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私費外国人留学生のための大学入学案内

2021 年度版

アジア学生文化協会 編集・発行

B5 判　470 頁（予定）　2,300 円＋税

凡人社 発売

ISBN 978-4-89358-981-1　好評発売中

大学進学をめざす外国人留学生向けの大学入
試案内の最新版です。学部学科索引により希望
分野からの検索が可能です。
・全国 497大学の情報を網羅
・2021年 4月入試に対応
・入試日程、試験科目、検定料などを掲載
・入りたい大学がすぐにわかる学部学科索引
・日本留学試験（EJU）に関する情報も充実
日本語学校における進路指導に最適！　留学
生入試関係者に必携の一冊です。

改訂版 かんじ　だいすき （四）（五）（六）

国際日本語普及協会 著

B5 判　各 2,000 円＋税

凡人社 発売

（四）　200 頁　ISBN 978-4-90609-643-5　好評発売中

（五）　196 頁　ISBN 978-4-90609-644-2　好評発売中

（六） 205 頁　ISBN 978-4-90609-645-9　好評発売中

小学校の漢字が 1,006字から 1,026字となりま
した（平成 29・30年改訂学習指導要領）。１都
１道２府 43県の漢字表記をすべて 4年生まで
に学ぶ点が大きな変更で、これにともない、4、5、
6年生の配当漢字が変わっています。日本語を
母語としない学齢児が無理なく楽しくこの変化
についていけるように、改訂版を刊行しました。

理系留学生のための 自然科学の日本語

細井和雄 著

B5 判　105 頁 + 別冊 13 頁　1,600 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-870-2　9 月中旬発売予定

理系学部への進学を目指す留学生を対象に、自
然科学系の日本語の文章に慣れ親しみ、スムー
ズに専門の学習へ進めることを目指していま
す。本文は化学、工学、情報科学、医学・生命
科学、宇宙科学の 5分野から題材を選び、読
み解く力がつけられるように記事の内容を深
く理解できているかを問う練習問題、重要単語
の翻訳（英語・中国語・ベトナム語）を掲載し
ています。対象レベルはN1～N2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



基本語力アップ！

初級から学ぶ　日本語コロケーション

惠谷容子 , 飯嶋美知子 著

A5 判　224 頁　1,600 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-841-6　好評発売中

日常で役に立つ実用的なことばのコロケーショ
ン（連語）を学び、基本語力を効率的にアップ
させる教材。「お酒」→「お酒に酔う」「お酒に強
い」のように、名詞を中心にしたグループ図で
イメージを作り、例文と確認問題で表現を楽し
くわかりやすく身につけます。日本語能力試験
N3～N5対策にも。英・中・ベトナム語対訳付き。

留学生のための

考えを伝え合うプレゼンテーション

仁科浩美 著

B5 判　132 頁 + 別冊 16 頁　1,800 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-842-3　好評発売中

プレゼンに関する手順・構成や文系・理系に対
応した豊富な日本語表現を、タスクを通してコ
ミュニケーション重視で学べる一冊です。困っ
た質問への対応等、質疑応答についても丁寧に
解説しており、発表例動画（WEB配信）を参
考にプレゼンの本番に備えることができます。

外国人のための

ケーススタディで学ぶビジネス日本語 中級

千駄ヶ谷日本語教育研究所 著

B5 判　169 頁 + 別冊 39 頁　2,400 円 + 税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-853-5　好評発売中

日本・日系企業へ就職を希望する方が、日本の
ビジネス習慣の理解を深め、社内外で円滑にコ
ミュニケーションできるようになることを目指
した教材です。ケーススタディを軸とする読解
編と実践的コミュニケーション能力の習熟を図
る会話編に分かれています。音声はWEBに公開。

かんたんルールとパーツでおぼえる 

きほんの漢字 99

本田弘之 著

B5 判　92 頁　1,300 円＋税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3647-3　9 月下旬発売予定

掲載している漢字は 99字。漢字を学習しはじ
めたばかりの学習者には、漢字は「絵」や「図」
のように見え、文字としてはとても難しいもの
に感じるでしょう。本書は漢字をパーツの組み
合わせとして捉え、パーツの特徴ごとにルール
をおさえながら練習していきます。英語・ベト
ナム語・インドネシア語の翻訳付き。

読解問題 55

北嶋千鶴子 著

ノースアイランド  発行

日本の今を知る　初級

B5 判　113 頁　1,400 円＋税

ISBN 978-4-9905979-9-3　好評発売中

文法の復習もできる　N5

B5 判　105 頁　1,500 円＋税

ISBN 978-4-9905979-8-6　好評発売中

文法の復習もできる　N4

B5 判　127 頁　1,700 円＋税

ISBN 978-4-9905979-7-9　好評発売中

文法の復習もできる　N3

B5 判　125 頁　1,700 円＋税

ISBN 978-4-9905979-6-2　好評発売中

日本語能力試験の対策問題集シリーズ。どの問
題も解いて楽しく、内容も興味深いと好評です。
「文法の復習もできる」シリーズは日本語能力
試験と同様の形式をとっています。巻末の詳し
い文法解説が学習者にとって役に立ちます。



フォーミュラと外国語学習 ・ 教育

定型表現研究入門

金澤佑 編

A5 判　202 頁　2,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-834-8　9 月下旬発売予定

