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はじめての日本語能力試験 N3 漢字 350

アスク出版編集部 著

四六判　176 頁　1,500 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-362-9　好評発売中

N3の試験に出る漢字を 350字厳選し、さら
に試験結果に影響する漢字語彙力を養うた
め 1,400の語彙を収録した試験対策書。最初
に N4-N5レベルの漢字確認リストで復習、覚
えた漢字はWebドリルで定着させ、さらに
JLPT形式の問題で試験対策にしっかり取り組
めます。赤シート付き、英・越語の対訳も掲載
しました。

JLPT 聴解 N3　ポイント＆プラクティス

中村則子 , 田代ひとみ , 初鹿野阿れ , 大木理恵 著

B5 判　76 頁 + 別冊 60 頁　音声 CD2 枚付き　

1500 円＋税

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-871-9　12 月発売予定

『JLPT ポイント&プラクティス』シリーズは、
短期間で JLPTに合格するための最低限の力を
身につける対策問題集です。問題パート、模擬
試験、リストパートで構成され、問題の流れや
聞き方のポイントを学んでから、試験形式の問
題を解いていきます。リストパートは試験によ
く出る「敬語」「話しことば」や聴解必須の「イ
ントネーション」など 20項目をあげ、表現を
例文とともにまとめました。別冊の英・中・越
語翻訳解説により、独習も可能。順次「文法」「文
字・語彙」「読解」「聴解」も発行予定です。

留学生のための就職筆記試験の教科書

明光ネットワークジャパン 監修

日本国際化推進協会 編　田村一也 , 伊藤茉莉奈 著

A5 判　200 頁　1,300 円＋税

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8207-2844-3　好評発売中

外国人留学生の就職活動においても筆記試験の
対策は大切です。特に、日本語力や日本の一般
常識は、筆記試験で測定されるといえます。本
書は、まず筆記試験の重要性を知り、どのよう
な対策を行うべきか、実際の演習を通じて学ぶ
ための教材です。解説には日本語能力試験N3
以上の語彙・N2以上の漢字に振りがなを付け、
出題のキーワードに詳細解説を加えた、外国人
留学生向けの唯一の適性検査・SPI対策教材です。

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



おもしろいほど日常単語が身につく

英語＆日本語（バイリンガル）かるたnewスマート

東京書籍編集制作部 編

26cm × 26cm　カード 312 枚 + 読み上げモジュール +

カードリスト 6 シート　4,980 円＋税

東京書籍 発行

ISBN 978-4-487-80910-3　好評発売中

起きてから寝るまでに使うもの、街で見かける
もの、食べもの、乗りもの、動物、植物など、
600以上のものの名前とその簡単な叙述表現が、
遊んでいるうちに英語と日本語で覚えられま
す。項目は場面、ジャンル別に収録。ニューバー
ジョンでは、パッケージをスリム化しました。

プチ三太郎とあるく せかいちず

プチ三太郎チーム 著

A4 変判　64 頁　1,800 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05985-4　好評発売中

CMでおなじみの三太郎たちが「プチ三太郎」
となって世界を旅しながら、いろんな文化や自
然に出会う絵本です。食べ物や楽器、乗り物や
動物と、わくわく楽しい絵がいっぱい！　各地
のことばで「こんにちは」「ありがとう」が言
えれば、友だちができるね。共生社会を目指す、
これからのグローバル時代を生きる子どもたち
に、世界を拡げるキッカケを与える一冊です。

つなぐにほんご 初級 教師用マニュアル

ヒューマンアカデミー日本語学校 著

B5 判　382 頁　3,500 円 + 税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-357-5　好評発売中

つなぐにほんごシリーズ『初級 1』『初級 2』
を使って指導する教師が、本書のコンセプトを
理解した上で、「コミュニケーション力を育て
る」授業を実践できるように作りました。初め
て教壇に立つ方でも、経験ある方でも活用いた
だける内容です。「場面会話セリフ付きスライ
ド」や「できること チェックリスト」などは
Webより提供します。

日本語オノマトペのえほん

高野紀子 作

21cm × 22cm　48 頁　1,400 円＋税

あすなろ書房 発行

ISBN 978-4-7515-2969-0　11 月下旬発売予定

感じたことや雰囲気を豊かに表現するオノマ
トペ。知っていれば、より深く気持ちが伝わり
ます。笑うときの「げらげら」と「けらけら」
この違い、わかりますか？「げらげら」→　遠
慮なく楽しそうに大声で笑う声、様子。「けら
けら」→　かん高く、軽々しい感じの笑い声。
表現をぐっと豊かにする楽しい絵本です。

< つなぐにほんご初級 準拠 >

初級からはじめる毎日の読解 120

ヒューマンアカデミー日本語学校 著

B5 判　144 頁＋別冊 12 頁　1,600 円＋税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-361-2　好評発売中

初級レベルの学習者が、読むことに慣れて、「短
い時間で正確に読む力」をつけることを目的に
作成しました。日常生活のさまざまな話題（メ
モや SNS、記事、およびお知らせなど）を、1
日に 1読解、毎日 10分ほど、取り組むことで
読解の基礎体力がつきます。『つなぐにほんご 
初級』準拠ですが、どの初級の教科書とも一緒
に使えます。音声ダウンロードあり。



