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日本語で PEACE　CLIL 実践ガイド

奥野由紀子 編著　

小林明子，佐藤礼子，元田静，渡部倫子 著

B5 判　120 頁　2,750 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-86746-002-3　3 月下旬発売予定

内容言語統合型学習（CLIL）のアプローチに
基づいたテキスト『日本語×世界の課題を学ぶ 
日本語で PEACE［Poverty 中上級］』の教師用
ガイドブックです。CLILを実践する際にどん
な準備や工夫をするといいのか、ヒントが満載
です。実践者の内省や学習者の発話例、学習者
の感想、言語面のサポート例なども具体的に示
しました。実践例から CLILについての理解も
深まります。日本語と同時に世界の平和につい
て学び、学習スキルや深い思考力、互いを理解
し協調していく力をつける「PEACEプロジェ
クト」の解説も掲載。本書を手に、平和を目指
すことばの教育実践を一緒にしてみませんか。

「ことば」 の学びに寄り添う日本語教育

「学習と人生のつながりの軸」 の形成と意識化をめざして

山内薫 著

A5 判　336 頁　4,180 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-893-5　好評発売中

将来、「使うあてのない外国語」を学ぶことは
意味のないことなのでしょうか。本書では、フ
ランスで日本語を学ぶ大学生を対象に、彼らが
その学びをどのように意味づけ、人生に位置づ
けるのかを、その語りを通して考えます。時間
的・空間的に「移動」をしながら生きる彼らに、
私たちができることは何か。生涯教育としての
「ことば」の学びに携わるすべての人に。

令和 3 年度日本語教育能力検定試験 

試験問題

日本国際教育支援協会 編著

B5 判　144 頁　1,540 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-86746-001-6　3 月下旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の令和 3年 10月に
行われた試験の過去問題集です。試験問題と正
解だけでなく、巻末には参考資料として実施要
項、出題範囲や実施状況のデータも掲載されて
います。試験問題を概観する手はじめに、また、
試験勉強の仕上げに。受験者必携の一冊です。

 令和 2 年以前のもの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



学生 ・ 留学生のキャリアプランニング

木山三佳，田川麻央 著

B5 判　104 頁　1,320 円（税込）

実教出版 発行

ISBN 978-4-407-35253-5　好評発売中

BJTビジネス日本語能力テスト対応教材。就職
活動から入社後の様々な場面でのコミュニケー
ションを題材としています。音声をQRコード
から聞き、試験問題と同形式の練習ができます。
事前・事後テストで実力の伸びを確認できます。
総ルビ、スクリプト・解答等のダウンロード等
自律学習支援の工夫もされています。

JLPT 読解 N4　ポイント＆プラクティス

清水知子，福岡理恵子，熊田道子 著

B5 判　52 頁 + 別冊 46 頁　1,320 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-902-0　好評発売中

試験に必要な最低限の力を短期間で身につける
ための対策問題集。文章を読む際に注意すべき
項目（省略・指示詞・理由）を確認し、文章タ
イプ別の練習を実際の試験形式の問題を使って
段階的に学んでいきます。各問題には、英語・
中語・ベトナム語訳付きの解説のほか、正答の
根拠が確認できる本文の図解があります。模擬
試験 1回分付き。

マッグガーデン公認 日本語学習者のための

“魔法使いの嫁” で学ぶマンガの読み解き

臼井直也，正木みゆ 著

B5 判　256 頁　2,800 円（税込）

マッグガーデン 発行

ISBN 978-4-8000-1171-8　好評発売中

本書は、マンガを読み、深く理解するための教
材です。対象は上級から超級レベルの学習者で
す。『魔法使いの嫁』のストーリーを追いながら、
「問題」や「ディスカッション」を通して絵と
セリフの関係性、登場人物の心情などを考える
活動を行います。また、各課の「コラム」では
マンガ文法を学ぶこともできます。

オンライン国際交流と協働学習

多文化共生のために

村田晶子 編著

A5 判　320 頁　3,520 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-892-8　好評発売中

COVID-19によりオンライン授業が急速に広
まり、国際交流においてもオンラインの協働学
習が注目されています。様々な分野の教育研究
者が、その実践とともに学びのデザイン、プロ
セス、意義などを分析し、今後のオンラインに
よる協働学習の可能性を検討していきます。

改訂版 留学生のための就職内定

ワークブック

久保田学 著

B5 判　176 頁 + 別冊 40 頁　1,650 円（税込）

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8207-2990-7　好評発売中

世界から見ると独特な日本の就職活動を学び
ながら、外国人留学生自身がキャリアに向き合
い、企業から求められる強みや能力を意識でき
るようにした、書き込めるワークブックです。
早期の意識づけができ、就職活動に出遅れずに
準備してもらうツールとしても期待ができま
す。また在留資格の変更や日本のビジネスマ
ナーなどを解説したDL特典付きです。



越境者との共存にむけて

村田和代 編

A5 判　288 頁　4,620 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1122-9　好評発売中

