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《書き込み式》

表現するための語彙文法練習ノート 〈上〉　

―語／コロケーション／慣用句／表現文型―

田中祐輔 編著　陳秀茵，牛窪隆太，森篤嗣，小口悠紀子，

張玥 著

B5 判　240 頁＋別冊解答 32 頁　1,980 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-996-5　5 月中旬発売予定

日本語能力試験 N1やアカデミックな場面で用
いられやすい重要表現を、語・コロケーション・
慣用句・表現文型の観点から407項目に選定し、
用例や用法の詳しい解説と、運用練習のための
825の設問を設けました。また、それらの語彙・
文型・表現について、本書が準拠している『日
本語で考えたくなる科学の問い〔文化と社会
篇〕』の文章でどのように用いられるかを示し
ているため、連動して効果的な学習ができま
す。一冊の独立した教材としても、準拠教材と
併せて使うこともできます。

タスクベースで学ぶ日本語 中級１

Task-Based Learning Japanese for College Students

国際基督教大学 教養学部 日本語教育課程 著

B5 判　98 頁　2,200 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-904-4　好評発売中

初級学習を終えた大学生のための中級前期の総
合教材です。全 3巻で CEFRの B1、B2レベ
ルの日本語の習得を目指す第 1巻。クラスメー
トと対話するタスクを通じて、日本語能力を高
め、テーマについての理解や思考を深めます。
各課には「旅行の計画」などのテーマに基づい
た3ステップのタスクがあります。語彙と文型・
表現に英語訳付き。Web無料補助教材も充実。

話す ・ 考える ・ 社会とつなぐためのリソース 

わたしたちのストーリー

八木真奈美 編著

B5 判　68 頁　2,200 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-055-1　好評発売中

地域日本語教室向けのリソース型教材です。日
本に移住した方たちの語りを、ほぼそのままの
形で収録しました。9名の方が語る 15のストー
リーを、学習者と支援者がともに読み進めなが
ら、気づき・表現し・社会とのつながりを考え
ることができるように構成されています。ま
た、留学生にも、日本語教師の養成にも使うこ
とができます。

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



新完全マスター単語

日本語能力試験 N4 重要 1000 語

石井怜子 監修　塩田安佐，田中和佳子，青柳方子，

木村典子，細井和代，守屋和美，山崎洋子，

米原貴子 著

A5 変判　203 頁　1,760 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-905-1　好評発売中

厳選した 1,000語を品詞やカテゴリーごとに豊
富な例文とともに掲載しています。全 18編の
読み物では、学習単語が文章の中でどのくらい
理解できるか確認できます。付録には「災害か
ら身を守る」などの生活に役立つ言葉も収録。
英・越・中の 3カ国語訳付き。音声無料アプリ有。

国際コミュニケーションマネジメント入門

竹下裕子，荒川洋平 編

A5 判　264 頁　2,640 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-472-5　好評発売中

「国際コミュニケーションマネジメント・プロ
フェッショナル（ICMP）」養成のための必読書。
「ICMP」は、組織の国際コミュニケーション
のあり方を客観的に考察し、改善を提案し、組
織の効果的なコミュニケーション行動を指導で
きる人材を指します。グローバルに活躍したい
学生や社会人にお薦めです。

まんが　クラスメイトは外国人　課題編〈第２版〉

私たちが向き合う多文化共生の現実

「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 編

みなみななみ まんが

A5 判　212 頁　1,430 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5395-1　5 月中旬発売予定

「ハーフ」、ヘイトスピーチ、移民政策、貧困、
戦争責任など様々な社会問題・課題をストー
リーにのせて描きます。多文化共生を考える学
習まんがの第 3弾。第 2版では、在留資格等制
度変更にともなう修正の他、より適切な表現に
なるよう内容面での改訂をおこないました。

< 学習者からの質問に学ぶ > 日本語文法を教える

ためのポイント 30　中上級編

高嶋幸太，関かおる 著

A5 判　240 頁　2,420 円（税込）

大修館書店 発行

ISBN 978-4-469-21390-4　好評発売中

「学生向き」と「学生向け」の違いは？　「おかげ」
と「せい」はどう使い分ける？　「食べてみる」
を「食べて見る」と書けないのはなぜ？…学習
者がつまずきやすい 30の文法ポイントを厳選
した、日本語教師向けの参考書シリーズの続編
です。豊富な会話例と解説のほか、練習問題実
例集も掲載しています。

初級から超級まで　STEP 式　にほんご練習帳　敬語

松本節子 著

B5 判　112 頁 + 別冊解答 8 頁　1,430 円（税込）

ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-512-4　好評発売中

敬語は、日常生活やビジネスの場で欠かせない
ものです。日本語には、人前で話さないタブー
の言葉から最上級の敬語まで何段階もの丁寧
さのレベルがあります。日本人は話し相手、話
す場所によって、その場に適切な言葉のレベル
を選んでいるのです。本書で基本的な敬語文法
と丁寧さのレベルを習得してください。

