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語学書ご担当者様へ

アクセス日本語
山田智久 監修 藤田百子 著
私費外国人留学生のための
発行 年度版
2022
大学入学案内アルク

本冊 B5 判 210 頁 2,750 円（税込）
ISBN 978-4-7574-3927-6 好評発売中

『日本留学試験試験問題』と相性のよい書籍です

教師用指導書 B5 判 124 頁 2,200 円（税込）

公益財団法人アジア学生文化協会編集•発行

ISBN 462頁
978-4-7574-3928-3
好評発売中
B5判
定価：2,530円 (10
％税込）
ISBN978-4-89358-993-4
日本で働き、生活する人のコミュニケーション
凡人社発売

を重視した初級テキストです。地域・職場で役

、�---------------------------------------------------、
日本の大学進学を目指す外国人留学生のための入試案内です。

2022年4月入学のための入試に対応。学部学科索引によリ希望
立つ自然なフレーズを身に付けます。コンセプ
分野からの検索が可能です。入試日程、試験科目検定料などを

トに沿って授業が行えるよう『アクセス日本語
掲載しています。専門学校 日本語学校の進路指導担当者、必携！！
・

`---------------------------------------------------

、J

教師用指導書』も同時刊行。学習者用『文法解

※2021年度版の在庫は佐々木了解で返品してください。

一 本書の構成 一

とりあえず日本語能力試験対策
N1
』も電子書籍で発売。
学部 学科インデックス 説書【ベトナム語版】
●大学
大学名だけでなく、 学部（学群）、 学科ごとの50音索引になっています。
文字 ・ 語彙／文法／読解
希望する大学 短期大学を探すときに便利です。
●大学入学ガイド
上田暢美，内田嘉美，桑島卓男，糠野永未子，
吉田歌織，
私費外国人留学生のための大学入学案内
日本の大学を受験するときに必要な基本的知識をわかりやすく解説しています。
●日本留学試験利用校 覧
若林佐恵里，安達万里江 著
2022 年度版
各大学 短期大学の日本留学試験の利用状況を掲載しています。
・

・

・

一

・

ココ出版 発行

・・・・••ほか

アジア学生文化協会 編集・発行

こ注文は下記FAX番号まで

03-3263-3116
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ISBN 978-4-86676-041-4 好評発売中
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〒102-0093
の 東京都千代田区平河町1-3-13
B5 判 462 頁 鵞にほんこ
2,530 円（税込）
ヒュ リック平河町ビル8 F

文字 ・ 語彙 B5 判 88 頁 880 円（税込）

とりあえず、JLPT がどんな問題か知りたい。

◎全国 489 大学の情報を網羅◎ 2022 年 4 月入

とりあえず、たくさんの問題を解きたい。とり

試に対応◎入試日程、試験科目、検定料などを

あえず、合格したい。そんな人は「とりあえず」

掲載◎入りたい大学がすぐにわかる学部学科索

このシリーズを手に取ってみてください。JLPT

引◎日本留学試験（EJU）に関する情報も充実

準拠の問題を豊富に収録。多くの問題を解き

日本語学校における進路指導に最適！

ながら合格をめざすシンプルな問題集です。

生入試関係者に必携の一冊です。

留学

日常会話で親しくなれる！
日本語会話 中上級

10 の基本ルールで学ぶ 外国人のための
ビジネス文書の書き方

瀬川由美 , 紙谷幸子 , 安藤美由紀 著

白崎佐夜子 著

B5 判 162 頁＋別冊 47 頁 1,980 円（税込）

B5 判 125 頁＋別冊 20 頁 1,540 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-888-7 10 月中旬発売予定

ISBN 978-4-88319-896-2 好評発売中

普通体や縮約形、助詞の省略といった自然な表

ビジネス文書の基本となる社内文書のライティ

現、談話展開を学ぶ会話教材です。ストーリー

ングに特化した教材です。第 1 章は間違えやす

仕立ての 20 の場面にタスク・本文会話・表現・

い 10 のルールを確認し、正確な文章の書き方

良好な関係を築くためのコミュニケーション

を学びます。第 2 章では作成頻度の高い日報・

上のポイント・談話練習があり、日常会話で使

議事録などの構成を学び、練習問題を通して実

える自然な日本語を身につけます。語彙リスト

践力を養います。英語・中国語・ベトナム語訳

は英語・中国語訳付き。ふりがな付きなので、

付きで中級レベル以上の学習者が対象です。

授業だけでなく、自習用としても使えます。

漢字マスター N3 改訂版
アークアカデミー 編著
B5 判 180 頁 1,980 円（税込）
三修社 発行
ISBN 978-4-384-05963-2 好評発売中

日常生活で身近に接することが多い語彙や例
文とともに、
N3 レベルの漢字 349 字をマスター
します。生活で遭遇するカテゴリー別に章立て
し、関連性の高い文字をまとめて学べるよう構
成しました。各章ごとの「復習問題」のほか、
豊富な「クイズ」や「テスト」で繰り返し復習
ができ、確実な定着が図れます。