日本社会の喫緊の課題である多文化共生をめ
ぐり、ナラティブ分析から言語教育・公共政策
への提言まで、分野を超えて多層的に考察しま
す。ポストコロナの日本社会において、何を変
え、誰が変わるべきなのでしょうか。越境者、
つまり国を越える移動をする人々との共存や
多様性をあらためて問い直す一冊です。

言語景観から考える日本の言語環境

方言 ・ 多言語 ・ 日本語教育

ダニエル ･ ロング，斎藤敬太 著　

A5 判　404 頁　4,950 円（税込）

春風社 発行

ISBN 978-4-86110-793-1　好評発売中

公共空間の看板、ポスター等の文字＝「言語景
観」に関する研究書です。北海道、東北地方か
ら奄美・沖縄まで、全国各地で収集した言語
景観写真 436点を掲載。そこにみられる敬語、
方言、複言語などの様相から日本の言語環境を
鳥瞰しつつ、これからのフィールドワークにお
ける言語景観研究の有効性を提唱しています。

言語コミュニケーションの多様性

窪薗晴夫，朝日祥之 編

A5 判　216 頁　3,740 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-894-2　好評発売中

コミュニケーションをキーワードに様々な言
語（方言、中世語、話し言葉、音声言語、日本
語学習者の日本語、移民の日本語、自閉スペク
トラム症者の日本語など）についてその有様を
探っています。特に興味深いのは AIにおける
対話のシステムを論じた章です。本書を通して
実際の言語運用の多様性を感じていただけま
す。

言語教師教育論

境界なき時代の 「知る・分析する・認識する・為す・見る」

教師

B・クマラヴァディヴェル 著　

南浦涼介，瀬尾匡輝，田嶋美砂子 訳

A5 判　320 頁　4,400 円（税込）

春風社 発行

ISBN 978-4-86110-759-7　好評発売中

外国語・第二言語の教師教育に向けた包括的な
モデルの根拠と本質を、ポスト国民国家、ポス
トモダン、ポストコロニアル、ポスト伝達主義、
ポストメソッドの視点と、場の特殊性、実践性、
可能性の原理から再考し、多様な言葉の営為の
ための教育の方向性を見すえる書です。

言語研究の世界　生成文法からのアプローチ

大津由紀雄，今西典子，池内正幸，水光雅則 監修　

杉崎鉱司，稲田俊一郎，磯部美和 編

A5 判　372 頁　3,630 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-327-40177-1　好評発売中

人間の言語は脳に蓄えられた知識であると考
える立場から、言語の性質や獲得、また、理解
の仕組みなどをめぐる様々な問題を解説しま
す。ミニマリスト・プログラム以降の生成文法
の理論的展開をふまえつつ、生成文法理論の基
盤となる考え方を紹介し、脳科学や言語の起源
や進化の問題も扱う言語研究への入門書です。



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）

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

   ◎麹町店営業再開のお知らせ
日ごろより凡人社麹町店をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
2020年 4月より新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため臨時休業しておりましたが、感染対策を講じた上
で、3月 28日（月）より営業を以下のとおり再開することといたしました。ご来店のお客様、先着 200名さまに「フ
リクション」をプレゼントします。ぜひご来店ください。

【営業日】毎週月曜日、水曜日、金曜日（ただし祝日は休み）
【営業時間】12:00～ 18:00
※発熱など、風邪の症状がある場合、ご来店はご遠慮ください。
※ご来店の際は、マスク着用、手洗い、うがいなど感染症対策にご協力ください。
【お問い合わせ】E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

📡 麹町店へのアクセス等は以下のウェブページでご確認ください。https://www.bonjinsha.com/wp/access

  ◎大阪店からのお知らせ
大阪店は、当面の間、これまで通り「ご予約制」にて営業をいたします。また、月に数度、ご予約なしでご来店い
ただける「特別 OPEN」も実施してまいりますので皆様ご来店いただきますようお願いいたします。
※詳細と最新の情報は弊社WEBサイト、大阪店のページより営業日カレンダーをご確認いただきますようお願い
いたします。（やむをえず急遽変更となる場合もございますので、ご来店前に必ずご確認いただきますようお願いい
たします。）

📡 大阪店の最新情報と営業日等は以下のウェブページでご確認ください。https://www.bonjinsha.com/wp/osaka

営業部からのお知らせ

麹町店・大阪店からのお知らせ

 NEWS　 
●電子書籍の発行について
凡人社で発行している書籍の一部を Amazon Kindleと
Google Playブックスで電子書籍として発行していま
す。紙のものとあわせてご活用ください。
『文化初級日本語 I／ II テキスト改訂版』
『日本語 5つのとびら 初級編 1／ 2』
『日本がわかる、日本語がわかる』
『おしゃべりしながら　書くことを楽しむ中級作文』
『どんどん使える！ 日本語文型トレーニング初級／中
級』

１． オンライン国際交流と協働学習  
 （くろしお出版）

２． 「ことば」の学びに寄り添う日本語教育 
  （くろしお出版）
３． 日本語教育　よくわかる評価法 （アルク）
４． 改訂版　留学生のための就職内定ワーク 

ブック （日本能率協会マネジメントセンター）
５． 外国人介護士と働くための異文化理解
  （大阪大学出版会） 

新刊ベスト５（2 月）
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