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改訂版　文法が弱いあなたへ

日本語教育研究所 編

足立章子，金田智子，鈴木有香，武田聡子 著

B5 判　108 頁　1,320 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-994-1　好評発売中

定番の教材の改訂版です。本書は、初級文型の
うち、活用形や使い方に混乱が見られやすい項
目をとりあげていて、今回の改訂では 5つの
ユニットを追加して全 44ユニットとなりまし
た。全体的に読解部分の内容を改め、練習問題
にも変更を加えました。好評だった各ユニット
の構成（前半で学習者自身が文法項目の意味、
用法、機能などを確認し、整理できる。後半
で、読解問題をとおして文法項目に対する理解
が深められる）は踏襲しながら、さらにパワー
アップした初級文型の復習に最適の一冊です。

外国人介護士と働くための異文化理解

渡辺長 編

A5 判　304 頁　3,190 円（税込）

大阪大学出版会 発行

ISBN 978-4-87259-751-6　好評発売中

外国人介護士を受け入れる際に最も重要なの
は、日本人に特化した感覚を自覚し、彼らの文
化と行動を理解することです。外国人介護士の
行動の背景にある文化を正しく理解し、身に付
けるためのヒントを伝授します。また、介護制
度の背景や制度比較のほか、死生観、介護観の
違いに基づく指導上のポイントも解説します。
介護現場で使える英語・インドネシア語・ベト
ナム語・ミャンマー語の用語リスト付き。

日本語教育ができること、

そしてことばについて 

金田一秀穂先生と学んで ―教授退職記念論文集―

松井一美，設樂馨，鈴木美穂 編著

A5 判　264 頁　3,520 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-992-7　3 月上旬発売予定

「でも、よく、中締め、というではないですか。
（中略）パーティで楽しいのは中締めのあとか
らです」。金田一秀穂氏による妙味に富んだ序
文から始まる、氏の教授退職を記念して編まれ
た論文集。氏と氏の薫陶を受けた研究者による、
日本語教育やことばに関する論考を 15本掲載
しています。

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



教師の主体性と日本語教育

牛窪隆太 著

A5 判　344 頁　3,960 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-037-7　好評発売中

「教師の主体性」をテーマに、これまで日本語
教師に求められてきた「教師としてのあり方」
を問い直します。制度論、主体論を基に議論を
展開し、内容分析、新人教師へのインタビュー
の質的分析、フィールド調査を踏まえ、同僚性
構築における「逸脱する主体性」を主張。社会
に新たな価値を生む教師のあり方を考えます。

留学生向けふりがな付き 2022 年版

ビジネス能力検定ジョブパス３級公式テキスト

職業教育・キャリア教育財団 監修

B5 判　176 頁　2,530 円（税込）

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8207-2986-0　好評発売中

本書は、ビジネス能力の基本・基礎を学ぶこと
ができ、周囲から期待される社会人・職業人を
目指すための教材です。漢字すべてにふりがな
を付け、外国人留学生も、日本人学生とともに
日本のビジネス習慣、日本企業における働き方
を学ぶことができます。紙面上、ルビが読みに
くい図表等は巻末に拡大版を掲載しています。

改訂版　日本留学試験模擬テスト 3 回

文系／理系

東京国際ビジネスカレッジ神戸校，時事日本語学院 著

アルク 発行

文系　　B5 判　284 頁　3,850 円（税込）

ISBN 978-4-7574-3956-6　好評発売中

理系　　B5 判　380 頁　4,180 円（税込）

ISBN 978-4-7574-3957-3　好評発売中

長年日本留学試験の指導をしている、日本と韓
国の学校が実施する模試から良質な問題を集
めて 3回分に再編しました。「どういうプロセ
スで考えるのか」がわかる詳しい解説（文系編
は A5版で 235頁、理系編は 237頁分付いて
います）と、聴解・聴読解の音声は無料でダウ
ンロードできます。

日本語教育　よくわかる評価法

伊東祐郎 著

A5 判　216 頁　2,420 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3958-0　好評発売中

「日本語教育　よくわかる」シリーズに新しく
「評価法」が加わりました。本書は評価法の基
礎知識やテスト作成の手順をわかりやすく解
説した入門書です。評価法の知識を一通り身に
付け、測りたい力を正確に測れる技能を持った
教師になるために、本書をご活用ください。

