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2022 年度日本留学試験 （第 1 回）

試験問題

日本学生支援機構 編著

B5 判　370 頁　1,980 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-86746-006-1　好評発売中

「日本留学試験」の 2022年 6月に行われた試
験問題です。一冊に「日本語」「理科」「総合科目」
「数学（コース 1／コース 2）」がすべて掲載さ
れています。また、「日本語」以外の科目の英
語版も掲載されています。付属の CDには日
本語科目の「聴解・聴読解」の音声が収録され
ており、巻末には参考資料として実施要項、応
募者数・受験者数一覧、試験会場一覧、シラバ
ス（出題範囲）、音声スクリプトが掲載されて
います。受験指導をなさる方と受験者に必携の
一冊です。

 過去の年度の在庫はお問い合わせください。

日本語教育能力検定試験 対策問題集

アルク日本語編集部編

B5 判　224 頁　2,530 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-4001-2　好評発売中

令和 4年度の試験より、新出題範囲からの出
題になりますが、本書はその新しい出題範囲に
準拠した対策問題集です。基礎知識を押さえる
ためのキーワード問題と、区分横断的な練習を
することで総合的な知識を身に付けることが
できる演習問題を掲載。演習問題についての詳
しい解説もあり、問題の背景や周辺知識、関連
ワードなども同時に学べます。聴解問題は無料
のダウンロード音声付きです。

にほんごこれだけ！の 「これだけ」 ヒント集＋

単語リスト ［10 言語翻訳付］

庵功雄 監修　岩田一成，森篤嗣 編著

B5 判　216 頁　2,640 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-058-2　好評発売中

地域日本語教育向け教材『にほんごこれだけ！ 
1・2』の使い方を詳しく紹介したものです。
それぞれの課のおしゃべりの進め方を例示する
とともに、各トピックに隠された文法項目を説
明。また、各課に登場する語彙をリスト化し、
中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・
英語・タイ語・ベトナム語・タガログ語・イン
ドネシア語・ネパール語の翻訳を付けました。

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



よくわかる！　日本語能力試験 N1

合格テキスト 〈読解〉

一般社団法人留学生就職サポート協会 監修　TOSI 著

B5 判　224 頁　1,760 円（税込）

論創社 発行

ISBN 978-4-8460-2034-7　好評発売中

日本語能力試験 N1で、試験時間 110分のうち
およそ半分を占める「読解」は、しっかりした
対策が必要です。本書は一目で問題の難易度が
わかるように工夫されています。また解答時間
の目安も入れ、解答の解説も充実させました。
本気で合格を目指す方に最適の一冊です。

Japanese for Busy People 

コミュニケーションのための日本語　改訂第 4 版

公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT） 著

Kodansha USA Publishing 発行

Book I : ローマ字版

B5 変判　296 頁　6,259 円（税込）

ISBN 978-1-56836-619-7　好評発売中

Book I : かな版

B5 変判　296 頁　5,929 円（税込）

ISBN 978-1-56836-620-3　好評発売中

Book I : ワークブック

B5 変判　128 頁　5,005 円（税込）

ISBN 978-1-56836-621-0　好評発売中

Book I : かなワークブック

B5 変判　104 頁　3,333 円（税込）

ISBN 978-1-56836-622-7　好評発売中

①ユニット構成を採用し、学習テーマがより明
確に。②日本文化への理解を深めるため、写真
やイラストを多数掲載。③各課に文法説明を新
設し「カジュアルスタイル」も掲載。④音声は
再収録、無料でダウンロード可能に。BookII
は 2022年冬、IIIは 2023年秋に発売予定です。

全科目攻略！　JLPT 日本語能力試験

ベスト総合問題集 N4 ／ N5

言語知識 （文字 ・ 語彙 ・ 文法） ・ 読解 ・ 聴解

五十嵐香子，金澤美香子，杉山舞 著

ジャパンタイムズ出版 発行

N4　B5 判　192 頁（うち別冊 28 頁）　1,980 円（税込）

ISBN 978-4-7890-1816-6　好評発売中

N5　B5 判　184 頁（うち別冊 24 頁）　1,980 円（税込）

ISBN 978-4-7890-1817-3　好評発売中

一冊に日本語能力試験の全科目（言語知識・読
解・聴解）の問題を収録した総合問題集です。
試験 5回分相当の充実した問題数を収録し、9
週間で合格できる実力を着実に養成します。と
にかくたくさんの練習問題をこなしたい方に
おすすめです。英語・中国語・ベトナム語・ロ
シア語翻訳付きの解説をウェブサイトから無
料でダウンロードできます。

増補改訂版 日本語総まとめ 

N1 ／ N2 ／ N3

佐々木仁子，松本紀子 著

B5 判　各 1,320 円（税込）　アスク 発行

漢字 （英語 ・ 中国語 ・ 韓国語版）　好評発売中　

N1　208 頁　978-4-86639-492-3

N2　208 頁　978-4-86639-494-7

N3　148 頁　978-4-86639-496-1

文法 （英語 ・ ベトナム語版）　9 月下旬発売予定

N1　208 頁　978-4-86639-504-3

N2　204 頁　978-4-86639-506-7

N3　158 頁　978-4-86639-508-1

1日見開き 2ページの学習しやすいレイアウト
で学べる「日本語総まとめ」シリーズの増補改
訂版。毎週ごとに復習問題を追加し、学習後に
は模擬試験形式の問題に挑戦できます。「文法」
については例文の音声提供（Web）を行いまし
た。「漢字」では ,正解文の読みが確認できる
別冊が付いています。ともに色付きで見やすく
しました。



