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ミニストーリーで覚える　JLPT 日本語能力

試験ベスト単語 N ３　合格 2100　

中俣尚己 編著　加藤恵梨，小口悠紀子，小西円，

建石始 著

B6 変判　292 頁　1,430 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1797-8　好評発売中

JLPT N3に合格するための単語帳です。コー
パス研究に基づいて、複数の単語を「科学的
によく出る組み合わせ」で例文にまとめて提
示しています。単語をセットで覚えることで、
試験でも日常生活でも本当に役に立つ語彙力
が身につけられます。音声はダウンロードと
YouTubeで提供しています。

キャラクターと学ぶリアル日本語会話

ようこそ前田ハウスへ

山本弘子，松尾恵美，増田アヤ子 著

B5 判　191 頁　2,420 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3932-0　好評発売中

本書は 7人のキャラクターのリアルなやりと
りを 4コママンガから学ぶことで、「自分の感
情を自分らしく伝えられる」「相手の言葉の行
間が読める」ことなどを目指します。会話授業
で使用するほかに、いわゆる文型中心の授業の
中にサプリメント的に入れることもおすすめ
です。音声 DL付き、教師用マニュアル DL付
き。英語・中国語・ベトナム語訳付きです。

オンライン授業を考える 

日本語教師のためのＩＣＴリテラシー

山田智久，伊藤秀明 編 

A5 判　182 頁　1,980 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-879-9　好評発売中

対面授業からオンライン授業へと移行する今、
授業に本当に必要なものは何なのか、本書で
一緒に考えてみませんか。本書では、そもそも
オンライン授業とは何かという基礎知識から、国
内外の大学、日本語学校、地域日本語教室、オン
ラインコースなど各現場での授業実践例を紹介
し、同時にオンライン授業における「著作権」に
ついても考えます。巻末には、ICTリテラシー
CanDoリスト、用語集も収録。より広い視野
から考える「立体的な授業づくり」をめざし、
授業デザイン力を鍛えましょう。

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



はじめての日本語能力試験 N １漢字８００

アスク出版編集部 著

四六判　340 頁　1,980 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-364-3　好評発売中

N1の試験に出る漢字を 800字厳選し、試験結
果を大きく左右する漢字語彙力を養うため試
験に出やすい約 1,700の語彙を収録。覚えた漢
字は試験形式のWebドリルで定着、日本語能
力試験対策に効率よく取り組めます。赤シート
付き、英語とベトナム語の対訳を掲載していま
すので、手軽に便利に学習できます。

大学生のための文章表現＆口頭発表練習帳

改訂第２版

銅直信子，坂東実子 著

B5 判　176 頁　1,760 円（税込）

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-07282-5　好評発売中

文章を書く・発表するために、「基本の型」を
学んで、必要なスキルを身につけるトレーニン
グ 15課を収録しました。基礎知識を復習する
「ことばのドリル」「敬語のドリル」も。
※「改訂第 2版」では、掲載資料などをアッ
プデートしました。詳しくは国書刊行会の HP
をご覧ください。

日本語文論要綱　叙述の類型の観点から

益岡隆志 著

A5 判　280 頁　3,960 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-880-5　好評発売中

本書は文の形と意味の対応関係を明らかにしよ
うとする文論の中心課題である「叙述の類型」
を深く考察することで、現代日本語文法研究を
さらに深化させることを目指したものです。ま
た叙述の類型に大きく関係する「主題・主語」
についても焦点を当てて論じています。著者の
長年にわたる研究の区切りとなる一冊です。

リアルな会話で学ぶ

にほんご初中級リスニング Alive

鎌田修 監修　山森理恵，金庭久美子，奥野由紀子 著

B5 判　119 頁　2,860 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1801-2　好評発売中

「教科書で覚えた内容を日常会話でうまく生か
せない」という悩みを解消し、能動的な聞く力
を伸ばす初中級向け聴解／会話教材。音声は日
本人の実際の雑談を基にしたスクリプトを自
然に近い調子で再現、初級文法や表現がカジュ
アルな話し言葉として使われる場面で相手の
話の要点を聞き取り、的確に反応する練習をし
ながら、コミュニケーション能力を身につけま
す。音声はアプリとmp3で提供。オールカラー。 日本語／日本語教育研究 12 （2021）

日本語 日本語教育研究会 編

A5 判　282 頁　3,520 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-034-6　好評発売中