ゲンバの日本語 単語帳 建設 ・ 設備／ IT

働く外国人のためのことば

一般財団法人海外産業人材育成協会 著

スリーエーネットワーク 発行

建設 ・ 設備　　A5 変判　98 頁　990 円（税込）

ISBN 978-4-88319-900-6　好評発売中

IT　　A5 変判　100 頁　990 円（税込）

ISBN 978-4-88319-901-3　好評発売中

日本語初級レベルの働く外国人向け「ゲンバの
日本語」シリーズの単語帳。パート1では「就業」
「トラブル」「研修」など職場の共通基礎語彙を
収録し、パート 2では各業界の分野別語彙を
必要なところから学べます。単語だけではなく
現場で想定される例文も収録してあり、すぐに
活用することができます。英語、中国語、ベト
ナム語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー
語翻訳付き。無料補助教材のほか、ことばの音
声が無料で聞けるアプリも配信。



認知日本語学講座３　

認知統語論

町田章，木原恵美子，小熊猛，井筒勝信 著

A5 判　365 頁　4,950 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-888-1　好評発売中

ラネカーの提唱する認知文法は、日本語をはじ
め様々な言語の文法現象の分析を行う際にと
ても有効です。本書は日本語の文法を分析する
上で欠かせない主観性・主体性、ガ格ニ格、ラ
レル文などの問題を取り扱い、日本語研究に新
たな発想を持ち込みます。

学びの場での第二言語習得論

Shawn Loewen 著　

佐野富士子，齋藤英敏，長崎睦子，小林めぐみ，

金子朝子，石塚美佳，神田みなみ 訳

A5 判　352 頁　4,180 円（税込）

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-2362-0　好評発売中

数ある第二言語習得に関わる理論の中でも教
育との関連をもつ理論を中心にとりあげ、複数
の観点から第二言語習得のプロセスと指導の
影響を解説します。各章は理論的課題、実証研
究から得られるエビデンス、教育実践の場への
示唆の 3部構成になっています。これからの
第二言語習得研究の方向性を示す意欲作です。

「比喩」 とは何か　認知言語学からのアプローチ

Barbara Dancygier, Eve Sweetser 著

野村益寛，眞田敬介，山添秀剛，對馬康博，水野優子 訳

A5 判　334 頁　4,620 円（税込）

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-2361-3　好評発売中

認知言語学による比喩研究は 1980年代にメ
タファーを中心として始まり、その後メトニ
ミー、アイロニー、シミリー、ブレンディング、
文法構文、ディスコースへと射程を広げていま
す。そうした潮流を概観し、「「比喩的」とはど
ういうことか」に答えることを試みた最新かつ
最も包括的な概説書です。

シリーズ　文化と言語使用　3

場と言語 ・ コミュニケーション

井出祥子，藤井洋子 監修

岡智之，井出祥子，大塚正之，櫻井千佳子 編

A5 判　288 頁　3,960 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-89476-793-5　好評発売中

「シリーズ　文化と言語使用」の第 3巻。近代
哲学・科学の前提としてきた主観と客観の分離
と切断、自己と他者の分離と切断に対し、正面
から疑問を投げかけます。人称詞、指示詞、絵
本の日英対照、複合動詞、身体論など、豊富な
事例研究を展開し、さらに、William F. Hanks
の序文を掲載しています。

プロソディー研究の新展開

窪薗晴夫，守本真帆 編

A5 判　304 頁　4,180 円（税込）

開拓社 発行

ISBN 978-4-7589-2363-7　好評発売中

2016年に始まった国立国語研究所基幹型共同
研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た
日本語の音声と文法」の中の音声研究班による、
日本語および琉球語のプロソディー（アクセン
ト、イントネーション）に関する研究成果を、
論文集としてまとめました。プロソディー研究
の最近の動向を知ることができます。



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）

オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

 日本語を「いい加減に」眺めてみると
【講師】  堤良一氏
【日時】 3月 26日（土）10:30～ 11:30　（オープン 10:10）
【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/e-kagen）
【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 

 日本語教室の可能性を高める地域日本語教育コーディネータ― 
 ―地域で日本語教師の活動の幅を広げてみませんか―

【講師】  深江新太郎氏
【日時】 4月 16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　【協力】アルク・オフィス bamboo
【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/chiiki_co）
【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
弊社が主催するイベントのほかにも、イベント情報やお知らせを掲載しています。

こちらのページもご覧ください。
📡 https://www.bonjinsha.com/wp/archive_all

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 2回）試験問題  
 （凡人社）

２． いい加減な日本語 （凡人社）
３． 改訂版　日本留学試験模擬テスト 3回分 

理系編 （アルク）
４． 改訂版　日本留学試験模擬テスト 3回分　 

文系編 （アルク）
５． （改訂版）文法が弱いあなたへ （凡人社） 

新刊ベスト５（１月）
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