
 新刊情報 No. 340　2021年 1月 15日号 

令和３年度 日本語教育能力検定試験 

合格するための本

アルク日本語編集部 編

B5 判　180 頁　2,800 円 + 税

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3662-6　好評発売中

受験者必携の検定対策本の最新版。区分別の問
題演習は、各分野における専門の先生方が、過
去の試験データや近年の出題傾向、最新の研究
などを分析し執筆。区分ごとの説明や模擬問題
だけでなく、日本語教育事情も紹介。長い一日
になる試験当日の過ごし方もわかりやすくア
ドバイスしています。

第二言語としての日本語の習得研究

第 23 号

第二言語習得研究会 編

B5 判　180 頁　1,500 円 + 税

凡人社 発売　商品コード 900265　好評発売中　

第二言語習得研究会が年に一度発行している
研究誌の最新号。2020年 12月発行の今号は、
研究会会長の巻頭言を皮切りに、一般研究論文
4本、書評論文 1本、誌上講座 1本が掲載され
ています。前回大会の報告や、巻末には第二言
語習得に関係した博士論文・修士論文の概要な
ども紹介されています。

 バックナンバーの在庫については、お問い合わせ

ください。凡人社のウェブサイトでも検索ができ

ます。また、本研究会の第 30 回までの全国大会

予稿集はバックナンバーを販売しています。

４技能でひろがる 中級日本語カルテット　Ⅱ

坂本正 監修　安井朱美，井手友里子，土居美有紀，

浜田英紀 著

ジャパンタイムズ出版 発行

メインテキスト　B5 判　180 頁　3,000 円 + 税

ISBN 978-4-7890-1745-9　好評発売中

ワークブック　B5 判　100 頁　1,500 円 + 税

ISBN 978-4-7890-1746-6　好評発売中

初級修了者を対象に「読・書・話・聞」の 4技
能をバランスよく伸ばし、上級につながる力を
養う中級総合教材です。既刊Ⅰの第 1課～第 6
課に続く第 7課～第 12課を収載し、N2～ N1
レベルを中心とした文型・表現、漢字、読みの
ストラテジーを学びます。英語による文法説明
と単語訳付き。音声無料ダウンロード。

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



日本で進学するための総合日本語 文法と

表現

名校志向塾 著

B5 判　512 頁　2,500 円 + 税

名校教育グループ 発行

ISBN 978-4-909907-28-8　好評発売中

留学生向け予備校業界でトップクラスの実績を
誇る名校志向塾による珠玉の一冊。イラストも
多用しながら日本語教育文法と国文法の両方か
ら日本語の文法構造を解説している点が大きな
特徴で、本書を通じて専門的・学術的な内容が
多い EJUや大学入試、小論文にも対応しうる
ハイレベルな日本語力を培うことができます。

新 ・ シャドーイング　日本語を話そう！

初～中級編　英語 ・ 中国語 ・ 韓国語訳版

斎藤仁志，深澤道子，掃部知子，酒井理恵子，中村雅子，

吉本惠子 著

A5 判　168 頁　1,400 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-850-8　好評発売中

2006年刊行以来、多くの学習者や日本語教育機
関に人気のタイトルが大幅に改訂。時代に合っ
たトピックや場面で会話スクリプトを一新し、
１章追加して内容をさらに充実。毎日のシャ
ドーイングでリアルな日本語が楽しく自然に身
につきます。完全翻訳付き、音声ダウンロード可。TRY! 日本語能力試験 N3 ／ N4

文法から伸ばす日本語［ベトナム語改訂新版］

アジア学生文化協会 著

アスク出版 発行

N3　B5 判　190 頁 + 別冊解答 20 頁　1,700 円 + 税

ISBN 978-4-86639-335-3　1 月中旬発売予定

N4　B5 判　208 頁 + 別冊解答 28 頁　1,700 円 + 税

ISBN 978-4-86639-336-0　1 月中旬発売予定

文法を切り口に、いろいろな練習ができるお得
な一冊、読解や聴解など総合的な力が身につき
ます。基本的な練習に加えて、日本語能力試験
と同形式の問題が掲載されています。この度、
ベトナム語の翻訳を全面的に見直し。対応する
語彙リストと音声は、Webよりダウンロードに
てご利用いただけます。