日本留学試験対策
ハイレベル頻出単語 3200

ベトナム語版 日本人がよく使う
日本語会話オノマトペ基本表現 180

林尚徳 著

清ルミ 著

A5 変判 562 頁 2,200 円（税込）

B5 判 216 頁 1,760 円（税込）

アスク出版 発行

Ｊリサーチ出版 発行

ISBN 978-4-86639-431-2 10 月下旬発売予定

ISBN 978-4-86392-528-1 好評発売中

日本留学試験の日本語科目に対応した単語集。

細かいニュアンスや感覚を表現するのに便利

単語は日能試 N3 レベルとそれ以上に厳選、分

なオノマトペは、
医療・スポーツ・ビジネスなど、

野別にグループ分けをして掲載しました。すべ

さまざまな分野で活用されています。本書で

ての単語に各分野に関連したアカデミックな

は、数千以上ある中から基本の 180 語を厳選

例文が付いており理解が深まります。単語と例

して大小に分類し、よく使う会話例やイラスト

文の音声、英・中の対訳付きで、赤シートで隠

を交えて丁寧に解説しています。英訳のほか、

しながら効率的に語彙を増やせます。

例文にはローマ字表記と音声が付きます。

技能実習生と日本語教育

構文と主観性

真嶋潤子 編著

天野みどり，早瀬尚子 編

A5 判 432 頁 6,600 円（税込）

A5 判 296 頁 4,730 円（税込）

大阪大学出版会 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87259-738-7 10 月中旬発売予定

ISBN 978-4-87424-877-5 10 月下旬発売予定

失踪、病気、自殺といった技能実習生をめぐ

言語研究においてホットなテーマであり続ける

る問題において、
「言葉」の問題は決定的です。

「構文」について、これまたホットなテーマで

彼らにはどのような日本語教育が必要なのか。

ある「主観性」の観点から論じた論文集です。

受け入れる我々は、彼らにどのように向き合っ

どの論文も興味深い現象を扱っていますが、お

ていくべきなのか。外国人労働者の送り出し・

勧めは編者による「総論」です。言語学・日本

受け入れめぐる国内外の異なる立場の関係者

語学それぞれにおいて、構文や主観性に関して

の思惑に迫りながら、かみ合わない制度の実態

押さえておくべき先行研究が簡潔にまとめられ

と課題を浮き彫りにします。

ています。この分野に興味のある方必読です。

言語マイノリティを支える教育 【新装版】

認知日本語学講座 1

ジム・カミンズ 著 中島和子 著訳

碓井智子，田村幸誠，安原和也 著

A5 判 208 頁 3,520 円（税込）

A5 判 304 頁 3,960 円（税込）

明石書店 発行

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-7503-5256-5 好評発売中

ISBN 978-4-87424-869-0 10 月〓旬発売予定

複数言語環境の子どもたちのために教師がで

認知日本語学講座（全 7 巻）の第 6 回配本で

きること、行政がすべきこととはなんでしょう

す。認知言語学で議論されてきた英語の現象を

か。本書はバイリンガル教育の世界的権威であ

中心に、その多種多様な基礎概念を最先端の理

るカミンズ理論のなかから、現地語と継承語

論も含め丁寧に紹介します。認知言語学の入門

とのせめぎあいで苦しむ言語マイノリティの

的な書籍を読み終え、これから専門的なことを

年少者を支える心理・社会学的基盤を提示しま

学ぼう、研究しようとお考えの方にお勧めしま

す。待望の新装版。

す。

母音と子音

日本語文法百科

音声学の世界に踏み出そう

認知言語学の基礎

Peter Ladefoged Sandra Ferrari Disner 著

沖森卓也 編著

田村幸誠，貞光宮城 訳

A5 判 560 頁 13,200 円（税込）

A5 判 336 頁 3,960 円（税込）

朝倉書店 発行

開拓社 発行

ISBN 978-4-254-51066-9 好評発売中

ISBN 978-4-7589-2351-4 好評発売中

日本語文法について、学校文法を入口にして初

音声学の巨星ピーター・ラディフォギッドが、

歩から専門事項に至るまで体系的に解説した、

自身の長年に渡る実験音声学の研究成果に基づ

大項目形式の事典です。文法ならびに文法的

いて、世界中の言語をフィールドワークした経

思考に親しめるよう、用例を豊富に盛り込み、

験とその時のエピソードを織り交ぜながら、調

詳しくかつ平易な解説を心がけました。また、

音、音響、音声認識など音声学に関わる様々な

10 ページ、1,000 項目超と充実した索引を設

トピックを、初学者に向けてエッセイ風の語り

けました。日本語や日本語教育に興味を持つ方

口で分かりやすく解説した至極の入門書です。

にとって役立つ一冊です。

営業部からのお知らせ
凡人社オンライン日本語サロン研修会
オン
ライン 「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研修会
技能別授業の組み立て方からリフレクション（振り返り）まで
―『どう教える？日本語教育「読解・会話・作文・聴解」の授業』―

【講師】 望月雅美氏
【日時】 11 月 6 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】アルク・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/DooOshieru）
【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、「自分のことばで語るのはだれか

―自分のテーマを持つこと、その力を身につけること―」

（2021 年 12 月 4 日、講師：細川英雄氏）など、最新の情報が盛りだくさん。以下のウェブページでご確認ください。

📡

https://www.bonjinsha.com/wp/event

新刊ベスト５ （9 月）

NEWS

１． 全科目攻略！ JLPT 日本語能力試験ベスト
総合問題集 N2
（ジャパンタイムズ出版）
２． どう教える？
聴解」の授業

日本語教育「読解・会話・作文・
（アルク）

３． これで、もうまちがえない！
ラッシュアップトレーニング
４． 漢字マスター
５． 2022 年度版
学入学案内

N3 改訂版

日本語文法ブ
（アルク）
（三修社）

私費外国人留学生のための大
（凡人社）

●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

