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No. 350 2022 年 1 月 15 日号
いい加減な日本語
堤良一
B6 判 208 頁 1,650 円（税込）
凡人社 発行
ISBN 978-4-86746-000-9 好評発売中

「わたしたちのことばを考える」シリーズ第 3
弾。既刊の『煩悩の文法』
（定延利之）
、
『雑談
の正体』
（清水崇文）につづき、ことばのおも
しろさを伝える一冊。本書では、フィラーや指
示詞などに焦点を当てる。ルールで自分たちを
がんじがらめにしたがり、一方でラクしたい。

2021 年度日本留学試験 （第 2 回）
試験問題

そんな人間の複雑さをことばが見事に反映し

日本学生支援機構 編著

ことばのフシギな話――。

ている。いい加減な人間が使う、
「いい加減な」

B5 判 370 頁 1,980 円（税込）
凡人社 発行

日本語を教えるための教授法入門

ISBN 978-4-89358-968-2 1 月下旬発売予定

深澤のぞみ，本田弘之 編著 飯野令子，笹原幸子，

「日本留学試験」の 2021 年 11 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

松田真希子 著
A5 判 184 頁 1,980 円（税込）
くろしお出版 発行

れています。また、
「日本語」以外の科目の英

ISBN 978-4-87424-882-9 好評発売中

語版も掲載されています。付属の CD には日

本書は、これから模擬授業をする人や、応用力

本語科目の「聴解・聴読解」の音声が収録され

をつけたい日本語教師、さらに非母語話者教師

ており、巻末には参考資料として実施要項、応

を対象としています。教授法の理念や知識を理

募者数・受験者数一覧、試験会場一覧、シラバ

解し、授業でどのように実践するかまで、手順

ス（出題範囲）
、音声スクリプトが掲載されて

をおって学べます。全 10 章を 15 回の日本語

います。受験指導をなさる方と受験者に必携の

教員養成コースで使えるよう工夫が満載。本書

一冊です。

でレベル別・技能別の具体的な教え方や、新し

過去の年度の在庫はお問い合わせください。

い評価方法を一緒に考えましょう。

留学生のための近代文語文入門

絵本で教えるにほんご

現代の日本と日本語を知るために

外国につながりのある児童のための授業づくり

庵功雄 著

野呂きくえ 著

B5 判 161 頁＋別冊 12 頁 2,200 円（税込）

A5 判 164 頁 1,760 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 978-4-88319-897-9 好評発売中

ISBN 978-4-88319-898-6 好評発売中

本書は「古典語の知識がない留学生が基本的な

外国につながりのある子どもに、絵本を使って

文法ルールを学ぶことで、語釈があれば文語文

楽しく日本語を教えるための教師用参考書で

が読めるようになる」ことを目指しています。

す。第 1 章では絵本を使った授業の流れ、絵本

基本的人権、戦争、公害、政治、企業倫理など

の選び方・使い方を解説し、第 2 章では特に

現代に通じるトピックの読解を通して、近代日

重要な約 50 の初級日本語文法について教え方

本思想を学ぶとともに「文語文」に触れる過程

のヒントとおすすめの絵本を紹介しています。

で、近代から現代に至る日本語をさらに深く理

対応する文型を扱う『みんなの日本語』の対応

解できる教材です。

課も記載してあります。
イラストカード別売り。

語彙ドン！ [vol.2]

大学で学ぶためのことば

石澤徹，岩下真澄，桜木ともみ，松下達彦 著
A5 判 248 頁＋別冊 16 頁 1,650 円（税込）
くろしお出版 発行
ISBN 978-4-87424-883-6 好評発売中

大学や専門学校で講義を受けるために必要な
ことばを、効率よく集中的に学ぶシリーズの第
二弾。vol.1 に続き、どんな専門・分野でも役
立つことば（日本語学術共通語彙）600 語を、
豊富な例文、アクディビティ、読解問題で楽し

