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ゲンバの日本語 

働く外国人のための日本語コミュニケーション

一般財団法人海外産業人材育成協会 著

各 1,320 円（税込）　スリーエーネットワーク 発行

基礎編　B5 判　72 頁＋別冊 39 頁　

ISBN 978-4-88319-875-7　好評発売中

応用編　B5 判　75 頁＋別冊 33 頁

ISBN 978-4-88319-876-4　好評発売中

動画や音声を視聴し、製造業やＩＴ産業の現場
の場面に即したタスクを通して、必要な日本語
力、文化的知識と行動力を身につける教材で
す。『基礎編』は『みんなの日本語初級』13課、
25課終了程度の 2レベルに対応。『応用編』は
48課終了程度の学習者が対象です。英・中・越・
泰・インドネシア語訳付きです。

「日本語教師」 という仕事　

多文化と対話する 「ことば」 を育む

倉八順子 著

A5 判　192 頁　2,200 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5198-8　4 月中旬発売予定

外国人に日本語を教えるときに留意すべきこ
ととはなんでしょうか。最新の言語学や心理学
の知見をもとに、日本語をわかりやすく教える
ために必要な教材や、教師としての働きかけ方
などを、長く日本語学校で実践してきた経験に
基づいて伝えます。多文化に開かれた日本語の
教え方。

『日本がわかる、 日本語がわかる』 準拠

文字・語彙・文法を学ぶための実践練習ノート

日本語能力試験 N1 対応

田中祐輔 編著　牛窪隆太，陳秀茵，森篤嗣，

小口悠紀子 ,張玥 著

B5 判　192 頁＋別冊 32 頁　1,650 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-985-9　4 月下旬発売予定

日本語能力試験N1に出題されやすい計 700 の
語彙と文法の説明、その言語知識の運用力を高
めるための計 660の設問、そして、理解と定着
を図るための約 10万字に上る詳しい解説を掲
載。共起、コロケーション、文脈などの観点か
ら語彙・文法を複合的で総合的なものとして捉
え、日本語能力試験N1合格のための着実な力
を育成することをめざします。

 『上級日本語教材　日本がわかる、日本語がわか

る　ベストセラーの書評エッセイ 24』との併用

がおススメです。

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



ＪＬＰＴ聴解Ｎ４ ポイント＆プラクティス

田代ひとみ , 初鹿野阿れ , 大木理恵 , 中村則子 著

B5判　73頁+別冊62頁　CD2枚付き　1,650円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-874-0　４月下旬発売予定

短期間で聴解問題の流れや押さえるべきポイ
ントを理解し、聞き方を学ぶ「問題パート」「模
擬試験」、聴解問題を解く上で重要な事項を「イ
ントネーション、言語機能（依頼・誘う・謝る）、
前置き、敬語」などの項目ごとに確認できる「リ
ストパート（全 20項目）」の 3部で構成され
ています。別冊は正答だけでなく、誤答にも日・
英・中・越の解説があります。

漢字マスター N4　改訂版

アークアカデミー 編著

B5 判　240 頁　1,980 円（税込）

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05964-9　好評発売中

N4レベルの漢字 207字を楽しみながらしっか
り学べる文字教材の決定版です。イメージしや
すい場面から効率的に学べる構成で、日常生活
で接することが多い語彙や例文とともに漢字
を学ぶことができます。2色で示した筆順、文
字の形がわかりやすいフォントなど、独学でも
美しく読みやすい文字が書ける工夫がされて
います。英・中・ベトナム語の対訳付きです。

はじめての日本語能力試験 N2 漢字 550

アスク出版編集部 著

四六判　252 頁　1,870 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-363-6　好評発売中

N2の試験に出る漢字を 550字厳選、試験結果
を大きく左右する漢字語彙力を養うために約
2,200の語彙を収録した漢字帳です。覚えた漢
字は試験形式のWebドリルで定着でき、試験
対策に効率よく取り組めます。赤シート付き
で、英語とベトナム語の対訳を掲載、持ち歩き
に便利な大きさで手軽に学習できます。

日本語能力試験Ｎ４模擬テスト 〈1〉 ／ 〈2〉

千駄ヶ谷日本語教育研究所 著

各 990 円（税込）　スリーエーネットワーク 発行

好評発売中

〈1〉　B5 判　28 頁 + 別冊 56 頁　CD1 枚付き

ISBN 978-4-88319-885-6

〈2〉　B5 判　28 頁 + 別冊 56 頁　CD1 枚付き

ISBN 978-4-88319-886-3　

日本語能力試験の模擬試験 1回分を収録して
います。本試験と出題数・形式を同じにし、試
験前のレベルチェック、腕試し、総仕上げ等に
ご利用いただけます。2020年 12月からの試
験時間と問題数の変更に対応しています。

改訂版　耳から覚える日本語能力試験　

語彙トレーニング N1 ／ N2 ／ N3

N1，N2：安藤栄里子，惠谷容子，阿部比呂子

N3：安藤栄里子，惠谷容子，飯嶋美知子 著

各 2,200 円（税込）　アルク 発行　好評発売中

N1　B5 判 295 頁　mp3 ダウンロード　

ISBN 978-4-7574-3689-3

N2　B5 判 271 頁　mp3 ダウンロード

ISBN 978-4-7574-3690-9　

N3　B5 判 223 頁　mp3 ダウンロード

ISBN 978-4-7574-3691-6

日本語能力試験の主要語彙を品詞別に整理。英
語・中国語・韓国語・ベトナム語併記。学習し
た語彙を使えるようになるためにコロケーショ
ン（連語）を重視し、合成語・類義語・対義語・
関連語などの情報、意味ごとの例文も充実して
います。音声はダウンロードサービス。



