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Japanese for Travelers Made Easy

かんたん日本語☆旅手帳

清ルミ 著

新書判　192 頁　1,000 円＋税　

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-483-3　好評発売中

訪日外国人が日本滞在を十分楽しめるよう、場
面別に日本語の基本フレーズを紹介。やさしい
日本語を使った短い表現でローマ字と英訳が付
くので、日本語ゼロの人でも大丈夫。飲食店や
寺社などの文化体験もイラストを交えてわかり
やすく解説。会話文と単語は音声DL付き。日
本旅行のお供に最適の一冊。

おしゃべりしながら　書くことを楽しむ中級作文

杉浦千里 , 木戸光子 著

B5 判　60 頁 + 別冊 32 頁　1,500 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-88358-978-1　8 月中旬発売予定

学習者同士でわいわいがやがや話しながらア
イディアを考え、作文のルールを学んで正し
く書き、それをお互いに読んで話し合い、もっ
といい言葉、ぴったりの表現に変えて書き直し
ます。作文のイメージが変わるかもしれませ
ん。よく知っていることについて、400字ぐら
いのまとまりのある、読み手に伝わる（読んで
よかったと思える）文章を書くことをめざしま
す。初級レベルの学習が終わった人、また、普
通体や書き言葉で書けるようになりたい中級
レベルの人向け。アカデミック作文の入門とし
ても適しています。

 学習者の協働活動の部分をオンライン授業で行う

のもおすすめです。

日本語プロフィシェンシー研究 第 8 号

日本語プロフィシェンシー研究学会 著

B5 判　168 頁　2,000 円＋税

凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-977-4　好評発売中

「プロフィシェンシー」をキーワードとして、
日本語教育におけるさまざまなテーマについ
て、気楽に議論し、学び合っていくことをめ
ざす「日本語プロフィシェンシー研究学会
（JALP）」。JALPが年 1 回発行する研究誌の最
新号です。本号には、研究学会での発表に加筆・
修正をした「発表論文」6本のほか、「依頼論文」
1本、シンポジウム要旨などが掲載されていま
す。

 創刊号～第 7 号も好評発売中です。
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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



学習者中心の教育を実現するインストラク

ショナルデザイン理論とモデル

C. M. ライゲルース，B. J. ビーティ，R. D. マイヤーズ 編

鈴木克明 監訳

A5 判　512 頁　4,500 円＋税

北大路書房 発行

ISBN 978-4-7628-3111-9　好評発売中

脳科学や学習科学、情報技術や ITコミュニケー
ション、教育の効果・効率の最大化を求める社
会的ニーズ。これらのさまざまな変化は「学習
者中心」を指向し、何をどう教えるか、どう評
価するかの全てを変化させます。本書は新しい
教育パラダイムへの包括的な指針を提供します。

新次元の日本語教育の理論と企画と実践

第二言語教育学と表現活動中心のアプローチ

西口光一 著

A5 判　205 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-840-9　好評発売中

日本語そのもの、特に文法の指導に関心が強い
日本語教育の現状を見直し、学習者の自己表現
を通して、人とつながり、交わることをめざす
新たな教育実践を提唱する一冊です。そのため
の教育企画と具体的な教材、それを支える第二
言語習得や習得支援についての理論を説明し
ます。

日本語能力試験 N5　

直前対策ドリル & 模試　文字 ・ 語彙 ・ 文法

森本智子 , 高橋尚子 , 松本知恵 著

B5 判　128 頁　1,200 円 + 税

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-486-4　好評発売中

短期集中で一気に合格に近づく、直前対策に最
適の本。文字・語彙と文法に分けた構成なので、
対策学習に便利。実戦形式のドリル 15回分と
模試 3回で確実に実力アップ。さらに、「テー
マ別ミニ特訓講座」で重要項目の整理・補強が
できる。別冊の解答・解説も丁寧で効果的。英語・
ベトナム語の部分訳付き。

学習環境のイノベーション

山内祐平 著

A5 判　304 頁　3,600 円＋税

東京大学出版会 発行

ISBN 978-4-13-051354-8　8 月下旬発売予定

アクティブ・ラーニングなど学習思想の進化
は、Moocsや ICT授業など技術の進化とあい
まって、いま学びのかたちを決定的に変えてい
ます。そのかたちはどんな内容を学習者にもた
しうるのか。第一人者が自らデザインした事例
も交え、理論と実践の双方から解説する決定
版。

日本留学試験模擬テスト 3 回分　理系編

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　3,800 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3637-4　好評発売中

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たものです。
すべての問題の詳しい解説と、聴解・聴読解の
音声は無料でダウンロードできます。

 「文系編」も好評発売中です。



自動詞と他動詞の教え方を考える

江田すみれ , 堀恵子 編

A5 判　204 頁　2,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-838-6　好評発売中

自動詞と他動詞の教え方について、第二言語習
得、日本語学、対照研究、コーパス研究の諸分
野の分析と授業実践に関する 8本の論文を収
録。文法に限らず語彙や文体、コロケーション
の観点からも自他動詞を捉え、授業で扱う事項
についても議論しています。問題点の整理と教
授法の模索を行いたい教師へ贈る一冊です。

新装版　カナダの継承語教育

多文化 ・ 多言語主義をめざして

ジム・カミンズ , マルセル・ダネシ 著

中島和子 , 高垣俊之 訳

A5 判　248 頁　2,400 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5030-1　好評発売中

