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多様化する子どもに向き合う教師たち
継承語教育 ・ 補習授業校におけるライフストーリー研究
瀬尾悠希子 著
A5 判 300 頁 3.300 円＋税
春風社 発行
ISBN 978-4-86110-693-4 好評発売中

在外教育施設である補習授業校で行われる日本
語／継承語教育の実状を、三人の教師の授業実
践の語りを分析することで検討し、学校教育や
教師のあり方への再考を促しています。複数の
言語や文化の中にいる子どもが言葉を学びつつ
自己を育むことのできるよう、教師の専門知・
実践知の過程を捉える、現職教師へも薦めたい
アクチュアルな問題提起に基づく一冊です。

多様性ファシリテーションガイド
参加型学習の理論と実践

移民が導く日本の未来

森田ゆり 著

ポストコロナと人口激減時代の処方箋

B5 判 328 頁 3,600 円＋税

毛受敏浩 著

解放出版社 発行

四六判 216 頁 2,000 円＋税

ISBN 978-4-7592-2351-4 好評発売中

明石書店 発行

職場や学校などで多様性と向き合う人に対し、

ISBN 978-4-7503-5066-0 好評発売中

人権という概念を基本としながら、偏見やステ

本書は、筆者の体験をもとに政策転換に至った

レオタイプから脱し、さまざまな人を尊重した

政治の舞台裏を明らかにするとともに、中長期

率直なコミュニケーションを図る力を育むこと

の視点から移民受入れの未来予測を成功例の

を目的とした、ファシリテーションの手引き書

ストーリーとして示す一方で、人口減少が激化

です。実践できるアクティビティの紹介をはじ

してレジリエンスが低下するポストコロナ時

め、参加型学習理論の解説、外国人労働者の迎

代こそ、本格的な移民政策への移行のチャンス

え入れや LGBTQ についてなど、近年の社会の

として、これからの日本の歩むべき道を提示し

変化にもとづく資料と論考を収録しました。

ます。

初級日本語 げんき II 第 3 版

日本語学習者のための日本古典入門

坂野永理 , 池田庸子 , 大野裕 , 品川恭子 , 渡嘉敷恭子 著

菊地真 著

ジャパンタイムズ出版 発行

B5 判 340 頁 2,273 円＋税

げんき II テキスト B5 判 392 頁 3,600 円＋税

学術研究出版 発行

ISBN 978-4-7890-1732-9 好評発売中

ISBN 978-4-910415-00-0 好評発売中

げんき II ワークブック B5 判 132 頁 1,700 円＋税

この書は、日本語を外国語として学ぶ人が、効

ISBN 978-4-7890-1733-6 好評発売中

率的に最低限の日本古典文法を習得し、古典読

初級の定番テキスト『げんき』の改訂第 3 版

解に必要な知識を楽しく学べ、古典学習を通じ

VOL.2 のテキストとワークブックです。内容

て日本語の表現力を伸ばせるよう、企画、執筆、

を全面的にきめ細かく改訂し、さらに使いやす

編集された教科書です。この書が日本語を外国

くなりました。文法項目や学習漢字はそのまま

語として学ぶユーザーの日本語表現力向上に

なので、第 2 版をお使いの先生方もスムーズに

役立つことを確信しています。

移行できます。音声はアプリで聴けるほか、授
業用に専用サイトから MP3 音声もご提供しま
す。10 月中旬に『げんき解答』を発行予定です。

はじめて学ぶ介護の日本語
生活知識とコミュニケーション
三橋麻子 , 丸山真貴子 , 堀内貴子 , 鈴木健司 著
B5 判 109 頁 + 別冊 16 頁 1,500 円＋税
スリーエーネットワーク 発行
ISBN 978-4-88319-847-4 好評発売中

介護福祉士を目指す外国人のための「はじめて
学ぶ介護の日本語」シリーズの 3 冊目です。介
護現場で触れ合う人々とのコミュニケーショ
ン力をつけることを目指し、現場で働く日本
人・外国人スタッフ双方のニーズを反映した項
目を「生活知識」
（初級〜）と「コミュニケーショ
ン」
（中級前半〜）の 2 パートで学びます。
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 上級

