅針盤。



第二言語習得研究モノグラフシリーズ4

第二言語習得研究の波及効果

白畑知彦 , 須田孝司 編

A5 判　232 頁　3,200 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-826-3　好評発売中

日本における最前線の第二言語習得研究を紹
介する好評シリーズの第 4弾です。前半では
英語の過剰一般化や、日本語の主節に関する習
得、中国人の L1tenniなど、文法に関すること、
後半では日本留学前後の話す力や第 3言語習
得における発音習得など、発話に関することを
テーマに、合計 7篇を収録しました。

明解日本語学辞典

森山卓郎 , 渋谷勝己 編

B6 判　208 頁　2,000 円＋税

三省堂 発行

ISBN 978-4-385-13580-9　好評発売中

日本語学の基礎から専門知識まで学べるハン
ディな辞典です。項目見出し（約 230）がすべ
てページ冒頭にあり、引きやすい・読みやすい
レイアウトとなっています。また、「目次索引」
や「英日対照表」を活用することにより、より
知識を深めることができるよう工夫しました。
日本語のしくみ、豊かさを発見する辞典です。

外国人研修生の日本語学習動機と研修環境

文化接触を生かした日本語習得支援に向けて

守谷智美 著

A5 判　168 頁　2,600 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5012-7　好評発売中

「外国人研修生」とはどのような人たちであり、
日本社会で日本語習得とどう向き合い、どのよ
うな支援を必要としているのでしょうか？　
日本国内の企業で実務研修を行う研修生を焦
点に、研修という社会的文脈の中での日本語学
習動機と研修環境との関連を明らかにし、研修
生にとって必要な日本語習得支援とは何かを
検討します。 シリーズ言語学と言語教育　36

日本語教育における 「のだ」 の研究

戴宝玉 著

A5 判　280 頁　4,200 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-864-2　好評発売中

日本語学習者にとって習得困難な表現である
ノダの全体像を掴むことを試みる。先行事態を
必要とするものと必要としないものの 2つに
わけることによって、一見無秩序に見えるノダ
の多様な意味を統一的に解釈することが可能
になった。外国人日本語教師の立場から、研究
が教育現場でも役立つよう配慮しています。

日本語のイントネーション

しくみと音読 ・朗読への応用

郡史郎 著

A5 判　256 頁　2,600 円＋税

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21379-9　好評発売中

著者 40年の研究成果にもとづき、日本語のイ
ントネーションのしくみを詳しく解説。原理を
理解した上で、日本語教育・国語教育（音読）
や朗読、音訳、アナウンス、演技などの実践に
役立てることができます。定番教材「ごん狐」
の朗読を詳細に分析。練習問題や例文の音声も
用意されています。



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の延長を受けて、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 31日（日）   

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

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

【日本語学習者向け】
• ことばのテーブル 100枚プリント　第 1集～第 24集
 （葛西ことばのテーブル）
• 新 わくわく文法リスニング 1・2（凡人社）
• シャドーイングで日本語発音レッスン（スリーエーネットワーク）
• どんどん読める！日本語ショートストーリーズ vol.1～3（アルク）
• 新 にほんご会話トレーニング（アスク出版）

【日本語教師向け】
• 日本語教師のための TIPS77（くろしお出版）
• 7日でわかる日本語教師のための IT講座
 （くろしお出版）
• 教室への ICT活用入門（国書刊行会）
• ICT×日本語教育（ひつじ書房）
• アカデミックスキルとしての ICT活用（技術評論社）

自習に最適！　おすすめ書籍　　　      ※ベスト 5はお休みいたします。（店舗臨時休業中のため）

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

