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イラストでわかる日本語表現　初級

川端葉子 著

B5 判　228 頁　1,760 円（税込）

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-07174-3　好評発売中

初級レベル（日本語能力試験N4～N5レベル）
の表現や文型を使った例文（全 88課）の内容
をイラスト化し、用法・接続の説明とともに掲
載しています。イラストによって「場面」や「話
者」がわかりやすくなり、文法学習の一助とな
ることを目指しています。日本語能力試験にも
対応できる練習問題も多数掲載しています。ま
た、本を購入後、申請いただいた方に、授業で
使用できるイラストデータを無料で配布して
います。

必ずできる！　初級 「読解」 入門

安藤栄里子，足立尚子 著

B5 判　156 頁　1,980 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-3995-5　好評発売中

N2・N3レベルが発売中の「必ずできる！」シ
リーズ。JLPTの読解問題対策が主な役割です
が、最終的に「学習者が読解嫌いを克服し、読
解好きにする」ことを考え抜いて作成されたシ
リーズです。今回、ご要望の多かった初級レベ
ルが発行されました。初級文型を総復習しなが
ら N3レベルの学習に臨める読解力を身につけ
られる、いわゆる「土台作り」に役立つ問題集
です。

日本語プロフィシェンシー研究 第 10 号 

日本語プロフィシェンシー研究学会 編

B5 判　54 頁　2,200 円（税込）

凡人社 発売

ISBN 978-4-86746-004-7　好評発売中

第二言語としての日本語の運用能力を多角的に
研究し、その教育を実践する「日本語プロフィ
シェンシー研究学会（JALP）」。プロフィシェ
ンシーについて掘り下げることを目的にして
JALPが年 1 回発行する研究誌の最新号です。
本号には、「プロフィシェンシー研究のこれか
ら」と銘打つ巻頭言から始まり調査報告 1本、
研究ノート 1本などが掲載されています。

 創刊号～第 9号も好評発売中です。

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



読んで考える日本語　10 のトピック　中上級

森美子 著

B5 判　180 頁 + 別冊 36 頁　2,420 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-908-6　好評発売中

大野晋、金田一春彦、鈴木孝夫などの「生の文
章」を軸に、読解、文法練習、ディスカッショ
ンなどを通して、日本語の分析力と運用力を養
う教材です。読み物のテーマは、漢字、敬語、
カタカナ語など、「日本語」に関するものが中
心で、学習者が関心をもって学べます。本書は、
これまでばらばらに覚えてきた知識をまとめ、
新たな問題意識をもって日本語学習に取り組
める機会を提供します。英訳単語リスト付き。

おひさまワークブック ［はじめのいっぽ］

子どものための日本語

くろしお出版 編　

山本絵美，上野淳子，米良好恵，本田弘之 著

A4 判　96 頁 + 別冊 32 頁　1,980 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-911-6　7 月下旬発売予定

大好評『おひさま』に待望のワークブックが登
場です。マルチリンガルの子どもが、多様なト
ピック、国際感覚を養う内容で、楽しく学べま
す。ことばの活動や読み物を通して、意見を書
く力を育て、子どもの表現力・自己肯定感を高
めます。別冊のひらがな・カタカナ練習帳は、
少ない画数から無理なく学べるよう工夫が満
載。これまでにない新しいワークブックです。

初級日本語　とびら Ⅱ

岡まゆみ，近藤純子，筒井通雄，森祐太，奥野智子，

榊原芳美，曽我部絢香，安田昌江 著

B5 判　400 頁　3,850 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-900-0　好評発売中

「日本語学習を通して自分を再発見。世界とつ
ながる」が合言葉の『初級教科書 とびら』の
第 2巻。独自の「できるリスト」で目標設定
されており四技能につながりを持つスパイラ
ル設計と知的好奇心を促す豊富な活動で学習
効果が実感できます。音声、反転授業動画、宿
題サンプルなどオンライン教材も充実。対面、
遠隔、ハイブリッド授業にも対応。本書を終え
ると『上級へのとびら』に移行できます。

日本留学試験 （EJU） 模試と解説

アスク出版 発行

数学コース 1

グローバル高等数学研究会 著

B5 判　190 頁　1,980 円（税込）

ISBN 978-4-86639-473-2　好評発売中

数学コース 2

グローバル高等数学研究会 著

B5 判　200 頁　1,980 円（税込）

ISBN 978-4-86639-475-6　7 月下旬発売予定

聴解 ・ 聴読解

伊藤江美，福島佐知，星野智子，中野二郎，南口順子，

森井あずさ，李維涛 著

B5 判　200 頁　2,200 円（税込）

ISBN 978-4-86639-479-4　8 月下旬発売予定

最新の出題傾向に対応した日本留学試験の対策
本シリーズです。「数学コース１」「数学コース
2」「聴解・聴読解」それぞれ 6回分の模擬試
験を収録し、すべての問題に詳しい解説がつい
ています。また、「出題内容の傾向と対策」（英
語・中国語訳付き）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です。力
試しや試験の練習など目的に合わせてお役立て
ください。



JLPT 文法 N3　ポイント＆プラクティス

齋藤明子，田川麻央，森田亮子，小谷野美穂 著

B5 判　119 頁＋別冊 67 頁　1,320 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-903-7　7 月下旬発売予定

合格に必須の文法項目約 150を短期間で効率
的に学べます。「問題パート」は全 30回の練
習と 6回分の「まとめの問題」で構成され、
試験形式に沿った問題を解き、理解できている
かどうか確かめます。「リストパート」は「問
題パート」の各回に対応し、学ぶべき意味、接続、
例文を厳選し、載せました。模擬試験 1回分付。
日・英・中・ベトナム語の解説があります。

