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日本語 5 つのとびら 初級編　第 3 版

【Kindle 版】 【GooglePlay Books 版】

立命館アジア太平洋大学 著

初級編 1　オープン価格

初級編 2　オープン価格

凡人社 発行　好評発売中　

立命館アジア太平洋大学が開発した日本語学
習教材シリーズ。今回は初級版が電子書籍化さ
れました。「初級編 1」「初級編 2」の 2冊で日
本の大学生活を送るために必要な日本語の基
礎を学習します。

 タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末

で読むことに適しています。今後、シリーズのほ

かのレベルもリリース予定です。

にほんでいきる

外国からきた子どもだち

毎日新聞取材班 編

四六判　272 頁　1,600 円 + 税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5119-3　好評発売中

日本で暮らす外国籍の子どものなかに、学校に
通っていない／通えない（就学不明の）子ども
がいます。子どもたちはこれからの日本社会を
支える一員になるにもかかわらず、教育を受け
る権利をないがしろにされています。かれらは
どのような状況に置かれ、どのようなことを思
い、どのように生きているのでしょうか。すべ
ての教育関係者に読んでほしい一冊です。

令和 2 年度日本留学試験 （第 2 回） 試験

問題

日本学生支援機構 編

B5 判　360 頁　1,800 円＋税

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-966-8　好評発売中

「日本留学試験」の 2020年 11月に行われた試
験問題です。一冊に「日本語」「理科」「総合科目」
「数学（コース 1／コース 2）」がすべて掲載さ
れています。また、「日本語」以外の科目の英
語版も掲載されています。付属の CDには日
本語科目の「聴解・聴読解」の音声が収録され
ており、巻末には参考資料として実施要項、応
募者数・受験者数一覧、試験会場一覧、シラバ
ス（出題範囲）、音声スクリプトが掲載されて
います。受験指導をなさる方と受験者に必携の
一冊です。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

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



あらためて、 ライティングの高大接続

多様化する新入生、 応じる大学教師

春日美穂，近藤裕子，坂尻彰宏，島田康行，根来麻子，

堀一成，由井恭子，渡辺哲司 著

A5 判　184 頁　2,200 円 + 税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1082-6　好評発売中

高校と大学の間で構造的に切れてしまってい
るライティング教育をどうつなぐか考える『ラ
イティングの高大接続』（2017年、渡辺哲司・
島田康行著）の続編です。今回は主に大学教師
の実践的研究へフォーカスし、理念と実践のベ
スト・バランスを目指します。

ナラティブ研究の可能性 語りが写し出す社会

秦かおり，村田和代 編

A5 判　240 頁　3,600 円 + 税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1006-2　好評発売中

国を越えた移住、震災の経験、診療の現場をめ
ぐる人々のナラティブ（語り）を多様なアプ
ローチで考察した論文集です。日本に住む外国
人や、外国人技能実習生の雇用主など、様々な
ナラティブを紐解くことで、語りに反映されて
いる現代日本の価値観や社会規範を批判的に
読み解き、問題の所在とその解決を導きます。

留学生向けふりがな付き 2021 年版

ビジネス能力検定ジョブパス３級公式テキスト

職業教育・キャリア教育財団 監修

B5 判　176 頁　2,300 円 + 税

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8207-2867-2　好評発売中

漢字が苦手な外国人留学生も、日本人学生とと
もに日本のビジネス習慣、日本企業における働
き方を学ぶことができます。各編には確認問題
も掲載しています。また、紙面上、ルビが読み
にくい図表等は巻末に拡大版を掲載していま
す。※ビジネス能力検定ジョブパス３級の試験
問題には、ふりがなは付いておりません。

新 ・ シャドーイング　日本語を話そう！

初～中級編　音声ＣＤ

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

音声 CD2 枚組　1,400 円 + 税

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-851-5　好評発売中

大幅改訂した『新・シャドーイング　日本語を
話そう！　初～中級編』。ダウンロードして利
用できる音声を、教室でも使いやすいよう CD
版としてリリースしました。今を生きる学習者
に向けて、時代に合ったトピック、会話、教室
では習わない新しい言葉を収録。

日本語能力試験問題集 N １　漢字　スピード

マスター

倉品さやか 著

B5 判　208 頁　1,200 円 + 税

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-499-4　好評発売中

既習漢字の新しい読みを含む計 771の漢字を
ターゲットに、各ユニットでテーマを立てなが
ら1,300以上の熟語とともに整理します。英語・
ベトナム語訳や漢字のコアミーニング、漢越音
（漢字のベトナム語読み）があるので理解しや
すく、1,200以上の問題を通してしっかり確認
していきます。「N2漢字」の復習用リストも
便利です。



