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ナラティブでひらく言語教育 理論と実践

北出慶子，嶋津百代，三代純平 編

A5 判　208 頁　2,640 円（税込）

新曜社 発行

ISBN 978-4-7885-1731-8　好評発売中

言語教育の現場は、異なる価値観や生き方がす
ぐ隣り合わせにあり、現代社会が取り組むべき
課題にあふれています。分断を乗り越え認めあ
うために、ことばの教育はどうあるべきか？　
そこで着目したのが、人びとの語りを通して現
実を捉えなおし、他者理解を深めるナラティブ・
アプローチです。言語教育の未来をひらく、そ
の理論と実践をわかりやすく説いた注目の一冊
です。

自分の＜ことば＞をつくる　

あなたにしか語れないことを表現する技術

細川英雄 著

新書版　238 頁　1,100 円（税込）

ディスカヴァー・トゥエンティワン 発行

ISBN 978-4-7993-2775-3　好評発売中

どこかで見たような内容ではなく、自分オリジ
ナルの考えをオリジナルに表現するには？　企
画書で、論文で、SNSで、誰もが突き当たる壁
を乗り越える方法を解説します。「自分の考え
をうまく書けない」「何を書いたらいいかわか
らない」「自分の考えに自信が持てない」という
方におすすめします。「考えていること」をそ
のまま「ことば」にできるようになる一冊です。

2021 年度　日本留学試験 （第 1 回）

試験問題

日本学生支援機構 編

B5 判　376 頁　音声 CD1 枚付き　1,980 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-967-5　好評発売中

「日本留学試験」の 2021年 6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



どう教える？ 日本語教育 「読解 ・ 会話 ・ 作

文 ・ 聴解」 の授業

望月雅美 著

B5 判　216 頁　2,530 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3929-0　9 月末発売予定

読解・会話・作文・聴解の 4技能の教え方が
これ一冊で！　技能別授業の組み立て方を「起
こす」「とり組む」「つなげる」のステップ別に
丁寧に解説。技能ごとの授業のアイデアや注意
点、授業例も豊富に掲載。「メインテキストの
授業はいつもやっているけど、会話や作文の授
業の進め方は自信がない……」などという方で
も本書を読めば、4技能の授業を組み立てるの
が楽しくなるはずです。

改訂版　新完全マスター単語

日本語能力試験 N3 重要 1800 語

石井怜子 監修　齋藤明子，小谷野美穂，鈴木英子他 著

A5 変判　268 頁　1,760 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-887-0　好評発売中

N3合格に必要な語彙力を養うための単語帳で
す。改訂に際し、中国語訳と音声アプリが加わ
りました。厳選された 1800語を品詞やカテゴ
リごとに収録。複合語、派生語などの関連語も
確認できます。学習した言葉が入った読み物も
あり、実践的な学習が可能。英・中・越語訳付き。

ネパール語 ・ カンボジア語 ・ ラオス語版

日本語単語スピードマスター

INTERMEDIATE2500　

倉品さやか 著

A5 変判　336 頁　1,540 円（税込）

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-527-4　好評発売中

人気シリーズの新対訳版です。大小にグループ
分けされた語彙が、例文や関連語とともに効率
的に覚えられます。PART1では「地球・自然」「学
校・教育」など 54のテーマ、PART2では「動詞」
「名詞」「カタカナ語」など品詞を中心とした 20
のユニットで構成されています。付属の音声を
使いながら、いつでもどこでも学習できます。

日本語文法ブラッシュアップトレーニング

仲山淳子 著

B5 判　172 頁　2,200 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3931-3　好評発売中

「ある程度日本語は使えるようになったけど、
基礎的な文法の誤用がなかなか減らない、アウ
トプットに自信が持てない」という人（N3レ
ベル程度以上）のための、文法ブラッシュアッ
プ教材です。実際の誤用の原因と「間違えると
どうなるのか」を確認した上で文法復習、アウ
トプット練習を行います。

Speak Japanese!