日本語教師として抜きん出る

安藤節子 , 佐々木薫 , 赤木浩文 , 坂本まり子 ,

あなたは初級日本語の 「常識」 が打ち破れますか

田口典子 編著

海老原峰子 著

B5 判 128 頁 1,500 円 + 税

A5 判 180 頁 2,000 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

現代人文社 発行

ISBN 978-4-88319-867-2 11 月発売予定

ISBN 978-4-87798-762-6 好評発売中

『トピックによる日本語総合演習 テーマ探し

常識と思っていたことを覆す、シンプルで新し

から発表へ』シリーズの一冊、
「上級」の新訂

い初級日本語指導法です。その新しい道を進め

版です。改訂版の発行から約 10 年を経たこと

ば、学習者が一変し、初級クラスの雰囲気が変

を機に、39 点のグラフ等のデータを新しくし、

わります。初級修了時の日本語運用能力は今ま

さらに点数も増やしました。
「読み物」の内容

でとは比べ物になりません。初級日本語教育の

も時代に合わせて見直し、より充実した調査、

大転換を経験した教師からの報告も収録して

発表などの活動ができるようになっています。

います。

探究型アプローチの大学教育実践

オンライン学習 ・ 授業のデザインと実践

早大生が 「複言語で育つ子ども」 を考える授業

赤堀侃司 著・監修

川上郁雄 著

B5 変判 124 頁 1,700 円＋税

A5 判 272 頁 2,600 円＋税 くろしお出版 発行

ジャムハウス 発行

ISBN 978-4-87424-844-7 11 月上旬発売予定

ISBN 978-4-906768-84-4 好評発売中

学生が主体的に考え、意見交流を行うプロセス

教育関係者に向けたオンライン学習の実例集

を重視した新しい授業のあり方を提案します。

です。ICT 教育の第一人者である赤堀侃司氏

複数言語に触れながら成長する「日本語を学ぶ

による概論と、小、中、高等学校 9 校の先生

／複言語で育つ」子どもをテーマに、早大生

方が寄稿の「実践事例集」の二部構成。
「Zoom

たちが対話を通して、自分の考えを深めていっ

で朝の会」
「YouTube を活用した理科の実験」

た授業実践の記録です。学生の提出レポートか

などツールや科目がわかる、先生方の即戦力に

ら、その学びを読み取ることができます。

なる一冊です。

「やさしい日本語」 で伝わる！

ゼロから学べるオンライン学習

公務員のための外国人対応

石井英真 監修 秋山貴俊 , 長瀬拓也 編著

岩田一成 , 栁田直美 著

四六判 208 頁 2,000 円＋税

A5 判 136 頁 2,000 円＋税

明治図書出版 発行

学陽書房 発行

ISBN 978-4-18-324014-9 好評発売中

ISBN 978-4-313-15116-1 好評発売中

オンライン学習は、うまく活用することで、多く

外国人労働者の受入れに舵を切った日本。自治

の可能性が生まれます。誰でもゼロから始められ

体では、今後ますます外国籍住民とのやりとり

るオンライン学習の秘訣を、①校内のオンライン

が増えます。そこで本書は、
「やさしい日本語」

化 ②プラットフォームの構築 ③双方向のシ

を使った外国人対応のスキルを解説。
「外国人

ステムづくり ④家庭の情報環境の整備 ⑤動

が来ると慌ててしまう」
「うまく説明できるか

画配信の方法 ⑥協同学習ソフトの活用など 80

不安だ」そんな不安を取り除き、易しく・優し

項目で解説しました。基礎から応用までがいちか

く伝えるノウハウが身につく一冊です。

らわかる、困った時に役立つ入門書です。

ウェビナー & オンラインイベントもミーティングもオンライン授業も !

日本のオンライン教育最前線

Zoom 1 歩先のツボ 77

アフターコロナの学びを考える

木村博史 著

石戸奈々子 編著

A5 判 312 頁 1,400 円＋税

A5 判 272 頁 1,800 円＋税

ソシム 発行

明石書店 発行

ISBN 978-4-8026-1270-8 好評発売中

ISBN 978-4-7503-5091-2 好評発売中

Zoom を使いこなした人が、これからのビジネス

コロナによる休校で日本のデジタル教育の遅

の場で大いに活躍できる時代がやってきました。

れが明らかになりました。子どもたちの学びを

「使ってみよう」から「オンラインサロンのやり

止めないために、今私たちは何をすればよいの

方」
「ウェビナーのやり方」
「ミーティングはど

でしょうか。世界の動向、国内の先進自治体

うする」など、もう一歩先のビジネスで Zoom

や学校現場、民間の教育産業の取組を通して、

を徹底活用できるノウハウと実践テクニックと

AI ×データ時代の本格到来を前に急激に変化

必要なノウハウのすべてをまとめました !

する学びの最前線をお伝えします。

営業部からのお知らせ
オン 『教室へのＩＣＴ活用入門』増刷記念ウェビナー
ライン 理論から考えるオンライン授業（追加開催）
【講師】 藤本かおる氏
【日時】 10 月 16 日（金）15:00 〜 16:30（オープン 14:30）
【定員】 250 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
【主催】国書刊行会、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（10/16）
」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/3dgf5sr）

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。定員に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

書籍展示会のお知らせ
以下の日程で日本語教材の展示会を実施します。新刊書籍，日本語教育能力試験関連，日本語能力試験問題集などを
中心にお持ちする予定です。ご覧になりたい書籍がございましたら下記までご連絡ください。
【日時】 10 月 23 日（金）10 月 24 日（土）13:00 〜 18:00
【場所】 名古屋会議室ナカトウ丸の内ビル店（名古屋市中区丸の内 3-17-6 ナカトウ丸の内ビル 2 階）
【お問い合わせ】ksakai@bojinsha.co.jp（担当：坂井）
※入場時に手、指の消毒と体温測定をお願いします。マスクの着用をお願いします。

新刊ベスト５ （8 月）
１． おしゃべりをしながら
書くことを楽しむ中級作文
２． 理系留学生のための

NEWS
（凡人社）

自然科学の日本語

（スリーエーネットワーク）
３． ベトナム人に日本語を教えるための
発音ふしぎ大百科（ひつじ書房）
４． 留学生のための考えを伝え合う
プレゼンテーション
（くろしお出版）
５． かんたんルーツとパーツでおぼ
えるきほんの漢字 99 （アルク）

●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

