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関係作りの日本語会話 雑談を学ぼう

今田恵美，高井美穂，吉兼奈津子，藤浦五月，

田中真衣 著

B5 判　98 頁　1,760 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-864-5　好評発売中

日本語を勉強したのに日本人と楽しくおしゃ
べりできない、何を話したらいいのかわからな
い、という学習者の「もやもや」を解消するた
め、雑談を通して友だち関係を深めることを目
指す中上級会話教材です。友だち関係の深化に
応じた話題、会話展開、表現などを学びます。英・
中・ベトナム語の翻訳付き、Webでは教師用
指導書も公開しています。

日本語プロフィシェンシー研究 第 9 号 

日本語プロフィシェンシー研究学会 編

B5 判　108 頁　2,200 円（税込）

凡人社 発売

ISBN 978-4-8358-989-7　好評発売中

プロフィシェンシーという第二言語としての日
本語の現実生活における運用能力を多角的に研
究、かつ、教育実践する「日本語プロフィシェ
ンシー研究学会（JALP）」。プロフィシェンシー
について掘り下げることを目的にして JALPが
年1 回発行する研究誌の最新号です。本号には、
寄稿論文 2本のほか、研究論文 2本、調査報
告 1本、書評 1本などが掲載されています。

 創刊号～第 8 号も好評発売中です。

日本語×世界の課題を学ぶ

日本語で PEACE　［Poverty 中上級］

奥野由紀子 編著　小林明子，佐藤礼子，元田静，

渡部倫子 著

B5 判　176 頁＋別冊 24 頁　2,640 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-8358-990-3　8 月中旬発売予定

CLIL日本語教育シリーズの教材が登場。日本
語と同時に世界の平和（P

4

EACE）について学び、
学習スキルや、深い思考力、互いを理解し協調
していく力をつけることをめざします。本書の
テーマは P

4

overty（貧困）。現状と課題を知り、
考え、話し合ったり発表したりするための素材
と活動を豊富に掲載しました。国際支援の現実
や若手社会起業家の活躍を描いた生素材には、
従来の日本語教材とはひと味違う刺激がありま
す。読み物にはやさしい日本語訳の語彙リスト
が付いています。別冊「ポートフォリオ」付き。

 教師用参考書『日本語教師のための CLIL（内容言

語統合型学習）入門』（2018 年発行）もあります。

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



よくわかる！

日本語能力試験 N1　合格テキスト　文法

留学生就職サポート協会 監修　尹貞源 著

B5 判　152 頁　1,540 円（税込）

留学生就職サポート協会 発行　論創社 発売

ISBN 978-4-8460-2032-3　好評発売中

外国人留学生が日本で働くために不可欠な日
本語能力試験。N1を取得すれば就職の選択肢
が大きく広がります。本書はその科目のうち
「文法」の合格テキストです。整理された 183
項目の文型と、文型ごとの問題で実力がアッ
プする一冊です。同シリーズの「漢字」「語彙」
も好評発売中です。

JLPT ポイント ＆ プラクティス

スリーエーネットワーク 発行

読解 N3　熊田道子，福岡理恵子，清水知子 著

B5 判　64 頁＋別冊 63 頁　1,430 円（税込）

ISBN 978-4-88319-889-4　7 月下旬発売予定

文字 ・ 語彙 N3　本田ゆかり，前坊香菜子，菅原裕子，

関裕子  著

B5 判　114 頁＋別冊 43 頁　1,320 円（税込）

ISBN 978-4-88319-881-8　好評発売中

短期間で効率よく学べるJLPT対策シリーズ。『読
解』はキーとなる表現に着目して読むパート、
文章別に読み方を学ぶパートの 2部構成です。
『文字・語彙』は問題を解き、間違えた問題はリ
ストパートと解答・解説で確認します。試験に
出やすい重要語（約 500語）を漢字（約 180字）
と学びます。ともに別冊解答には英中越語訳付。

初級日本語げんき教師用ガイド　第 3 版

坂野永理，池田庸子，大野裕，品川恭子，渡嘉敷恭子 著

B5 判　176 頁＋別冊 82 頁　4,180 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1734-3　好評発売中

『初級日本語げんき［第 3版］』の教師用指導
書です。テキストの全練習について、導入例、
文法上の留意点、練習を行う上での留意点、応
用例を詳しく解説し、別冊として「解答」が付
属します。第 2版の指導書で付属 CD-ROMに
収めた資料や教材は、げんきオンラインから無
料または有料のダウンロードで提供します。

マレーシア語 ・ ミャンマー語 ・ フィリピノ語版

日本語単語スピードマスター

INTERMEDIATE 2500 

倉品さやか 著

A5 変判　320 頁　1,540 円（税込）　

J リサーチ出版 発行　

ISBN 978-4-86392-521-2　好評発売中

新対訳版。「家族」「地球・自然」などテーマ別
の 50ユニットや「動詞」「副詞」「カタカナ語」
など品詞を中心にした 20ユニットに分類され
た語彙を、例文や関連語とともに効率よく覚え
ます。日常会話中心の例文は大部分が音声付き
です。試験対策にも効果的です。

初級日本語　とびら I

岡まゆみ，近藤純子，筒井通雄，森祐太，奥野智子，

榊原芳美，曽我部絢香，安田昌江 著

B5 判　384 頁　3,850 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-870-6　好評発売中