１日６コ覚える！　日本語能力試験　

漢字ワーク N3

白鳥志保 著

B5 判　184 頁　1,400 円 + 税　ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-511-7　好評発売中

日本語能力試験 N3レベルの漢字 360字・約
820語が、12週間で学習できる構成です（英語・
ベトナム語訳付）。字形を覚えるためのヒント
を入れ、正しい筆順で書く練習も重視。多様な
読み書き問題を豊富に盛り込みました。日本語
能力試験形式テストで試験対策がしっかりで
きます。

2 分で読解力ドリル／

2 分で読解力ドリル　ちょっとやさしめ

西隈俊哉 著

学研プラス 発行

2 分で読解力ドリル　B5 変判　140 頁　1,000 円 + 税

ISBN 978-4-05-305272-8　好評発売中

2 分で読解力ドリル　ちょっとやさしめ　B5 変判　140 頁　

1,000 円 + 税

ISBN 978-4-05-305271-1　好評発売中

「生活にあふれた文章を読む」をモットーに、
実生活に活きる読解力を鍛えるためのドリル
です。メニューやポスター、地図、図表など、
日常でよく目にするものを主な題材としまし
た。大人から子どもまでが悩み、楽しめる問題
と、ユーモアのあるイラストがふんだんに盛り
込まれた本書に、ぜひ挑戦してみてください！



日本語を学ぶ人のための

アカデミック ・ ライティング講座

伊集院郁子，髙野愛子 著

B5 判　164 頁　1,600 円 + 税

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-360-5　好評発売中

留学生に限らず、日本語を母語とする学習者も
利用できる作文教材。大学や大学院で必要な小
論文やレポートを書く力が習得できます。日本
語のスタイルや適切な言語表現、説得力ある内
容・構成で書くことができるよう豊富な実例を
収録、すぐに実践できます。各種補助教材を
Webで提供しています。ぜひご活用ください。

国語を教えるときに役立つ基礎知識 88

山田敏弘 著

A5 判　192 頁　1,500 円＋税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-848-5　好評発売中

教員免許状の取得以降、知識を更新しています
か。88の Q&Aで、国語を取り巻く最新情報
をチェックしましょう。『学習指導要領』改訂
版に関する情報や、日本語にまつわる研究成果
など、現場で教えるための基礎知識が満載です。
もし、教室で「木」の 2画目をはねてはいけな
いと教えているなら、ぜひ本書で確認を。

外国にルーツを持つ女性たち

彼女たちの 「こころの声」 を聴こう！

嶋田和子 著

A5 判　232 頁　1,800 円＋税　ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-027-8　好評発売中

地域に暮らす “外国にルーツを持つ女性たち”。
彼女たちとの長年の交流の中で筆者に届けられ
た「声」からは、多様な背景を持つ女性たちが
様々な苦労を乗り越え、地域社会の一員となっ
て活躍していく姿が浮かび上がります。あなた
も、「ともに社会をつくる仲間」の「こころの声」
を聴いてみませんか？

発話の権利

定延利之 編

A5 判　244 頁　2,900 円＋税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-983-0　好評発売中

動かない車の中で、「あ、ブレーキ踏んでる！」
は車内の誰でも言えますが、「あ、ブレーキ踏
んでた！」は運転手にしか言えません。この運
転手の「特権性」はどこから、どのように生じ
るのでしょうか？　発言する権利は、本当に平
等でしょうか？　コミュニケーション観の根
底を、語用論、会話分析、人類学、動物行動学
の第一線の研究者が問い直します。