フィールドワークの学び方

国際学生との協働からオンライン調査まで

村田晶子，箕曲在弘，佐藤慎司 編著

B5 判　154 頁　2,420 円（税込）

ナカニシヤ出版 発行

ISBN 978-4-7795-1676-4　好評発売中

コロナ禍以後の時代に対応したフィールド
ワークを学ぶための実践的な参考書です。授業
ですぐに活用できるワークシートは、独習用に
もお使いいただけます。さらに、オンライン・
フィールドワークや国際共修クラスでの取り
組みなど、多様化するフィールドワークの実践
例をわかりやすく紹介しております。

学習者を支援する日本語指導法Ⅰ　

音声 語彙 読解 聴解

畑佐由紀子 著

A5 判　286 頁　3,080 円（税込）

くろしお出版 発行　

ISBN 978-4-87424-906-2　好評発売中

日米豪で教鞭をとった著者による集大成のシ
リーズです。過去 70年の日本語指導法を概観
し、最新の研究などの知見に基づいた理論と、
その科学的な裏づけに基づいた実践的指導法
を紹介しています。学習者を最もよく知る教師
が、本書の知見を使って授業をデザインするこ
とで、より高い効果を上げることができます。
第Ⅱ巻は、2023年刊行予定。

一語から始める小さな日本語学

金澤裕之，山内博之 編

A5 判　272 頁　2,860 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1148-9　好評発売中

「さっくり混ぜる」ってどういうこと？　「どう
ぞよろしく」って本当に使う？　一語にこだ
わった17本の論文を収録。発想・着想を大事に、
ひとつの実質語に着目した「小さな日本語学」
を提案します。いままでの日本語学が取りこぼ
してきたものをすくいあげ、次世代の研究モデ
ルを考える論集です。

第二言語学習の心理 個人差研究からのアプローチ

福田倫子，小林明子，奥野由紀子 編著　

阿部新，岩﨑典子，向山陽子 著

A5 判　180 頁　2,750 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-912-3　好評発売中

「同じ環境・方法で指導しているのに、学習者
によって言語習得の差が出るのはなぜか」この
ことについて、世界中で議論が深まりつつあり
ます。本書は、最新の研究動向や成果を端的に
まとめました。分野の概要を知りたい人、研究
をはじめる人にとって、格好の道標になること
でしょう。

ビジネス日本語ドリル

耳口で上達する日本語 

松本節子，長友恵美子，佐久間良子 著

B5 判　112 頁＋別冊宿題帳 44 頁　2,200 円（税込）

ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-513-1　好評発売中

ビジネスの具体的な場面を取り上げて、その場
に合ったビジネス表現を学習します。実際の
ビジネスシーンで戸惑うことのないよう、耳
で聞いて口で話す練習をします。教室の授業
で使いやすいよう工夫してあります。



オン
ライン    凡人社オンライン日本語サロン研修会 

 『一語から始める小さな日本語学』―「ちょっと気になる一語」を探せ！―
【講師】  金澤裕之氏，山内博之氏，岩田一成氏，橋本直幸氏
【日時】 10月 9日（日）10:00～ 12:00（オープン 9:40）
【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】ひつじ書房，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/ichigokara）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

ハイブ
リッド     凡人社ハイブリッド日本語サロン講座 

 「やさしい日本語」視点で街を歩く
【講師】  岩田一成氏
【日時】 10月 23日（日）第 1部 14:00~15:00（オープン 13:40）　第 2部 15:30~16:30（会場での対面のみ）
【定員】 250名（会場の定員 20名、要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】1,000円（税込）　【主催】北海道多文化共生NET，凡人社　【協力】HISAE日本語学校 北海道とまこまい校
【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/yasanichi-shiten）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

オン
ライン    【後期】『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】 後期　第 4回：10月 8日（土）　第 5回：10月 29日（土）　第 6回：11月 19日（土）
 　　　 各回 13:30-16:00（オープン 13:10）　
  ※各回のテーマの情報は凡人社のウェブをご覧ください。
  ※「前期」の申し込みは終了いたしました。
  ※各回完結型ですので、単発での参加も可能です。
【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】後期 第 4回～第 6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/marugoto04-06）
【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

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　 
●電子書籍のご案内
紙媒体で好評だった『日本語雑談マス
ター［青］』『日本語雑談マスター［黄］』
が電子書籍化されました！！

AmazonKindle
雑談マスター［青］ http://bit.do/amazon_zatsudan_blue
雑談マスター［黄］ http://bit.do/amazon_zatsudan_yellow
［青］［黄］セット http://bit.do/zatsudan_kindle

GooglePlay ブックス
雑談マスター［青］ http://bit.do/google_zatsudan_blue
雑談マスター［黄］ http://bit.do/google_zatsudan_yellow

１． 新・シャドーイング　日本語を話そう！ 
中～上級編　インドネシア語・タイ語・ 
ベトナム語訳版 （くろしお出版）

２． 日本語教育能力検定試験　対策問題集（アルク）
３． 日本語総まとめ N1　漢字　増補改訂版 

 （アスク）
４． にほんごこれだけ！の「これだけ」ヒント集

+単語リスト （ココ出版）
５． おひさまワークブック（はじめのいっぽ） 

 （くろしお出版） 

新刊ベスト５（8 月）
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