日本語学と日本語教育の相互交流と発展のた
めに設立された日本語／日本語教育研究会の
研究会誌第 12号です。今号の巻頭論文は高梨
信乃氏が執筆（論文タイトル「『母語話者レベ
ルの正確さを目指す文法』の意義」）。その他に
16本の投稿論文を掲載しています。また、茂
木俊伸氏による特別連載「博士課程生活講座！
～茂木さんに聞いてみよう～」も好評です。



点と線の言語学 言語類型から見えた日本語の本質

影山太郎 著

A5 判　288 頁　3,740 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-875-1　好評発売中

本書は著者が過去 50年近くにわたって研究し
てきた日英語の言語構造の違いを、〈点（個）〉
と〈線（つながり）〉という観点から整理し直
したものです。文法・意味・語彙・形態・表現
法と幅広い分野に対し専門的な内容ながらわ
かりやすく読みやすく論じています。各章末尾
に確認問題もあり解答はウェブで見られます。

上方落語にみられる待遇表現

角岡賢一 著

A5 判　284 頁　4,400 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-881-2　好評発売中

上方落語にみられる待遇表現（尊敬語・謙譲語・
卑罵語・尊大語）について分析した書です。当
主－番頭－手代－丁稚という職階が存在した
商いの地である大阪船場の言葉遣いを中心に、
今まで省みられることが少なかった卑罵語や
尊大語も含めて考察している点が特徴です。落
語を資料としているので例文も楽しいものが
多く、通常の言語学書とは一風異なります。

質的言語教育研究を考えよう

八木真奈美，中山亜紀子，中井好男 編

A5 判　200 頁　2,420 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1042-0　好評発売中

言語教育の分野でも広がる「質的研究」。興味
があるけど、どうやるの？　インタビューを
すれば質的研究？　結果は一般化しないの？
様々な疑問に、言語教育の実践者である執筆者
たちが、それぞれの研究とその裏側を明かし、
新たな概念の提唱を試みた書。初心者はもちろ
ん経験者も質的研究を知り、より深く知るには
この一冊をお読み下さい。

小規模大学の留学生政策 

エンロールメント ・ マネジメントと日本語教育の可能性

春口淳一 著

A5 判　296 頁　4,400 円（税込）

早稲田大学出版部 発行

ISBN 978-4-657-21805-6　好評発売中

在籍学生数 1,000人足らずの小規模大学に注目
し、その留学生政策の実態を検証するととも
に、留学生の満足につながることが期待される
エンロールメント・マネジメント（学生が大学
に入学し、在学し、卒業するに至るまで、学業面、
生活面を大学側がフォローする試み）を考察し
ます。

日本の介護現場における外国人労働者 

日本語教育、 キャリア形成、 家族 ・ 社会保障の充実に向けて

塚田典子 編著

A5 判　336 頁　3,520 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5275-6　好評発売中

EPA介護福祉士候補者受け入れからの 10年強
を、介護施設現場の調査、施設長・職員、さら
には現地での希望者へのインタビュー調査を
もとに検証した上で、今後の介護現場の人材不
足とあわせ外国人介護福祉士の支援育成の課
題と提言をキャリア形成や社会保障等の視点
からまとめました。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

 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―

【講師】  細川英雄氏
【日時】 12月 4日（土）14:00～ 15:30　（オープン 13:40）
【定員】 120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/jibun-no-kotoba）
【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 

 文法の間違いをなくして、自信をもって日本語を使いこなすために 
 ―「日本語文法ブラッシュアップトレーニング」の使い方―

【講師】  仲山淳子氏
【日時】 12月 11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/bumpo-brushup）
【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 

 コミュニケーションに役立つ日本語支援を考えてみよう！ 
 ―『アクセス日本語』を使って―

【講師】  藤田百子氏
【日時】 12月 18日（土）13:30～ 15:00　（オープン 13:10）
【定員】 120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/communicate-access）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

イベントの詳細・最新情報について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． オンライン授業を考える　 
日本語教師のための ICTリテラシー 
 （くろしお出版）

２． リアルな会話で学ぶ　 
にほんご初中級リスニング Alive 
 （ジャパンタイムズ出版）

３． 技能実習生と日本語教育 （大阪大学出版会）
４． 日本語文章チェック事典 （東京堂出版）
５． はじめての日本語能力試験　N1漢字 800 

 （アスク出版） 
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