全科目攻略！ JLPT 日本語能力試験ベスト
総合問題集 N3

く身につけます。大学で本格的に学ぶ留学生、
大学に進学を希望する学習者に最適な一冊。

言語知識 （文字 ・ 語彙 ・ 文法） ・ 読解 ・ 聴解
五十嵐香子，金澤美香子，杉山舞 著

教えて！ ゆか先生 日本語会話表現６０

B5 判 212 頁 1,980 円（税込）

村上由佳 著

ジャパンタイムズ出版 発行

A5 判 186 頁 1,760 円（税込）

ISBN 978-4-7890-1783-1 好評発売中

アスク出版 発行

一冊に日本語能力試験 N3 全科目（言語知識・

ISBN 978-4-86639-453-4 好評発売中

読解・聴解）の問題を収録した総合問題集で

チャンネル登録者が 50 万人超の人気 YouTube

す。試験 5 回分相当の充実した問題数を収録し、

「日本語の森」に関連したカジュアルな日本語

12 週間で合格できる実力を着実に養成します。

表現を学びます。思い思いにくつろぎながら

とにかくたくさんの練習問題をこなしたい方

「楽しく学びたい」
「自然な日本語を話してみた

におすすめです。英語・中国語・ベトナム語・

い」初中級レベルの自学自習教材。音声ダウン

ロシア語翻訳付きの解説をダウンロードで提

ロードあり、
「会話形式」
「見開き単位」で学ぶ

供しています。

形式なので感覚的に理解できます。

日本で働くための本 就活生から社会人まで

超基礎 ・ 日本語教育のための日本語学

羽鳥美由紀 著

太田陽子 編著 嵐洋子，小口悠紀子，清水由貴子，

B5 判 200 頁 2,200 円（税込）

中石ゆうこ，濱川祐紀代，森篤嗣，栁田直美 著

アスク出版 発行

A5 判 184 頁 1,980 円（税込）

ISBN 978-4-86639-451-0 好評発売中

くろしお出版 発行

日本語を母語としない学習者だけでなく、就職

ISBN 978-4-87424-885-0 好評発売中

したばかりの日本語母語話者など、日本で働き

超基礎シリーズ第三弾。
「日本語学」を日本語

たいすべての人を対象とした仕事のすべてがわ

教育の視点でとらえ直し、日本語の様々な特

かる一冊。日本の企業文化への理解を深めつつ、

徴をわかりやすく解説。日本語教育に役立つト

ビジネス場面で求められる表現やビジネスマ

ピックを厳選し、敷居の高い「日本語学」を学

ナー、しきたりなどを学べます。単語リストや

びやすく、日本語を教える現場にすぐに使える

授業用スライドなど便利なコンテンツも提供、

知識が満載です。日本語学の入り口にはもちろ

教案づくりにも役立ちます（Web 無料 DL）
。

ん、
現場の教師にとっては学習者の「どうして」
に向き合うための必読の書です。

データ科学×日本語教育
李在鎬 編

新版 社会言語学図集

A5 判 328 頁 3,300 円（税込）

真田信治，朝日祥之，簡月真，李舜烔 編

ひつじ書房 発行

A5 判 296 頁 2,750 円（税込）

ISBN 978-4-8234-1099-4 好評発売中

ひつじ書房 発行

方法論編ではデータ科学の全体像と、データ構

ISBN 978-4-89476-942-7 好評発売中

築の方法や分析手法を紹介。研究事例編では音

近年、大学などの授業科目として取り上げられ

声学、文字学、語彙論、文法論、文章談話論、

ることが多くなった「社会言語学」の 90 のト

日本語教育史等の最先端の研究例を紹介。コー

ピックを、日本語・英語・中国語（繁体字）
・

パスや統計、計量分析のような、データ科学に

韓国語の 4 つの言語で解説した、やさしい入門

基づく新しい日本語教育学の方向性を提示す

テキストです。トピックごとに、裏付けとなっ

る一冊です。

たデータの図表が入っています。各言語の解説
を比べて、外国語学習としても活用できます。

超基礎 ・ 第二言語習得研究
奥野由紀子 編著 岩﨑典子，小口悠紀子，小林明子，

近代日本語教科書語彙索引

櫻井千穂，嶋ちはる，中石ゆうこ，渡部倫子 著

伊藤孝行 編

A5 判 224 頁 2,200 円（税込）