日本語ライブラリー　現代語文法概説

井島正博 編著

A5 判　184 頁　2,900 円＋税

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51618-0　好評発売中

私たちがふだん使っている日本語は、どのよう
な文法でできているのか？　日本語についてど
んなことがわかっているのか？　「モダリティ」
「『は』と『が』」等、12のテーマで文法研究の
概略と成果をまとめた、現代の日本語文法を理
解するための第一歩となる本です。

国語に関する世論調査 （令和元年度）

世論調査報告書　漢字 ・ 言葉遣い ・ 外国人と日本語

文化庁国語課 編

A4 判　126 頁　3,800 円＋税

ぎょうせい 発行

ISBN 978-4-324-10903-8　好評発売中

「国語に関する世論調査」（文化庁実施）の結果
を収録した唯一の書籍。今年度は「漢字、言葉
遣い、外国人と日本語」を主なテーマに、国語
の乱れ、外国人と日本語、敬語表現、漢字表記、
新しい表現の印象、慣用句の意味・言い方等に
ついて調査しています。

多文化な職場の異文化間コミュニケーション

外国人社員と日本人同僚の葛藤 ・ 労働価値観 ・ 就労意識

加賀美常美代 編著

A5 判　264 頁　3,800 円＋税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5106-3　好評発売中

日本留学を経て就職した元留学生とその日本
人同僚は、多文化就労場面でどのような葛藤
や違和感、文化的価値観をもち、それぞれの
存在は職場にどのような影響をもたらすので
しょうか。質的、量的な調査をから多文化な
職場の対人レベル、文化レベルにおける多様
なコンフリクトの要因と解決に向けた方略を
考察します。

コミュニケーション ・ タスクのアイデアと

マテリアル

教室と世界をつなぐ英語授業のために

加藤由崇 , 松村昌紀 , Paul Wicking 編著

横山友里 , 田村祐 , 小林真実 著

A5 判　264 頁　2,800 円＋税

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05940-3　好評発売中

タスクに基づく言語指導（Task-Based Language 
Teaching）におけるこれまでの研究知見をふ
まえて開発された教材集です。理論的な解
説とともに、「情報伝達」「情報合成」「ナレー
ション」「問題解決」「意思決定」の 5つのタ
スク・タイプにわけて、豊富な実例を掲載し
ています。

ながめて楽しい 漢字５万字

大修館書店編集部 編

B 全判　1 枚　2,500 円＋税　

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-23282-0　好評発売中

世界最大の漢和辞典、諸橋轍次著『大漢和辞典』
に収録されている 5万を超える漢字が 1枚に
収録されたポスターです。教育漢字、常用漢
字、人名用漢字は色が付けられていて、見つけ
やすくなっています。自分の名前に使われてい
る漢字を探したり、変わった形の字を探した
り……。家庭や教育現場などでさまざまに活用
できます。



オン
ライン    日本語サロン研修会 

 OPI で、教師力アップをめざす『OPI による会話能力の評価』（凡人社発行）を中心に
【講師】  嶋田和子氏
【日時】 12月 10日（木）19:00～ 20:30（オープン 18:30）
【定員】 150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】 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（12/10）」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/32wIxX1）

📡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

in
福岡     日本語教材展示会 in 福岡

新刊、日本語教育能力試験関連、日本語能力試験の書籍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】 12月 11日（金）13:00～ 18:00　　12月 12日（土）13:00～ 18:00
【場所】 博多バスターミナル 9階貸ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2）
 11日（金）：第 10ホール　　12日（土）：第 15ホール（初日と 2日目は同じ建物の違う部屋です）
【お問い合わせ】ksakai@bojinsha.co.jp（担当：坂井）

in
大阪     限定オープン in 凡人社大阪店

現在、麹町店と大阪店はともに新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から臨時休業をしており、皆さまにはご迷
惑をおかけしております。2日間限定でオープンいたしますので、ぜひこの機会に足をお運びください。
【日時】 12月 18日（金）10:00～ 18:00　　12月 19日（土）10:00～ 18:00
【場所】 凡人社大阪店（大阪市中央区久太郎町 4-2-10大西ビルディング 1階）
【お問い合わせ】yyoshida@bojinsha.co.jp（担当：吉田）

※ 書籍展示会にお越しの際はマスクの着用をお願いします。ご入店時に、手・指の消毒と体温測定をいたします。
十分な換気をし、「密閉」「密集」「密接」とならないよう運営いたします。

書籍展示会のお知らせ　

 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

１． 2021年度版　私費外国人留学生のための 
大学入学案内 （凡人社）

２． 初級日本語げんき II　第 3版
　　　　　　　　　　  （ジャパンタイムズ出版）
３． 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 
 （スリーエーネットワーク）

４． オンライン学習・授業のデザインと実践　　
　　　　　　　　　　 （ジャムハウス）

５． 100枚プリント　第 25集　文章を直そう  
  （葛西ことばのテーブル）

新刊ベスト５（10 月）
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