新 ・ シャドーイング　日本語を話そう！

中～上級編　音声 CD

斎藤仁志，深澤道子，掃部知子，酒井理恵子，

中村雅子，吉本惠子 著

音声 CD1 枚　1,650 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-901-7　好評発売中

2022年改訂『新・シャドーイング　日本語を
話そう！　中～上級編』の音声 CD2枚組（無
料ダウンロード可能な音声の別売 CD）です。
教室に CDプレイヤーがあれば、すぐに音声
を流して練習できます。



多言語化する学校と複言語教育

移民の子どものための教育支援を考える

大山万容，清田淳子，西山教行 編著

A5 判　184 頁　2,750 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5393-7　好評発売中

学校は多言語化にどう対応できるのでしょう
か。個人はどのような言語・文化的経験を持ち、
言語・文化と関わりながら生きているのでしょ
うか。複言語教育・複言語主義の理論的枠組み
をカナダ、フランス、ニューカレドニアの事例
も踏まえて論じます。

現象学的日本語教育の可能性

アイルランドで複言語育児を実践する親たちの事例

稲垣みどり 著　

A5 判　248 頁　3,960 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-054-4　好評発売中

質的研究に、現象学の原理を導入し、新たな地
平を拓こうと試みる意欲作です。アイルランド
における複言語育児に焦点を当てたライフス
トーリーインタビューから、複言語育児の本質
に迫ります。親／子どもたちへの支援につなが
る、現象学の方法を取り入れた「本質観取」の
ワークショップの実践も紹介されています。

電波が運んだ日本語

占領地、 植民地におけるラジオ講座

上田崇仁 著

A5 判　68 頁　880 円（税込）

風響社 発行

ISBN 978-4-89489-421-1　好評発売中

日本が植民地・占領地で日本語教育を行ってい
たということはよく知られていますが、実際に
どのような教材で、何を教えていたのかという
ことはあまり知られていません。本書では、と
くに 1926年に日本に登場した「ラジオ」を利
用した日本語教育に焦点を当て、収集したテキ
ストなどを基に繙いていきます。

複数の言語で生きて死ぬ

山本冴里 編　

四六判　216 頁　1,980 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-890-4　好評発売中

地球上には、7,000ともいわれる数の言語があ
ります。この本は、人間は生涯にわたってそう
した言語を習いおぼえ、失い、常に複数の言語
と関わりながら生きているという認識のうえに
書かれています。複数の言語と絡みあう人間の
生と死について、筆編者らを触発してやまない、
記憶に残る人、資料、物語について語っていき
ます。

言語教育実践 イマ×ココ ［No.9］

現場 （イマ×ココ） の実践を記す ・ 実践を伝える ・ 実践から

学ぶ

イマ×ココ編集委員会 編

B5 判　108 頁　1,320 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-038-4　好評発売中

言語教育における実践の共有をめざす年刊誌の
第 9号です。今号の特集は、「コロナ禍におけ
る身体性の再発見」。心理学者の茂呂雄二氏へ
のインタビューと、齋藤ひろみ氏、金田智子氏、
河野俊之氏の原稿を収録しています。さらに
10本の投稿原稿とコラムを掲載しています。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

 自律学習支援に効果的なアドバイジングとは 
 ―振り返りを促す対話の実践と学習者オートノミー―

【講師】  加藤聡子氏、義永美央子氏
【日時】 6月 4日（土）10:30～ 12:00　（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】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/bon_autonomy）
【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しています。ぜひご来店ください。

【営業日】毎週月曜日、水曜日、金曜日（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」も実施してい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ください。）

📡 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　 
『日本語教材リストNo.49』発行
長らくお待たせいたしました、『日
本語教材リスト No.49』が完成いた
しました。凡人社の出版物にかぎら
ず幅広く日本語教材、辞典、教師
のための書籍を網羅したカタログで
す。麹町店、大阪店の店頭で配布を
開始しております。入手方法の詳細
は以下のウェブページをご参照くだ
さい。
https://www.bonjinsha.com/wp/nihongokyouzailist

１． 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  
 （くろしお出版）

２． 初級から超級まで　 
STEP式にほんご練習帳　敬語 （ユニコム）

３． JLPT日本語能力試験 N2完全模試
SUCCESS （Ｊリサーチ出版）

４． 日本語で考えたくなる科学の問い〈上〉 
〔文化と社会篇〕 （凡人社）

５． タスクベースで学ぶ日本語　中級 1 
 （スリーエーネットワーク） 
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