顕在化する多言語社会日本 

多言語状況の的確な把握と理解のために

庄司博史 監修　福永由佳 編

A5 判　229 頁　3,650 円 + 税

三元社 発行

ISBN 978-4-88303-521-2　好評発売中

多言語状況はたんに記述されるためにあるわ
けではありません。本書では、「潜在化」とい
うことばで論じることで現れる、日本社会の過
去・現在、そこにある現象や制度に埋め込まれ
ている意識やイデオロギーの内実を注視し、従
来の「日本人」「外国人」、「日本語」「外国語」
の枠組みを超え、よりよい社会をどのように目
指すのかを考察します。

深化する多文化共生教育

ホリスティックな学びを創る

孫美幸 著

A5 判　168 頁　2,400 円 + 税

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5129-2　好評発売中

知的側面のみならず身体・感情・倫理・精神な
ど全体的な存在として子どもに関わろうとす
るホリスティックな視点から、多文化共生教育
のあり方を考えます。また、日本・韓国各地の「異
人」にまつわる民話の伝承知からホリスティッ
クな学びの深化の方向性を探ります。

「させていただく」 の語用論

人はなぜ使いたくなるのか

椎名美智 著

A5 判　304 頁　3,600 円 + 税

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1056-7　好評発売中

「させていただく」を言われて怒る人がいる一
方で、「させていただく」は日常に深く根付い
ています。なぜ人は使いたくなり、なにが違和
感を生むのでしょうか。この問いに答えるべく、
歴史的経緯を辿り、許容と違和の境界を探りま
す。授受表現に生じているシフトを読み解く、
いままさに進行中の言語変化への挑戦です。

実例で学ぶ認知意味論

籾山洋介 著

A5 判　232 頁　2,000 円 + 税

研究社 発行

ISBN 978-4-327-37824-0　好評発売中

日本語表現の意味やその成り立ちを考えなが
ら、それを補強する形で解説を展開する認知言
語学・意味論の入門テキストです。小説や雑誌
や新聞など身近な用例から日本語の言葉の意
味について考えながら意味論の考え方を身に
つけられるので、認知言語学の知識がない人で
も取り組めます。

第二言語教育のためのことば学

人文 ・ 社会科学から読み解く対話論的な言語観

西口光一 著

A5 判　220 頁　2,400 円 + 税

福村出版 発行

ISBN 978-4-571-10191-5　好評発売中

第二言語学習者にとって言語とは何か、どのよ
うな活動が言語の上達を促進するのか？　言
語中心の即物主義からの解放と「ことば学」の
開拓に向け、言語教育に携わる著者が長年にわ
たって独自に取り組んできた「ことば学」を心
理学、社会学、哲学等多面的な切り口からダイ
ナミックに論じた集成。読み応えのある一冊で
す。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会　ビジネス日本語ってどうやって教えればいいの？ 

 ～『留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルール』を使って～
【講師】  武田聡子氏、長崎清美氏
【日時】 3月 7日（日）10:00～ 12:00　（オープン 9:45）
【定員】 200名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
＊ 『留学生・日本で働く人のためのビジネスマナーとルール』を使用したセミナーです。事前に購入いただくことを
　おすすめいたします。
【主催】凡人社
【お申し込み】こちらのフォームからお申し込みください（https://bit.ly/3pdmu07）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

オン
ライン    インターアクション教育実践研究会読書会セミナー＜第３回＞（全３回シリーズ） 

 オリジナル・ケース教材を考えてみよう
【講師】  中野玲子氏、長崎清美氏
【日時】 3月 28日（日）10:00～ 12:00　（オープン 9:40）
【定員】 50名程度（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
＊ 『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』を参考教材としたセミナーです。
　 事前にお読みいただくことをおすすめいたします。
＊ 参加をお考えの方の向けの注文フォームはこちら ［お申込者様限定の購入特典あり！］
【主催】凡人社
【お申し込み】こちらのフォームからお申し込みください（https://forms.gle/kUihjpGEFnFciANz8）
【お問い合わせ】E-mail: yohashi@bonjinsha.co.jp（担当：大橋）

オン
ライン     第 4 回 VEC 設立記念セミナー　地域日本語学習支援の場から考える「共生社会」（外部イベント）

 
【講師】  山田泉氏
【日時】 3月 13日（土）19:00～ 21:00
【主催】 VILLA EDUCATION CENTER（VEC）
【協力】 凡人社
 ※ご参加の方が関連書籍を購入しやすいように、特別な条件を用意しています。
【お申し込み】お申込み、詳細な情報は Peatixのページからご確認ください。（https://vecseminar4.peatix.com/）

📡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

１． 2020年度日本留学試験（第 2
回）試験問題

 （凡人社）
２． TRY!　日本語能力試験 N3　 

ベトナム語改訂新版　　　　　 
　　　　　　　　（アスク出版）

３． TRY!日本語能力試験 N4 
ベトナム語改訂新版 （アスク出版）

４． 日本語能力試験問題集 N1　漢字　スピード
マスター   （Jリサーチ出版）

５． 外国にルーツを持つ女性たち （ココ出版）

新刊ベスト５（10 月）
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