尊敬語から美化語まで　外国人のための日

本語敬語の使い方基本表現 85　

清ルミ 著

A5 判　184 頁　1,760 円（税込）

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86392-524-3　好評発売中

仕事や生活でよく使う敬語表現の習得をめざし
ます。基礎編では、丁寧語・尊敬語・謙譲語に
分けて、基本的な意味と使い方を学習します。
実践編では、機能別と場面別に分けて実践力を
養成します。ローマ字表記と英訳、漢字にはふ
りがなが付くので、一人でも安心して学習でき
ます。例文は無料音声ダウンロード付きです。



日本語教師の専門性を考える

舘岡洋子 編

A5 判　296 頁　2,640 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-033-9　好評発売中

多様化する日本語教育環境の中で問われてい
る日本語教師の専門性について考察する一冊
です。これまで固定的にとらえられてきた「専
門性」を問い直し、理念・方法・フィールドが
一貫性をもって連動する新しいモデル＝「三位
一体モデル」を提案します。

日本語の地殻変動

角田太作 著

A5 判　282 頁　3,520 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-868-3　9 月末発売予定

「熊がやむを得ず射殺されました」「魚が一生懸
命運ばれています」という表現が自然だという
人も多いようですが、著者はとても不自然だと
感じます。それはなぜでしょうか。ラレル・テ
アル・サセルを使った表現について、文法や意
味の面で変化が多数起きていることを見てい
きます。名著『世界の言語と日本語』の著者に
よる、30年ぶりの日本語の新作です。

言えそうなのに言わないのはなぜか 

構文の制約と創造性 （言語学翻訳叢書 21）

アデル・E・ゴールドバーグ 著

木原恵美子，巽智子，濵野寛子 訳

A5 判　288 頁　4,180 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1079-6　好評発売中

構文文法研究で世界的に有名なゴールドバー
グの 2019年の著書の翻訳です。文法的には正
しそうでも、たとえば explain me this は英語
母語話者は言いません。創造的でありながら制
約が多い言語を子どもや大人はどのように学
習するのかを解明します。

ことばの 「省略」 とは何か

尹盛煕 著

A5 判　224 頁　2,750 円（税込）

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21386-7　好評発売中

例えば、「あざっす」という言い方や、「時計持っ
てる？」「3時だよ」という会話。これらには
いずれも「省略」が関係しています。本書では、
日常会話、新聞の見出し、映画字幕などさまざ
まな場面に現れる省略の実例を紹介し、他言語
との比較もしながら、省略という現象のもつ深
い意味を考えていきます。

全科目攻略！

JLPT N2日本語能力試験ベスト総合問題集

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 48 頁　1,980 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1782-4　好評発売中

1冊に日本語能力試験 N2全科目（言語知識・
読解・聴解）の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
の解説をダウンロードで提供しています。

異言語間コミュニケーションの方法 

媒介言語をめぐる議論と実際

木村護郎クリストフ 著

A5 判　248 頁　2,860 円（税込）

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21385-0　好評発売中

一方の母語か双方の母語か、第三の言語か、通
訳・翻訳を用いるか、単独の言語なのか混合す
るかなど、異言語間コミュニケーションの諸手
段を体系的・網羅的に考察します。後半では
ヨーロッパで最も断絶した言語境界線といわ
れるドイツ・ポーランド国境から、諸手段が現
実に用いられる様子を観察します。



オン
ライン	    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

 「読みの力」を育てる！ 
 ―『にほんご速読チャレンジ 100（中級）』 を使った授業の進め方―

【講師】  辻和子氏
【日時】 10月 23日（土）10:00～ 11:30　（オープン 9:40）
【定員】 250名（要予約。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　【協力】ユニコム
【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/yominochikara）
【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講座 

  日本語教育のニューノーマル（新常識）を考える 
―ネクスト・コロナに向けて―

【講師】 奥田純子氏
【日時】 10月 31日（日）10:00～ 12:00　（オープン 9:40）
【定員】 50名（要予約。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
【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/nnforjlt）
【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 

 学習者の「私らしく暮らす」をかなえる教室活動 
 ―『生活者としての外国人向け 私らしく暮らすための日本語ワークブック』を中心に―

【講師】  深江新太郎氏
【日時】 11月 13日（土）14:00～ 16:00　（オープン 13:40）
【定員】 250名（要予約。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/wata-kura）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

上記のほかに、「学校教育と『やさしい日本語』」（2021年 11月 20日、講師：岩田一成氏）なども企画中です。最
新の情報は以下のウェブページでご確認ください。

📡　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． 2021年度日本留学試験（第 1回）試験問題 
（凡人社）

２．改訂版　新完全マスター単語　日本語能力試
験　N3重要 1800語

（スリーエーネットワーク）
３．日本語×世界の課題を学ぶ 日本語で PEACE
［Poverty　中上級］ （凡人社）

４． CEFRの理念と現実　理念編（くろしお出版）
５． CEFRの理念と現実　現実編（くろしお出版） 

新刊ベスト５（8 月）
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