多文化教育先進国カナダでは、移民が持ち込ん
だ言語や文化を教育の中にどのように取り入れ
ようとしてきたのでしょうか。バイリンガル研
究の第一人者カミンズとダネシによる 1990年
の名著に、著者と訳者による過去 30年の状況
についての補論を追加した待望の新装版です。

日本語学習者の読解過程

野田尚史 編

A5 判　284 頁　3,600 円＋税

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-021-6　好評発売中

学習者の読解について、1) どんな点を難しい
と感じるか、2) わからない部分をどう推測し
ているか、3) 辞書使用、4) 読解過程の縦断的
研究、5) ピア・リーディング、6) 書くための
読解といったテーマから、その実態に迫ってい
きます。今後の日本語学習者の読解研究の道し
るべとなる一冊です。

マンガの認知科学

ビジュアル言語で読み解くその世界

ニール・コーン 著　 中澤潤 訳

A5 判　288 頁　4,800 円＋税

北大路書房 発行

ISBN 978-4-7628-3108-9　好評発売中

私たちはマンガの物語をどうやって理解して
いるのでしょうか？　その問いの答えを、アメ
リカの認知科学者兼コミック作家である著者
が探ります。絵や記号、コマなどを「ビジュア
ル言語」という一種の言語ととらえ、マンガを
読むときの「文法」の仕組みを、言語学・認知
心理学・比較文化学を駆使して検証します。

多文化共生保育の挑戦

外国籍保育士の役割と実践

佐々木由美子 著

A5 判　208 頁　3,500 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5050-9　好評発売中

外国籍児の育ちを保障するためにはどうした
らよいのでしょうか。在日外国人集住地域の群
馬県大泉町での現状や課題を丹念な聞き取り
調査から描きます。多文化コミュニティにおけ
る外国人の子どもの発達の鍵を握る外国籍保
育士の役割や実践について新たな可能性を探
る一冊です。

レポート ・ 論文をさらによくする 「引用」

ガイド

佐渡島紗織 , オリベイラ・ディエゴ , 嶼田大海 ,

デルグレゴ・ニコラス 著

A5 判　104 頁　1,500 円＋税

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-22271-5　好評発売中

大学生・大学院生がレポートや論文を書く際に
最も悩むポイントが「引用」であるといわれま
す。本書では、豊富な実例をもとに引用の意義
やルールをやさしく解説し、文章の説得力を高
める効果的な引用の仕方を伝授します。また、
電子書籍や動画の引用にも言及しています。



◆凡人社限定販売！◆『100枚プリントシリーズ』『言語訓練カード』（葛西ことばのテーブル）

『はたらくための日本語』（ラーンズ）　のご注文方法について
★教材一覧はウェブでご確認ください ➡➡➡（https://bit.ly/3dRsTZX）

【個人でご注文の方】
◎ ご注文方法…WEB注文／ FAX注文／店頭購入（麹町店・大阪店）
◎ お支払い方法…代金引換／クレジットカード／郵便振替（前払い）／銀行振込（前払い）
　　　　　　
【法人顧客登録のある法人様・団体様でご注文の方】
◎ ご注文方法…通常のご注文と同様に、メールまたはWEBよりご注文ください
◎ お支払い方法…請求書払い（後払い）

【法人顧客登録のない法人様・団体様でご注文の方】
◎【個人でご注文の方】と同様のご注文方法・お支払い方法となります
◎「請求書払い」をご希望の方は法人登録が必要となりますのでご連絡ください
  （mail:info@bonjinsha.co.jp  TEL:03-3263-3959）

【書店の方】
◎ 上記の商品は、直販のみとなります。（卸販売、書店流通不可）
◎ 【個人でご注文の方】と同様のご注文方法・お支払い方法となります。
★ご注文方法の詳細は、凡人社通信No,335（2020年 6月 15日号）をご参照ください。

ご注文方法について（「葛西ことばのテーブル」「はたらくための日本語」）

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、現在もまだ弊社にいらっしゃる皆さまの安全を十分に確保できる状態で
はないと判断し、以下のとおり臨時休業の期間を延長することといたしました。営業を再開できる見込みが立ちまし
たら、ウェブサイト、SNS等でご案内いたします。引き続きお客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願
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）～ 7月 31日（金）
※通信販売や書店さまからの注文は通常どおり承っています。
　注文方法について詳細は次の URLをご参照ください。https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9443.html

7月 1日からプラスチック製買い物袋の有料化制度が開始されました。お
買い物のときにはぜひマイバッグをご持参くださいますようお願い申し
上げます。
なお、弊社の袋は 7月 1日以降、以下のと
おり有料といたします。なにとぞご協力を
お願いいたします。

対象： 凡人社麹町店・大阪店、
 各種出張販売
料金： ビニール袋：10円（税別）
 手提げの紙袋：100円（税別）

麹町店・大阪店から「臨時休業期間延長」のお知らせ　

マイバッグをご持参ください　  NEWS　 
●	令和 2 年度
	 日本語教育能力検定試験
［試験日］ 2020年 10月 25日（日）

［出　願］ 2020年 7月 20日（月）
 ～ 8月 3日（月）（当日消印有効）
★	出願期間が短くなっています。
	ご注意ください。

＊ 詳細は、主催者ウェブサイトをご覧く
ださい。http://www.jees.or.jp/jltct/

＊『受験案内（出願書類付き）』
（400円税込）を販売します。

＊ 試験勉強のスタート、総仕上げには、
 過去問題集を！

https://bit.ly/3dRsTZX
mailto:info@bonjinsha.co.jp
https://www.bonjinsha.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.pdf
https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9443.html
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13354
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13354
http://www.jees.or.jp/jltct/