一般言語学から見た日本語のプロソディー

鹿児島方言を中心に

窪薗晴夫 著

A5 判　380 頁　5,940 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-854-6　好評発売中

本書では主に鹿児島方言のアクセント・イント
ネーションについて、九州の諸方言や東京方
言、関西方言などと対照しながら、音節構造と
の関係性や変化の要因などを探っています。単
なる一方言の記述に留まらない、類型論にも寄
与しうる興味深い内容になっています。

中級日本語文法を教えるためのアイデア集

岡本智美，松浦みゆき，角田亮子 著

B5 判　168 頁　2,200 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-028-5　好評発売中

中級レベルの 157の文法項目に関する 165の
活動のアイデアがつまった一冊です。豊富な例
文とともにクイズ形式や応答練習などの活動
案を提示。活動タイプに合わせた進め方や指示
の例も掲載されており、授業設計をサポートし
ます。文法の授業を楽しくしたい！　授業を変
えたい！　とお考えの先生におすすめです。

日本語を学ぶ外国人のための 

これだけは覚えたい！　漢字練習帳 500

秋元美晴 監修　志賀里美，古田島聡美，島崎英香 編

B5 判　312 頁　2,530 円（税込）

ナツメ社 発行

ISBN 978-4-8163-6999-5　好評発売中

本書では、これだけは覚えておきたいという漢
字 526字を選び、いろいろな種類の練習問題
をたくさんつけました。練習問題は、イラスト
による問題、漢字クロスワード、漢字のパーツ
の組み合わせ問題など、漢字の学習がおもしろ
くなるように工夫しました。

産学連携でつくる多文化共生 

カシオとムサビがデザインする日本語教育

三代純平，米徳信一 編

四六判　248 頁　1,760 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-853-9　好評発売中

本書は、カシオ計算機株式会社と武蔵野美術大
学による産学共同プロジェクトの 3年間の歩み
を記録したものです。ドキュメンタリー映像を
制作、発表するというプロジェクトを通して、
教室を越え、社会とつながる日本語を学べる産
学連携の試み。企業側の率直な声も必見です。

Ｑ＆Ａでわかる外国につながる子どもの就学

支援　「できること」 から始める実践ガイド

小島祥美 編著

A5 判　280 頁　2,420 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5153-7　好評発売中

国の調査で、日本に住む外国人の子どもの約
6人に 1人が不就学であると明らかになりまし
た。「不就学ゼロ」のために学校や地域で私た
ちにできることはなんでしょうか。本書は、現
場で使える支援のポイントをまとめた初のバ
イブルです。基礎自治体の職員、教育関係者必
携の一冊。

新 ・ シャドーイング　日本語を話そう！

初～中級編　

インドネシア語 ・ タイ語 ・ ベトナム語訳版

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　1,540 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-858-4　好評発売中

多くの学習者や日本語教育機関に人気の本書の
大幅改訂、インドネシア語、タイ語、ベトナム
語翻訳版。より日常生活に役立つスクリプトに
一新、1章増加で内容をさらに充実。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。独習に最適。音声ダウンロード可。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会　書くことを楽しむ作文授業 

 ～『おしゃべりしながら　書くことを楽しむ中級作文』を使って～
【講師】  杉浦千里氏、木戸光子氏
【日時】 5月 15日（土）10:00～ 12:00　（オープン 9:40）
【定員】 100名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】無料
＊  『おしゃべりしながら　書くことを楽しむ中級作文』を使用したセミナーです。ご参加の際は、お手元に本書をご用
意ください。※参加をお考えの方のための注文フォームはこちら（http://bit.do/event_sakubun）［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（http://bit.do/event_sakubun_entry）
【お問い合わせ】E-mail: yohashi@bonjinsha.co.jp（担当：大橋）

オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン講座 

 ベトナム人に対する音声指導
【講師】  河野俊之氏
【日時】 6月 12日（土）14:00～ 16:00　（オープン 13:40）
【定員】 50名（先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】2,000円（税込）
【主催】凡人社　【協力】地域支援語学研究所（アスラボ）
【お申し込み】 こちらのフォームからお申し込みください（http://bit.do/onsei）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

📡各種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）の営業について
【麹 町店】新型コロナウイルスの感染拡大にともない、
麹町店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。

【大 阪店】大阪店は予約制による営業を再開しています。
ただし、感染状況に応じて変更することがございま
す。予約営業の詳細や最新の情報は以下をご覧くだ
さい。（https://www.bonjinsha.com/wp/osaka）

※ 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語を話そう！　初～
中級編インドネシア語・タイ語・ベトナム語
訳版 （くろしお出版）

２． 日本語学習者のための読解厳選テーマ 10　
上級　　　　　 　　　　　　　（凡人社）

３． Q&Aでわかる外国につながる子どもの就学
支援 （明石書店）

４． ゲンバの日本語　基礎編   
  （スリーエーネットワーク）
５． 改訂版　耳から覚える日本語能力試験　 

語彙トレーニング N1 （アルク）

新刊ベスト５（３月）

in
北海道    日本語教材展示会 in 札幌

新刊、日本語教育能力検定試験関連、日本語能力試験の書籍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】 5月 29日（土）13:00～ 17:00
【場所】 TKPガーデンシティ札幌駅前　ミーティングルーム 4B（札幌市中央区北 2条西 2丁目 19 アパホテル 4階）
【お問い合わせ】ksakai@bojinsha.co.jp（担当：坂井）
※ 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　

http://bit.do/event_sakubun
http://bit.do/event_sakubun_entry
mailto:yohashi%40bonjinsha.co.jp?subject=%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8C%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
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