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日本語で考えたくなる 科学の問い ＜上＞

（文化と社会篇）

田中祐輔 編著　川端祐一郎，牛窪隆太，陳秀茵，張玥，

庵功雄， 前田直子 著

A5 判　120 頁　3,960 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-995-8　好評発売中

世界が直面している環境問題、格差や貧困、災
害や紛争、感染症などに対して、わたしたちは
国境や専門分野の枠を超えて協働して課題に
取り組むことが求められます。本書は日本語の
学習をとおして、科学的な視点で探求・対話・
協働する力を涵養します。自然科学・社会科学・
人文科学に関する学術研究を紹介する文章を
題材に、豊富な解説と練習問題を通して総合的
な日本語コミュニケーション能力を育成しま
す。世界の学術研究が示す“多彩なテーマ”と“興
味深い発見”をもとに、「調べる・考える・伝
える」ための探求・活動型日本語教科書です。

改訂版　日本語の教え方 ABC

寺田和子，三上京子，山形美保子，和栗雅子，

三好裕子 著

A5 判　276 頁　2,420 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3969-6　好評発売中

初版発行より長年読者の皆様に支持されてき
た、授業準備の頼れる味方『日本語の教え方
ABC』が改訂版となって登場です。日本語初
級で学習する基本文型を網羅し、文法知識の整
理ができ、導入例、タスク例を具体的に提案し
ます。改訂版ではデジタル教材やオンライン授
業についての記述も加わりました。無料でダウ
ンロードできるタスクシートも付いています。

日本語コミュニケーションのための

聴解教材の作成

野田尚史， 中尾有岐 編

A5 判　264 頁　3,520 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1120-5　好評発売中

実際のコミュニケーションに役立つ聴解教材
とは？　本書では、日本語学習者向けの聴解教
材の作成方法を解説します。実際に聞く必要が
ある日本語を分析し、学習者が聴解で難しいと
感じる点を調査。例として取り上げるのは「飲
食店スタッフの発話を聞く教材」「雑談を聞く
教材」「講義を聞く教材」「会議の発話を聞く教
材」です。

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



日本留学試験 （EJU） 模試と解説 

読解 ・ 記述

吉川達 著

B5 判　332 頁　2,200 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-467-1　好評発売中

最新の出題傾向に対応した日本留学試験の対
策本。「読解と記述」6回分の模擬試験と、そ
の解説を収録。詳しい解説で、教室活動はもち
ろん、独習でも活用できます。また、「出題内
容の分析と対策」も掲載しており、試験につい
てよく知ることができるお得な一冊。

改訂版　中級からはじめる ニュースの日本語

聴解 40

瀬川由美，紙谷幸子 著

B5 判　96 頁 + 別冊 40 頁　2,200 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-906-8　好評発売中

改訂にともない、40課のうち 28課を刷新しま
した。ニュースの内容は、経済・金融・政治・
行政・生活などです。ニュースを聞き、タスク
を行いながら、その構成と内容を理解する練習
をすることで、ニュースの聞き取りができるよ
うになることを目指します。英・中・韓国語の
訳付。音声はWebで配信。

漢字マスター N2　改訂版

アークアカデミー 編著

B5 判　184 頁　1,980 円（税込）

三修社 発行

ISBN 978-4-384-05962-5　好評発売中

N1への足掛かりをつかむ基本編 300字と挑戦
編 239字の計 539字が、生活・教育・社会等の
カテゴリー別に分類され、徐々に難易度が上が
る順番に並んでいます。日常生活に必要な語彙
だけでなく新聞や雑誌で目にする漢字とことば
の習得を目指し、アチーブメントテスト等に加
えて、ゲーム感覚で楽しく学べるクイズも収録。

「和」 の行事えほん 〔英語版〕　

A Visual Guide to Annual Events in Japan

Noriko Takano 作・絵　Reiko Matano，Margaret Breer 訳

A4 変判　120 頁　3,080 円（税込）

岩崎書店 発行

ISBN 978-4-265-80262-3　好評発売中

日本のおもな伝統行事や習慣を英語で紹介し
た絵本です。12カ月のカレンダーに合わせた
紹介は見やすく、ひなまつり、七夕、衣替えや
七草、お盆などのほか、食べ物や道具などの細
かい名称もよくわかります。一言では説明しに
くい行事を外国の人に伝えるときにも便利で
す。海外駐在や留学のおともに、ぜひ。