近年、単語だけでなく、語のつながりの指導が
重要だと言われています。本書は、フォーミュ
ラ（定型表現・連語・コロケーション）について、
卒論・修論で研究したいという入門者を想定し
解説します。また、英単語親密度の知見を組み
入れたフォーミュラ一覧表を作成、それを活用
した研究事例なども紹介します。

言語景観から学ぶ日本語

磯野英治 著

A5 判　160 頁　1,600 円＋税

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21381-2　好評発売中

本書では、街にある看板、ポスター、案内表
示、ラベルやステッカーなどの観察を通して
「言葉」のしくみや役割を学習できます。「音声
と表記」「正用と誤用」「語用論的使用」といっ
た言語学的な物の見方の初歩を学ぶとともに、
「方言使用」「国際化・多民族化」といった言語
使用の社会的背景も扱っています。

日本語の自然会話分析

BTSJ コーパスから見たコミュニケーションの解明

宇佐美まゆみ 編

A5 判　304 頁　4,200 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-835-5　10 月中旬発売予定

会話は、人間のコミュニケーションの原点で
す。本書は、国内外で活躍する気鋭の研究者が、
国立国語研究所『BTSJ日本語自然会話コーパ
ス』を利用し、それぞれの観点と方法で分析し
コミュニケーションの解明に迫るという試み
です。日本語教育における「会話教育」に新し
い息吹きを吹き込みます。

JSL バンドスケール　子どもの日本語の発達段階を

把握し、 ことばの実践を考えるために

川上郁雄 著

B5 変判　各 2,000 円＋税

明石書店 発行　好評発売中

小学校編　　180 頁　ISBN 978-4-7503-5077-6　

中学 ・ 高校編　　132 頁　ISBN 978-4-7503-5078-3

JSLバンドスケールは、日本語を第 2言語とし
て学ぶ子どもたちの日本語能力を把握するため
に開発された「測定基準」で、子どもの日本語
の発達段階を把握し、「ことばの力」を育むため
どのような実践を行うかを考えるツールです。
教員や日本語教室の指導員等「日本語を学ぶ子
ども」を支えるすべての方に有用な一冊です。

ベトナム人に日本語を教えるための

発音ふしぎ大百科

金村久美 , 松田真希子 著

A5 判　348 頁　3,200 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-919-9　好評発売中

近年増加しているベトナム人の日本語学習者に、
日本語の発音を教える際の悩みの声に応える一
冊。どうしてこのような発音になるのか？　ベ
トナム語にはどのような仕組みがあるのか？　
どのように指導すれば上手になるのか？　ベト
ナム人学習者のさまざまな発音の特徴を解説し、
その原因と効果的な指導法を紹介します。



オン
ライン    日本語教育を取り巻く環境変化と私たちが取り組むべきこととは？

【講師】  神吉宇一氏
【日時】 10月 2日（金）15:00～ 16:30（オープン 14:30）
【定員】 300名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
【主催】ラーンズ、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「オンライン日本語サロン研修会（日本語教育を取り巻く環境変化と私たちが取り組むべきこととは？）」と入れて 
     本文にご氏名・ご所属・ご連絡先をご記入いただき、メールをお送りください。
 ※次の URLのお申し込みフォームからもお申し込みいただけます。（https://bit.ly/2DT0qq2）

オン
ライン    教科書を“探す・選ぶ・活用する”

【講師】  田中祐輔氏
【日時】 11月 8日（日）10:30～ 12:00（オープン 10:00）
【定員】 120名（先着順。定員い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】 申し込み開始：9月 20日（日）
 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）
 ※件名に「オンライン日本語サロン研修会（教科書を“探す・選ぶ・活用する”）」と入れて本文にご氏名・ご所属・ご連絡 
 　先をご記入いただき、メールをお送りください。
 ※次の URLのお申し込みフォームからもお申し込みいただけます。（https://bit.ly/3lTheye）

📡イベントの最新情報はウェブをご覧ください　https://www.bonjinsha.com/wp/event

営業部からのお知らせ

 NEWS　 
●凡人社（麹町店・大阪店）　
　臨時休業期間延長のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、弊社の以
下の店舗は臨時休業しています。営業再開の見込みが
立ちましたら、ウェブ、SNS等でお知らせいたします。
ご迷惑をおかけしますが、なにとぞご了承ください。

対象店舗：凡人社麹町店・大阪店
期間：2020年 4月 1日（水）～未定
※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

●各種試験の実施状況　
 （2020 年 9 月 9 日時点の情報に基づく）
・日本語能力試験　第 2 回（12 月）試験　
 9月 4日（金）～ 9月 17日（木）出願受付
 12月 6日（日）実施予定
・日本留学試験（第 2 回）
 11月 8日（日）実施予定
 ※出願受付は終了しています
・日本語教育能力検定試験
 10月 25日（日）実施予定
 ※出願受付は終了しています。
★詳細は各実施団体のウェブサイトでご確認ください。

１．「再話」を取り入れた日本語授業　初中級からの読解（凡人社）
２． 考える人のための上級日本語読解（凡人社）
３． 入門・やさしい日本語（アスク出版）
４． ねっこ　日日学習辞書　動詞・形容詞 300（三修社）
５． 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（明石書店）

新刊ベスト５（8 月）
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