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日本語雑談マスター [ 黄 ]

西郷英樹，清水崇文 著

B6 判　160 頁　1,650 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-991-0　6 月下旬発売予定

雑談の学習書シリーズ第 2 巻！　「青」に続い
て「黄」の登場です。普段の雑談で使うと、こ
なれた日本語に聞こえる 60 の単語・表現が学
べます。日本語学習者用のわかりやすい（で
も、不自然な⁉）会話例ではなく、会社員や大
学生が話すような自然なものをそのまま掲載。
カジュアルな話し方の特徴も学べます。英語・
中国語・韓国語対訳付き。持ち運びやすいハン
ディサイズ。日本語でもっと周りの人と交流し
たい、雑談を楽しみたいと願っている学習者の
背中を押してくれる一冊です。

 既刊『雑談の正体』『日本語教師のための 日常会

話力がグーンとアップする雑談指導のススメ』も

おススメです！

コ ン パ ス 日 本 語　COMPASS JAPANESE

[INTERMEDIATE]　INTERACTIVE

WORKBOOK

安座間喜治，木内厚子，西村美緒，ミシェル・ルピサン 著

B5 判　272 頁　3,080 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-902-4　好評発売中

『コンパス日本語』は、米国の高校で開発された、
コンテントベースで学ぶ日本語教科書シリーズ
です。シリーズ第一弾は、中級レベルのワーク
ブックで、文化的・社会的なテーマを通し、日
本や自国、自身について考え、まとめ、発表す
る力を養います。AP試験対策や IB教育にも最
適です。

日本語を教えてみたいと思ったときに読む本

大隅紀子，奥村三菜子，眞鍋雅子，NPO 法人 YYJ・

ゆるくてやさしい日本語のなかまたち 編

四六判　184 頁　1,760 円（税込）

コスモピア 発行

ISBN 978-4-86454-178-7　6 月下旬発売予定

日本語教師に興味があるという人はもちろん、
現職の先生方にも手に取っていただき、日本語
教師のリアルな姿とディープな魅力を知って
いただける本です。日本語教師の仕事内容と、
日本語教師を取り巻く多様で幅広い状況が、こ
の一冊で概観できます。巻末には QRコード
付きの日本語教育関連URLもまとまっており、
便利なレファレンスとしても活用できます。

コスモピアが提供する
英語学習のための
e-Learning プラットフォーム

辞書なしで読めるやさしい本からどんどん読もう

シャドーイングで聞く力を確実にアップ

「英語読み放題コース」
月額 880円（税込）

「英語聞き放題コース」
月額550円（税込）

https://e-st.cosmopier.com/
まずは無料会員登録から

電子版
付き ISBN 978-4-86454-178-7 

C0081 ¥1600E

定価　本体 1,600 円 ＋ 税

コスモピア株式会社

バーコードアタリ

電子版
付き

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



J.TEST 実用日本語検定問題集　2021 年

日本語検定協会 編

B5 判　各 2,420 円（税込）

語文研究社 発行　好評発売中

A-C レベル　308 頁　CD-ROM（音声 mp3）1 枚付き

ISBN 978-4-931315-37-2

D-E レベル　260 頁　CD-ROM（音声 mp3）1 枚付き

ISBN 978-4-931315-38-9

F-G レベル　199 頁　CD-ROM（音声 mp3）1 枚付き

ISBN 978-4-931315-39-6　好評発売中

日本語を母語としない日本語学習者向け試験、
「J.TEST実用日本語検定」の過去問題集です。
2021年に実施された 6回分の問題を収録して
います。正解、聴解スクリプト、聴解試験の音
声mp3付きです。

ミニストーリーで覚える

日本語能力試験ベスト単語 N4 合格 1200

林富美子 著

B6 変判　216 頁　1,430 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1809-8　好評発売中

複数の単語を「よく出る組み合わせ」でまとめ
て覚えられる、JLPT N4に合格するための単
語帳。易しい表現から難しいものへと徐々にス
テップアップでき、「例文→単語」の順で学ぶ
ことで、単語力だけでなく読解力、表現力も同
時に身につきます。動詞の活用グループも掲
載。英・中・越の翻訳付き。

ＪＬＰＴ文字 ・ 語彙 N4

ポイント＆プラクティス

本田ゆかり，前坊香菜子，菅原裕子，関裕子 著

B5 判　76 頁 + 別冊（解答・解説）30 頁　1,320 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-909-9　好評発売中

実践的な問題を解き、間違えた問題はリストパー
トと解答・解説（英・中・越語訳）で確認します。
厳選された試験頻出語（245語）を漢字（118字）
と一緒に学べます。既有知識を整理しながら、
知らない語彙や漢字への気づきを促します。
短期間で効率よく試験対策ができる一冊。

増補改訂版　日本語総まとめ

佐々木仁子，松本紀子 著

B5 判　各 1,320 円（税込）

アスク出版 発行　好評発売中

N1　文法　172 頁 + 別冊 40 頁　

ISBN 978-4-86639-486-2

N2　文法　172 頁 + 別冊 36 頁　

ISBN 978-4-86639-488-6

N3　文法　134 頁 + 別冊 28 頁　

ISBN 978-4-86639-490-9

定番の日能試対策テキスト、本冊を 2色刷り
にして見やすくしました。さらに毎週ごとに復
習問題を追加、学習後には模擬試験形式の問題
に挑戦できます。また、例文の音声（Web提供）
提供を行いました。英・中・韓国語の翻訳付。

