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上下ルビで学ぶ 介護の漢字ことば 

にほんごの会企業組合 著

B5 判　132 頁＋別冊 16 頁　1,650 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-882-5　好評発売中

介護の現場で使われる基本的な漢字語（入浴、
褥瘡など）を効率よく学ぶための教材です。漢
字語の上に読み方、下にやさしい言い方（意
味）を載せ「漢字・読み方・意味」をひとかた
まりで示すことで覚えやすくしました。場面別
の全 20ユニット構成で 373語を収録していま
す。職員同士や利用者との会話、介護記録で使
用される例文も掲載しています。一部の語彙に
英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語訳
付きです。
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医療現場の外国人対応 

英語だけじゃない 「やさしい日本語」

武田裕子，岩田一成，新居みどり 著

A5 判　119 頁　1,980 円（税込）

南山堂 発行

ISBN 978-4-525-02251-8　好評発売中

まずは「日本語はだいじょうぶですか？」と聞
いてみよう！　わかりやすく話す（書く）日本
語を用いることで、外国人診療を円滑にするこ
とができます。また、小さな子どもや障がいを
抱えている方など、さまざまな患者に接する際
にも役立ちます。医療の現場で「やさしい日本
語」を使うコツを事例から学べる一冊です。

日本語雑談マスター [ 青 ] 

清水崇文，西郷英樹 著

B6 判　160 頁　1,650 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-87424-988-0　6 月下旬発売予定

雑談の学習書（シリーズ）が登場！　教科書
には出てこないけれど、普段の雑談で使うと、
こなれた日本語に聞こえる 60の単語・表現が
学べます。日本語学習者用のわかりやすい（で
も、不自然な⁉）会話例ではなく、会社員や大
学生が話すような自然なものをそのまま掲載。
カジュアルな話し方の特徴も学べます。英語・
中国語・韓国語対訳付き。日本語でもっと周り
の人と交流したい、雑談を楽しみたいと願って
いる学習者の背中を押してくれる一冊です。

 既刊『雑談の正体』『日本語教師のための 日常会

話力がグーンとアップする雑談指導のススメ』も

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



全科目攻略！

JLPT 日本語能力試験ベスト総合問題集 N1

－言語知識 （文字 ・ 語彙 ・ 文法） ・ 読解 ・ 聴解－

五十嵐香子，佐藤茉奈花，金澤美香子，杉山舞，

植村有里沙 著

B5 判　192 頁＋別冊 56 頁　1,980 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1781-7　好評発売中

一冊に日本語能力試験 N1全科目（言語知識・
読解・聴解）の模擬問題を収録した総合問題集
です。試験 5回分相当の充実した問題数を収
録し、12週間で合格できる実力を着実に養成
します。英語・中国語・ベトナム語・ロシア語
翻訳付きの解説をウェブからダウンロードし
ていただけます。

マンガ学からの言語研究　「視点」 をめぐって

出原健一 著

四六判　260 頁　3,850 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1048-2　好評発売中

認知言語学では、主観的な視点と客観的な視点
が主に議論されますが、マンガはさまざまな表
現方法が模索されるうちに、多様な「視点」を
獲得しており、マンガ表現論で議論されていま
す。本書ではマンガ学の視点概念を用いて、日
本語のルビと英語の自由間接話法を中心に分
析し、言語研究全般に援用できるよう新たな視
点理論の提案をします。

場面とコミュニケーションでわかる

日本語文法ハンドブック

中西久実子 編　中西久実子，坂口昌子，中俣尚己，

大谷つかさ，寺田友子 著

A5 判　484 頁　3,960 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1090-1　好評発売中

日本語教師として知っておくべき知識・技術を
網羅した概説書。総ルビで外国人日本語学習者
の読解教材としても使え、文法知識、文法用語、
主要な教科書との対応、母語話者の使用実態、
誤用例、授業の指導案などが A1～ B1程度の
場面とコミュニケーションに結びつけて示さ
れている。国内外の日本語教師の必携書。

日本語文法総解説

町田健 著

A5 判　532 頁　4,400 円（税込）　

研究社 発行　

ISBN 978-4-327-38484-5　好評発売中

日本語研究の知見を結集して網羅的かつ体系
的にまとめ上げた日本語文法論の決定版です。
「外国語としての日本語」の見地から多角的に
分析し、音韻論、形態論、構造論、意味論など
の現代言語学の枠組みに落とし込んで、ユニー
クな視点を備えながら一貫した立場から理論
的かつ体系的な解説を展開します。

これでも言語学　中国の中の 「日本語」

牧秀樹 著

A5 判　196 頁　2,200 円（税込）　

開拓社 発行　

ISBN 978-4-7589-2353-8　好評発売中

中国の中には、日本語のような言語を話す民族
がかなりいます。それらの言語を観察しなが
ら、日本語・日本人が通って来たかもしれない
道を探っていきます。モンゴル語、満州語、シ
ベ語、延辺（エンペン）語、ウイグル語、ウズ
ベク語、カザフ語、チベット語、土家語、ナシ語、
プイ語、しまいには、北米のナバホ語にも触れ
ます。