日本語教育の始め方

基本文型の分析と導入

町田健 監修　鈴木基伸，梅野由香里 著

A5 判　180 頁　2,200 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-327-38486-9　好評発売中

日本語教員養成課程の教育実習の授業を書籍
化。「教え方がわからない」「教案の作り方がわ
からない」「文型の問題点が理解できない」な
どの実習現場の悩みを解決しながら、授業で導
入できるレベルまで丁寧に導きます。YouTube
チャンネル「日本語教育の始め方」でモデル授
業を公開中です。

とりあえず日本語能力試験対策 N1　聴解

上田暢美，内田嘉美，桑島卓男，糠野永未子，吉田歌織，

若林佐恵里 著

B5 判　72 頁　1,320 円（税込）

ココ出版 発行　

ISBN 978-4-86676-043-8　好評発売中

とりあえず、JLPTがどんな問題か知りたい。
とりあえず、たくさんの問題を解きたい。とり
あえず、合格したい。そんな人は「とりあえず」
この本を手に取ってみてください。JLPT準拠
の問題を豊富に収録。多くの問題を解きなが
ら合格をめざすシンプルな問題集です。N1は、
聴解のほかに、文法、文字・語彙、読解を刊行
しています。N2、N3も随時刊行の予定です。

学習力を育てる日本語　教案集　第 2 版

外国人児童 ・ 生徒に学び方が伝わる授業実践

田中薫 監修　とよなか JSL 著

B5 判　292 頁　3,740 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-909-3　好評発売中

外国人児童生徒の学習指導について現場で悩む
方のために、30年超の実践に基づく指導案・
テスト・カリキュラム等の資料を惜しみなく提
供します。第2版では、初版の内容・資料の改良・
修正を行い、資料を CD-ROMからWEBから
のダウンロード方式に変更しました。

よくわかる！　

日本語能力試験Ｎ１合格テキスト 〈聴解〉

留学生就職サポート協会 監修　建石一郎 著　

B5 判　188 頁　1,760 円（税込）

論創社 発行

ISBN 978-4-8460-2035-4　好評発売中

外国人留学生が日本で働くために不可欠な日
本語能力試験。その N1に合格すれば就職の選
択肢が大きく広がります。本書はその科目のう
ち点数配分が大きい「聴解」の「合格テキスト」
です。N1試験の合格テキストシリーズ、好評
の第 4弾！　問題の音声はWEBサイトから無
料でダウンロードできます。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

 「民主的シティズンシップ」を育てる「対話」とそれを支える「批判的思考」
【講師】  名嶋義直氏
【日時】 7月 24日（日）10:00～ 12:00（オープン 9:40）
【定員】 120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/citizenship20220724）
【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 

 文法の理解から読解へつなげよう　―『必ずできる！初級「読解」入門』―
【講師】  安藤栄里子氏，足立尚子氏
【日時】 7月 31日（日）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】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（http://bit.do/kanarazu）
【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

   ◎麹町店営業のお知らせ
麹町店は以下のとおり営業しています。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の着用をお願いします。
【お問い合わせ】E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp

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

  ◎大阪店営業のお知らせ
大阪店は、これまで通り「ご予約制」にて営業しています。また、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。ぜひ足をお運びください。

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

麹町店・大阪店からのお知らせ

後　援

主　催

文化庁／公益社団法人日本語教育学会
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所
独立行政法人国際交流基金／一般財団法人日本語教育振興協会
公益社団法人国際日本語普及協会

内　容

①受験案内
②受験願書
③振替払込用紙
④出願書類提出用封筒

発売元　株式会社凡人社

定価　400円

定価　400円

〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-13
電話：03-3263-3959
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試　験　地：北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・九州（予定）
受　験　料：14,500円
受験資格：制限はありません。どなたでも受験できます。

令和4年

10/23
令和4年

7/4  ～8/1
当日消印有効

日 月 月

試験日 出　願

受験案内（出願書類付き）

2022 JAPANESE LANGUAGE TEACHING COMPETENCY TEST

令和4年度
日本語
教育能力
検定試験

 NEWS　 
●令和4 年度日本語教育能力検定試験について
申し込み締め切りが間近に迫っています。願書のお買い求
めは早めにお願いいたします。
出願期間：7 月 4 日（月）～ 8 月1 日（月）※消印有効
試験日：10 月 23日（日）
※試験に関する詳細は、
公益財団法人 日本国際教育支援協会
（http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm）

・願書のご購入はこちら
『 令和 4年度 日本語教育能力検定試験  
受験案内（出願書類付き）』
定価 400 円（税込）

１． 必ずできる！　初級「読解」入門  
 （アルク）

２． 日本留学試験（EJU）模試と解説　 
数学コース 1 （アスク出版）

３． 日本語文法を教えるためのポイント 30 
中上級編 （大修館書店）

４． ミニストーリーで覚える　JLPT日本語能力
試験ベスト単語合格 1200　N4 
 （ジャパンタイムズ出版）

５． コンパス日本語　中級 （くろしお出版） 

新刊ベスト５（6 月）
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文化庁／公益社団法人日本語教育学会
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所
独立行政法人国際交流基金／一般財団法人日本語教育振興協会
公益社団法人国際日本語普及協会

内　容

①受験案内
②受験願書
③振替払込用紙
④出願書類提出用封筒

発売元　株式会社凡人社

定価　400円
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試　験　地：北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・九州（予定）
受　験　料：14,500円
受験資格：制限はありません。どなたでも受験できます。
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