JLPT 聴解 N5　ポイント＆プラクティス

初鹿野阿れ，大木理恵，中村則子，田代ひとみ 著

B5 判　72 頁 + 別冊 56 頁　1,320 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-899-3　好評発売中

短期間で聴解問題の流れや押さえるべきポイ
ントを理解し、聞き方を効率的に学ぶ「問題
パート」、「模擬試験」、試験によく出る質問の
ことば、依頼する表現、道を聞く表現などをま
とめた「リストパート」の 3部構成です。別
冊には日・英・中・ベトナム語の正答だけでなく、
誤答にも解説を付けたものがあります。

新 ・ シャドーイング　日本語を話そう！　

中～上級編　[ 英語 ・ 中国語 ・ 韓国語訳版 ]

斎藤仁志，深澤道子，掃部知子，酒井理恵子，

中村雅子 著

A5 判　216 頁　1,980 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-899-7　好評発売中

人気シリーズ『シャドーイング日本語を話そう 
中～上級』の新装版。対人関係に応じて練習で
きるスクリプトを現代に合わせた内容や語彙
を含め、新しく大幅増量。雑談からビジネス
シーンまでリアルな会話をどこからでも自由
にたっぷり練習できます。音声MP3ダウンロー
ド。全スクリプト英・中・韓翻訳付き。



フィールドワークではじめる言語学

なじみのない言語から考える

古閑恭子 著

A5 判　192 頁　2,420 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1139-7　好評発売中

日本語や英語などとは違ったことばの世界が
あることを知り、既存の枠組みを取り払って考
えるという言語学の基本を実践するのに、なじ
みのない言語は格好の素材となります。本書は
ガーナの言語を主に取り上げて言語のしくみ
を紐解き、フィールドワーク調査の基本につい
ても解説する、一味違った言語学入門書です。

現代日本語における形容詞の連用用法

外面性／内面性に着目して

永谷直子 著　

A5 判　312 頁　4,950 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-895-9　好評発売中

「楽しく遊んだ」は言えるのに「面白く遊んだ」
はなぜ不自然に感じられるのでしょうか。本書
は「どのような場合にどのような形容詞が連用
形でふるまえるのか」を分析しており、出発
点は日本語学習者の産出例への違和感でした。
「なぜだろう」と思ったあなた、記述文法の方
法論を味わいながら本書で学んでみませんか。

日本語教師の省察的実践

語りの現象学的分析とその記述を読む経験

香月裕介 著

A5 判　426 頁　4,950 円（税込）

春風社 発行

ISBN 978-4-86110-760-3　好評発売中

日本語教師の専門知や実践知のありようを、教
師自身の語る／読むという経験から考察して
います。主観と客観をつなぐ現象学的分析を採
り入れることで、知覚や意味づけといった個々
人の経験から教師の専門性を解き明かし、それ
を読むことをとおして読み手の省察、および自
他理解への新たな視点をもたらす一冊です。

日本の 「非正規移民」

「不法性」 はいかにつくられ、 維持されるか

加藤丈太郎 著　

A5 判　264 頁　3,960 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5362-3　好評発売中

貧困、格差、ヘイトスピーチ、摘発の恐怖
……。日本に暮らす非正規移民は、「不法」な
存在として過酷な現実を強いられています。
彼／彼女らとともに新たな共生社会を育むた
めにはなにが必要でしょうか。フィールドワー
クと理論を駆使した研究を政策提言につなげ
る渾身の一冊です。

文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術

関根健一 著

A5 判　144 頁　1,760 円（税込）

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21389-8　好評発売中

元読売新聞編集委員の著者が、漢字と仮名の使
い分けや仮名遣い・送り仮名のきまり、接続詞
の使い方など、文章を書くときに知っておきた
い、ことばの基本的な選び方・使い方を解説し
ています。本文は会話形式で、イラストもふん
だんに用いており、中高生から大人まで、誰で
も気軽に読めます。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン講座 

 再点検！ テストと評価の基礎・基本
【講師】  伊東祐郎氏
【日時】 5月 14日（土）10:00～ 12:00　（オープン 9:40）
【定員】 80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】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（https://bit.ly/3E9KlH3）
【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）より以下のとおり営業を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． 令和３年度日本語教育能力検定試験  
試験問題 （凡人社）

２． 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）

３． 漢字マスター N2　改訂版 （三修社）
４． JLPT読解 N4　ポイント＆プラクティス 

 （スリーエーネットワーク）
５． 日本留学試験（EJU） 

模試と解説　読解・記述 （アスク出版） 

新刊ベスト５（3 月）
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