A5 判 376 頁 8,800 円（税込）

くろしお出版 発行

勉誠出版 発行

ISBN 978-4-87424-884-3 好評発売中

ISBN 978-4-585-38002-3 好評発売中

超基礎シリーズ第二弾。第二言語習得（SLA）

近代日本語教科書にはどのようなことばが取り

の最新研究に基づいた理論を丁寧にわかりや

上げられていたのか。明治期から戦中期に日本国

すく解説するとともに、それを生かした日本語

内外で刊行された日本語教科書 10 種 15 冊の本

教育の実践を紹介し、体験しながら学ぶ入門

文全文をテキスト化し、索引の見出語として約

書。読者自身の外国語習得のブラッシュアップ

25,000 語を採用して出現位置情報を明示。日本

にも。SLA 研究の入り口にも、日本語教育の

語史・日本語教育史をはじめとする諸分野研究に

現場にも役立ちます。

資する、近代語資料の隙間を埋める一冊です。

営業部からのお知らせ
オン
ライン

凡人社オンライン日本語サロン講座
日本語教師の成長スイッチ
―当たり前を問い直そう！―

【講師】 石澤徹氏，伊東克洋氏，金子史朗氏，松尾慎氏，横溝紳一郎氏
【日時】 第 1 回：2022 年 1 月 29 日（土）14:00 〜 17:00（オープン 13:40）
「日本語教育の『当たり前』を共有し、その妥当性を考えよう」
第 2 回：2022 年 2 月 18 日（金）19:00 〜 21:00（オープン 18:45）
「教室活動の『当たり前』を考えよう」
第 3 回：2022 年 3 月 4 日（金）19:00 〜 21:00（オープン 18:45）
「教師の役割の『当たり前』を考えよう」
第 4 回：2022 年 3 月 19 日（土）14:00 〜 17:00（オープン 13:40）
「評価の『当たり前』を考えて、さらなる成長につなげよう」
※ 4 回ともオンラインで開催しますが、第 4 回は博多より配信予定です。対面参加も可能ですのでお申し
込みの際、対面希望の項目にチェックをお願いします。対面による参加者には別途詳細をお送りします。
【定員】 各 200 名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】第 1 回 無料／第 2 回〜第 4 回 3,000 円（税込。セットでのお申し込みとなります）
【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/switch_pt2）
【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
生教材を使った初級への日本語教育試案

【講師】 堤良一氏，長谷川哲子氏，榎原実香氏
【日時】 2 月 19 日（土）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】大阪大学出版会・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/namakyo）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）
ほかにも「初中級学習者が雑談に参加するリスニング力を育むために ―『リアルな会話で学ぶにほんご初中級リ
スニング Alive』を使って―」
（2 月 19 日、講師：鎌田修氏，山森理恵氏，金庭久美子氏，奥野由紀子氏）などが予
定されています。

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

新刊ベスト５ （12 月）

NEWS

１． 全科目攻略！ JLPT 日本語能力試験ベスト
総合問題集 N3
（ジャパンタイムズ出版）
２． 日本語を教えるための教授法入門
（くろしお出版）
３． 超基礎・第二言語習得研究

（くろしお出版）

４． 超基礎・日本語教育のための日本語学
（くろしお出版）
５． JLPT 日本語能力試験 N3 完全模試
SUCCESS
（J リサーチ出版）

●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