「日本語学習を通して自分を再発見。世界とつ
ながる」が合言葉の初級教科書。独自の「でき
るリスト」で目標設定。すべての技能につなが
りを持つスパイラル設計と知的好奇心を促す
豊富な活動で学習効果の実感が得られます。反
転授業動画を含む充実したオンライン教材で、
対面、遠隔、反転、ハイブリッド授業にも対応。
『上級へのとびら』へのつなぎもスムーズ。



名詞研究のこれまでとこれから

岩男考哲，坂本智香，建石始，益岡隆志，松瀬育子，

眞野美穂 著

A5 判　264 頁　3,740 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-865-2　好評発売中

本書は名詞研究の道標となることを目的とし
ています。そのため「助数詞、引用形式、名詞
化辞、名詞述語文、叙述類型」といった題材に
ついてそれぞれ研究動向と論文を掲載してい
ます。またコーパスの利用法も紹介。本書から
名詞研究の世界へ足を踏み入れてみませんか。

CEFR の理念と現実

西山教行，大木充 編

A5 判　各 3,300 円（税込）

くろしお出版 発行　2021 年 8 月下旬発売予定

理念編　言語政策からの考察

240 頁　ISBN 978-4-87424-866-9

現実編　教育現場へのインパクト

232 頁　ISBN 978-4-87424-867-6

日本において CEFRが無批判に受容されてい
る現状を見直す「理念編」と、日本語教育など
の現場で CEFRがどのように導入されている
のかを考える「現実編」の 2冊シリーズです。
CEFRの作成関係者による開発経緯に関する論
文や、2018年発表の CEFR-CV（増補版）に
関する論文なども収録しています。

なぜヒトだけが言葉を話せるのか

コミュニケーションから探る言語の起源と進化

トム・スコット=フィリップス 著　畔上耕介，石塚政行，

田中太一，中澤恒子，西村義樹，山泉実 訳

四六判　372 頁　4,400 円（税込）

東京大学出版会 発行

ISBN 978-4-13-082020-2　好評発売中

言語がどのように出現して進化したか？　他者
の心を読む能力こそが言語コミュニケーション
に重要であることを提起し、それを裏付ける理
論およびデータとともに説得力をもって解説
します。言語学、認知科学、進化生物学などを
統合した瞠目すべき見解を示した一冊。Thom 
Scott-Phillips, Speaking Our Minds (2015)の翻訳。

新しい国語表記ハンドブック 第九版

三省堂編修所 編

四六判　336 頁　990 円（税込）

三省堂 発行

ISBN 978-4-385-21145-9　好評発売中

日本語の書き表し方の目安を網羅する実用資
料集の改訂版。第九版では、伝わりやすい文書
作成の考え方も示した「新しい「公用文作成の
要領」に向けて（報告）」（令和 3年 3月文化庁）
を抜粋収録。行政機関や各種学校、日本語教育
の現場に必携の一冊。日本語教師養成講座での
採用実績も。2色刷。電子書籍もあります。

イラストと写真でよくわかる

外国人のための実践介護 入門編 

英語 ・ ベトナム語版

橋本正明 監修　至誠ホーム出版会 著

B5 変判　144 頁　1,650 円（税込）

J リサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-520-5　好評発売中

外国人介護スタッフのための入門書です。介護
サービスの基本的な内容や専門用語、現場で使
われる日本語の表現を、イラストや写真を交え
てわかりやすく解説します。現場ですぐに使え
る声掛けフレーズを豊富に紹介し、各章末に
は、ことばのリストを掲載しています。英語・
ベトナム語の訳も付いています。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン講座 

 ＜一般社団法人長沼言語文化研究所による＞コミュニケーション力を考える～外国人人材・企業・日本語教育～
【講師】  近藤彩氏，長嶋里枝氏，森嶋聡氏
【日時】 7月 31日（土）14:00～ 16:30　（オープン 13:40）
【定員】 100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】一般社団法人長沼言語文化研究所，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_communication）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

  「Can do で使える日本語」と文法の接点～『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』を使って～
【講師】  中西久実子氏
【日時】 8月 7日（土）10:30～ 11:30　（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】ひつじ書房，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_BunpoHandbook）
【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

in
愛知    日本語教材展示会 in 名古屋

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のメールアドレスまでご連
絡ください。
【日時】 9月 25日（土）12:00～ 17:00
【場所】  アクセア栄店 2階第 2貸会議室（名古屋市中区

錦 3-7-13ユーハウスビル 2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」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　 
●令和 3 年度日本語教育能力検定試験について
申し込み締め切りが間近に迫っています。願書のお買
い求めは早めにお願いいたします。
出願期間：7 月 5 日（月）～ 8 月 2 日（月）
試験日：10 月 24 日（日）

・願書のご購入はこちら
『 令和 3年度 日本語教育能力検定試験 受験案内（出
願書類付き）』

 定価 400円（税込）

・過去問題集もぜひ
『 令和 2年度 日本語教育能力検定試験 試験問題』
 日本国際教育支援協会 編
 B5判　150頁　音声 CD1枚付き
 凡人社 発行
 ISBN 978-4-8460-2032-3　好評発売中

●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。詳細は次の URLをご参照ください。

　 https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9443.html

１． 日本語教師教育学 （くろしお出版）
２． 全科目攻略！ JLPT日本語能力試験ベスト総

合問題集 N1 （ジャパンタイムズ出版）
３． JLPT文字・語彙N3 ポイント＆プラクティス  

 （スリーエーネットワーク）
４． 日本語雑談マスター［青］ （凡人社）
５． 関係作りの日本語会話　雑談を学ぼう 

 （くろしお出版）
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