レベル別 日本語多読ライブラリー 

にほんごよむよむ文庫 スタート

NPO 多言語多読 監修

A5 判　約 12 頁× 8 冊セット　2,530 円（税込）

アスク出版 発行

ISBN 978-4-86639-470-1　好評発売中

日本語学習者のために作られたレベル別日本語
読み物。既刊のレベル 0よりさらに字が少ない
入門者向け、ほぼ「絵」で展開がわかるように
構成、ひらがなを覚える前でも手にとっていた
だけます。音をダウンロードして聞きながら
「読む」事もできます。8冊組、日本語学習の
入り口にいる学習者に最適です。



「中級」 「上級」 の日本語を

日本語で学ぶ辞典

松田浩志，早川裕加里 著

四六判　684 頁　2,970 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-7674-5023-0　好評発売中

学習者に用法や微妙なニュアンスがわかりに
くいと思われる中上級語彙・表現など約 4,400
項目を例文付きで解説。語義説明・例文には他
の見出し語を使わず、できるだけその場で理解
できるように配慮。学習者用テキスト『テーマ
別』シリーズの解説を平易にした内容で、テキ
スト中の語彙もかなり収録しています。

シリーズ　言語 ・ コミュニケーション研究の地平

外界と対峙する

伝康晴，前川喜久雄，坂井田瑠衣 監修

牧野遼作，砂川千穂，徳永弘子 編

A5 判　256 頁　3,520 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1127-4　好評発売中

コミュニケーションに参加していない人やモ
ノを「外界」と捉え、それらがコミュニケーショ
ンに与える影響を分析。ことばとコミュニケー
ションに関連する現象に、文化人類学・ロボッ
ト工学・会話分析・語用論など、幅広い分野か
らアプローチする論文集です。

日本語構文大全

三原健一 著

A5 判　各 4,180 円（税込）

くろしお出版 発行　好評発売中

第 I 巻　アスペクトとその周辺

288 頁　ISBN 978-4-87424-903-1

第 II 巻　提示機能から見る文法

272 頁　ISBN 978-4-87424-904-8

生成文法の枠組みで発掘されてきた日本語の
言語事実を総括する『日本語構文大全』（全 III
巻）シリーズの刊行を開始しました！　統語論
に関する初歩的な知識があれば読めるよう配
慮され、構文の意味から研究史のレファレンス
としても使えます。今回はアスペクト周辺・提
示機能に注目した第 I・II巻を同時刊行。

「活動型」 日本語クラスの実践

教える ・ 教わる関係からの解放

細川英雄 監修　

マルチェッラ・マリオッティ，市嶋典子 著

A5 判　206 頁　1,540 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-907-5　好評発売中

ヴェネツィアの大学で行われた初級クラスの
「活動型」日本語教育の実践報告とそれに理論
的解説を加えた教師向け参考書です。実践報告
では、学習者自身がテーマを設定し、対話を繰
り返し行うことで、テーマへの認識を深め、日
本語を習得していく事例を紹介しています。

日本語教師トレーニングマニュアル

日本語の音声入門　解説と演習 （新版）

猪塚元，猪塚恵美子 著　

B5 判　166 頁　3,080 円（税込）

バベルプレス 発行

ISBN 978-4-89449-178-6　好評発売中

音声学としての水準を保ちつつ、初心者にもわ
かりやすく書かれた入門書です。1993年の刊
行以来、改訂を重ねながら、多くの教育機関で
採用されています。入門書とはいえ音声現象に
はかなり詳細な説明も加えてあり、日本語教育
を含め広く活用できます。



ハイブ
リッド     凡人社ハイブリッド日本語サロン講座 

 テストで本当に日本語力を測定できているのか！　―理解力テストを再点検―
【講師】  伊東祐郎氏
【日時】 6月 25日（土）16:00～ 18:00（オープン 15:40）
【定員】 オンライン 80名、博多バスターミナル 15名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【場所】 オンライン、博多バスターミナル第 13ホール（博多区博多駅中央街 2-1博多バスターミナル 9階）
【参加費】2,000円（税込）※お申し込み後にクレジットカードでの決済となります。
【主催】凡人社　【共催】地域支援語学研究所：Area.co
【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/test20220625）
【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 

 学習者の主体的学習を目指して　―『初級からのよみもの 25』を使って―
【講師】  久野かおる氏，三宅祐司氏，波村慎太郎氏
【日時】 7月 9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】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/yomimono25）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

オン
ライン    『まるごと』オンライン講座 （全 6 回） 

 日本語教育の新しい枠組み　―教師のマインドセットと現場での活かし方―
【講師】  来嶋洋美氏，八田直美氏，二瓶知子氏
【日時】 前期　第 1回：7月 23日（土）　第 2回：8月 6日（土）　第 3回：8月 27日（土）
 　　　 各回 13:30-16:00（オープン 13:10）　※各回のテーマと「後期」の情報は凡人社のウェブをご覧ください。
【定員】 各 120名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】前期 第 1回～第 3回：5,000円（税込）1講座のみ：2,000円（税込）
 ※クレジットカードでの決済となります。お支払い確定後はキャンセルの場合も参加費の返金ができません。
【主催】三修社　【協力】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/marugoto）
【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

営業部からのお知らせ

 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． 「中級」「上級」の日本語を日本語で学ぶ辞典  
 （研究社）

２． 《書き込み式》表現するための語彙文法練習
ノート〈上〉 （凡人社）

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

４． JLPT文字・語彙 N4　ポイント＆プラクティ
ス （スリーエーネットワーク）

５． レベル別日本語多読ライブラリー　にほんご
よむよむ文庫　スタート 
 （アスク出版） 

新刊ベスト５（5 月）
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