成人教育（adult education）としての日本語教育

福永由佳 著

A5 判　292 頁　3,600 円＋税　

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-024-7　好評発売中

在日外国人コミュニティでは、どのようにこと
ばが使用され、学習されているのか。本書は、
在日パキスタン人コミュニティに焦点を当て、
その問いに量的・質的の両面から迫ります。日
本社会に蔓延するステレオタイプや日本語教育
に潜むパターナリズムに警鐘を鳴らし、日本人
と外国人が共生できる新しい社会を作っていく
ための教育を提案する好著です。

多文化共生の社会への条件 

日本とヨーロッパ、 移民政策を問いなおす

宮島喬 著

A5 判　352 頁　3,500 円＋税

東京大学出版会 発行

ISBN 978-4-13-050202-3　好評発売中

1990年施行の入管法改正から約 30年。国内
の外国人人口は急増し、職場で、地域社会で、
学校で、外国人のいる風景は当たり前のものに
なっています。望ましい共生のあり方とは何
か、長年研究を牽引してきた第一人者が論じ
る、日本社会の変容の歴史と現在、そして未来
の可能性。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会　 

 2021 年の日本語教育　～ 5 つのキーワードで考える～
【講師】  荒川洋平氏
【日時】 1月 30日（土）10:30～ 12:00（オープン 10:10）
【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】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（1/30）」と入れて本文にご氏名・ご所属・ご連絡先をご記入のうえ
 　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/2KcMGJS）

オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン講座（全 5 回） 

 日本語教師の成長スイッチをオンにしよう！　―長い夜が明ける前に―
【講師】  石澤徹氏，伊東克洋氏，金子史朗氏，松尾慎氏，横溝紳一郎氏
【日時】 第 1回：1月 30日（土）14:00～ 17:00（オープン 13:30）
 第 2回：2月   5日（金）19:00～ 21:00（オープン 18:45）
 第 3回：2月 19日（金）19:00～ 21:00（オープン 18:45）
 第 4回：3月   5日（金）19:00～ 21:00（オープン 18:45）
 第 5回：3月 27日（土）14:00～ 17:00（オープン 13:30）
【定員】 各回 200名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】第 1回　無料／第 2回～第 5回　3,000円（税込）

   ※第 2回～第 5回はセットでのお申し込みとなります。1回のみの参加でも 3,000円となります。
   ※お支払いはクレジット決済（VISAかMASTER）のみとなります。
   ※お支払い確定後はキャンセルの場合も参加費の返金ができません。
【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）

 ※参加を希望する回によって、件名に「同（第 1回）」「同（第 2回～第 5回）」「同（全回）」と入れて本文にご氏名・ご所属・
 　ご連絡先をご記入のうえ、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/38BkWrJ）

 📡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 
 2 月 6 日 日本語教師塾 clasic vol.1 

 こんな今だからこそチャンスに！　これからの「授業力」を磨こう ―言い訳を探すより挑戦するほうが―（講師：河野俊之氏）

 2 月 7 日 インターアクション教育実践研究会読書会セミナー＜第１回＞　（全３回シリーズ） 
 ケース教材を使った授業活動とは？ 
 ～『留学生のためのケースで学ぶ日本語　問題発見解決能力を伸ばす』の基本コンセプト～（講師：宮崎七湖氏，中山由佳氏）

など上記の Webで多数掲載中。

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

１． 新・シャドーイング　日本を話そう！　
 初～中級編［英語・中国語・韓国語訳版］
 （くろしお出版）
２． JLPT聴解 N3　ポイント＆プラクティス
　　　　　　　　　　  （スリーエーネットワーク）
３． 4技能でひろがる　中級日本語カルテット II 

 （ジャパンタイムズ出版）
４． 4技能でひろがる　中級日本語カルテット II 

ワークブック　　　（ジャパンタイムズ出版）
５． 令和 3年度　日本語教育能力検定試験 

合格するための本  （アルク）

新刊ベスト５（10 月）
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