新グローバル時代に挑む日本の教育

多文化社会を考える比較教育学の視座

恒吉僚子，額賀美紗子 編

A5 判　256 頁　3,300 円（税込）

東京大学出版会 発行

ISBN 978-4-13-052082-9　好評発売中

教育の「国際化」が叫ばれ、私たちの身近に国
際的・文化的な多様化が進みながらも、なぜ教
育の現実は変わらず、政策は対処的にとどまる
のか。日本における文化的多様性の教育の現在、
世界と比較した教育の特徴に迫り、日本版多文
化社会における教育ヴィジョンを探ります。

日本語教師教育学

横溝紳一郎 著

A5 判　224 頁　2,420 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-863-8　好評発売中

公認日本語教師の資格化が検討される中、質の
高い日本語教師の育成が急務となりました。成
長し続ける教師の育成のために、教師教育者に
求められる力とは何でしょうか。本書では、養
成課程／初任段階／中堅段階の日本語教師と
いう段階別に、どのような支援ができるのか、
具体的な研修方法を紹介します。日本語教師養
成課程を運営・デザインをする方に。

21 世紀型能力と日本語教育

批判的日本語教師研修モデルの提案

松本剛次 著

A5 判　312 頁　4,400 円（税込）

早稲田大学出版部 発行

ISBN 978-4-657-21803-2　好評発売中

いわゆる「21世紀型能力」の育成を目指した
日本語教育が実践できるには、はたしてどのよ
うにすればよいのでしょうか。本書では、日本
語教育の現状、特に教師教育と教師研修の現状
を捉えたうえで、日本語教育の場で 21世紀型
能力の教育を真に実現するための日本語教師
研修モデルを提示します。

言語とフラクタル　使用の集積の中にある偶然と必然

田中久美子 著

A5 判　344 頁　4,840 円（税込）

東京大学出版会 発行

ISBN 978-4-13-080257-4　好評発売中

「壊れたフラクタル」？――これほど複雑・多
様かつ変化する人間のことばにあって、どんな
時代の、どんな言語の、どんなジャンルでも成
り立つという「統計的言語普遍」。現代の計算
機言語学が提示する不思議を検証し、その意味
を考えることから、人間の記号使用の深奥に
迫っていきます。

海外ルーツの子ども支援

言葉 ・ 文化 ・ 制度を超えて共生へ

田中宝紀 著

A5 判　164 頁　2,200 円（税込）

青弓社 発行

ISBN 978-4-7872-3488-9　好評発売中

日本の学校で学ぶ海外ルーツの子ども 10万人
のうち、1万人以上が何の支援もない状態にあ
ります。地域ボランティアたちによる日本語教
室の活動にも限界が迫るなかで、日本語を母語
にしない子どもたちへの支援活動を続けてき
た著者が、自身の経験に基づいて現場の実態と
提言をまとめています。

リスクコミュニケーション

排除の言説から共生の対話へ

名嶋義直 編著　太田奈名子，韓娥凜，村上智里，

義永美央子，林良子，野呂香代子，西田光一 著

A5 判　360 頁　3,520 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5216-9　好評発売中

権力が発信する「リスクコミュニケーション」
の言説について、そのリスク視と排除の実践を
批判的に分析・考察します。新型コロナ、外国
人、ジェンダー、障害者、放射能汚染など、具
体的事例にもとづいて、「新しいリスクコミュ
ニケーションのあり方」を考えます。



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～【第 2 回】

【講師】  杉浦千里氏，木戸光子氏
【日時】 7月 11日（日）10:00～ 12:00　（オープン 9:40）
 ※終了後、20分程度の質疑応答／懇談タイムを設ける予定です。
【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
【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/sakubun）
【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 

  共にくらすために，ことばの教育からのアプローチ 
―『多文化社会で多様性を考えるワークブック』を使って

　＜第 1回＞
【講師】  新井久容氏，有田佳代子氏
【日時】 7月 17日（土）14:00～ 15:30　（オープン 13:40）
【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】 こちらのフォームからお申し込みください（http://bit.do/event_tabunka）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）
※ワークショップ形式の＜第 2回＞は申し込みを締め切りました。

オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

 日本語初級レベルから、職場での円滑なコミュニケーションをめざす 
 －『ゲンバの日本語 基礎編 / 応用編 働く外国人のための日本語コミュニケーション』を使ってー

【講師】  内海陽子氏
【日時】 7月 18日（日）10:00～ 11:30　（オープン 9:40）
【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・スリーエーネットワーク
【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_gemba）
【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． 海外ルーツの子ども支援 （青弓社）
２． 上下ルビで学ぶ介護の漢字ことば

（スリーエーネットワーク）
３． 医療現場の外国人対応英語だけじゃない 
「やさしい日本語」 （南山堂）

４． 日本語文法総解説 （研究社）
５． マンガでマスター！  

ステップアップ！日本語会話 （ナツメ社）
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