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日本語で考えたくなる 科学の問い 〈下〉

（心と身体篇）

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　428 頁＋別冊解答 32 頁　

3,960 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-997-2　好評発売中

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。上巻〔文
化と社会篇〕に続く本書では、「ことばの本質」
「生命と身体」「心が持つバイアス」という 3つ
のテーマに基づき、7つのレッスンが設けられ
ています。クリティカルな視点で書かれた本文
を読み、「言語知識に関する設問」「読解トレー
ニング」「発展活動」に取り組むことで、アカ
デミック場面で求められる語彙・文法を身につ
け、得られた知見をもとに自らの考えを日本語
で発信する力を養成します。

タスクベースで学ぶ日本語 中級２

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　91 頁　2,200 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-910-5　10 月下旬発売予定

CEFR B1後半から B2前半レベルを目指すた
めの教材です。多様な価値観を持つ仲間との協
働的対話とタスクを通して、大学等で必要な深
い思考力を身につけていくことを目的にすると
同時に、タスクを行うために必要な言語知識や
言語スキルを養成していきます。全7課構成で、
テーマは社会とのつながりがあるものを多く収
録。語彙と文型・表現に英語訳付き。Web補
助教材あり。

私費外国人留学生のための大学入学案内

2023 年度版

アジア学生文化協会 編集・発行

B5 判　458 頁　2,530 円（税込）

凡人社 発売

ISBN 978-4-86746-005-4　好評発売中

大学進学をめざす外国人留学生向けの大学入
試案内の最新版です。巻末には日本留学試験利
用校を一覧で掲載。学部学科索引により希望分
野からの検索が可能です。
・全国 483大学の情報を網羅
・2023年 4月入試に対応
・入試日程、試験科目、検定料などを掲載

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



上級日本語教材

留学生のための　分野別学びの扉

JASSO 日本語教育センター 編集・制作

B5 判　209 頁　2,530 円（税込）

JDC 出版 発行

ISBN 978-4-89008-642-9　好評発売中

昆虫食、AI、格差社会など今話題のテーマを
取り上げました。各章は言語知識、読解思考、
言語活動が中心の３つのチャプターからなり、
単なる読解教材ではなく、思索を深めたり、情
報収集や表現、他者との対話や協働といった力
も身につけられるよう工夫してあります。

初級日本語　とびら I　ワークブック 1

ひらがな ・ カタカナ， かんじ， よむ， かく

筒井通雄 監修　岡まゆみ，近藤純子，榊原芳美，

西村裕代 著　

B5 判　128 頁　1,980 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-910-9　好評発売中

『初級日本語　とびらⅠ』準拠のワークブック。
ひらがな・カタカナ、漢字をバランスよく書け
るよう丁寧に練習し、楽しい練習問題を通して
身につけることができます。読む、書く練習で
は、正しく深く読む力や、自分のことばで伝え
る力を養います。切り取り式で解答を提出でき
るほか、ウェブでも解答用紙を提供。

新版　聞いて覚える話し方　

日本語生中継　中～上級

ボイクマン総子，宮谷敦美，小室リー郁子 著 

B5 判　96 頁＋別冊 76 頁　2,420 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-913-0　好評発売中

ロングセラー聴解教材シリーズの新版。臨場感
のある日常会話を再現した音声はそのままに、
会話のトピック・場面・語彙を見直し、重要表
現の練習問題を新設しました。英・中・韓・ベ
トナム語の語彙訳付き。音声はウェブサイトか
らダウンロードできます。

日本留学試験 (EJU) 模試と解説

アスク 発行

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　216 頁　1,980 円（税込）

ISBN 978-4-86639-479-4　10 月下旬発売予定

総合科目　

伊佐治康成 著

B5 判　290 頁　2,200 円（税込）

ISBN 978-4-86639-477-0　好評発売中

最新の出題傾向に対応した日本留学試験の問題
集。「聴解・聴読解」「総合科目」それぞれ 6回
分の模擬試験を収録し、詳しい解説を載せまし
た。解説は 2色で、間違った内容がわかりやす
く、独学するときに便利です。多くの問題を解
くことで出題傾向をつかむことができます。い
ずれも得点力アップに役立つお得な一冊です。

めざせ大学合格！ 

留学生のための 記述 ・ 小論文 

樋口裕一 著

B5 判　176 頁＋別冊 56 頁　2,200 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-915-4　好評発売中

「小論文の神様」が留学生向けに小論文の書き
方の極意を伝授！ 「参考書＆過去問題集」の組
み合わせで日本留学試験「記述」と大学入試「小
論文」の対策ができます。基本的な小論文の型、
論を深める方法、頻出テーマや基礎知識まで、
すべて掲載。「ことばリスト」と解答用紙はウェ
ブからダウンロードできます。



日本語文法がわかる事典　新装版

林巨樹，池上秋彦，安藤千鶴子 編

A5 判　320 頁　2,860 円（税込）

東京堂出版 発行

ISBN 978-4-490-10935-1　好評発売中

すべての学習、人とのコミュニケーション、文
章を書き、読み解く際には「国語」の基礎力が
必要です。文法を組織的に学ばずに、助詞・助
動詞や動詞の活用を理解するのはかえって難し
いのです。本書では「ことばのルール」を身に
つけるために役立つ厳選した 270項目を、簡潔
にわかりやすく解説しています。ロングセラー
の事典を、A5判に拡大して見やすくしています。

レジリエンスから考える

これからのコミュニケーション教育

村田和代 編

A5 判　224 頁　3,190 円（税込）

ひつじ書房 発行　

ISBN 978-4-8234-1165-6　好評発売中

コロナ禍で大きくコミュニケーションの有様
が変容した状況で、教育も大きく変わりまし
た。本書では、教育、とくに、言語・コミュニケー
ション教育を、レジリエンスという観点から考
えます。執筆者：松下達彦、秦かおり、池田麻
衣子、村田和代、横溝紳一郎、吉田悦子、嶋津
百代、熊谷由理、中村香苗、涂銘宏、チャプル・
ジュリアン、岡本能里子、柳瀬陽介。

敬語の事典

荻野綱男 編著

A5 判　704 頁　16,500 円（税込）

朝倉書店 発行

ISBN 978-4-254-51069-0　好評発売中

敬語の基本的な事柄を丁寧に解説し、さらに広
く敬語の多様性にも着目。時代的変遷、地域的
変種、年齢差・男女差・職業差など社会的変遷、
マスコミ・家庭・学校・会社・地域社会・手紙・
メール・広告・国会・挨拶等の場面ごと、外国
語との対照、研究法、教育、周辺分野も含み、
敬語を総合的に扱った、類のない事典です。

「日系」 をめぐることばと文化

移動する人の創造性と多様性

松田真希子，中井精一，坂本光代 編

A5 判　240 頁　3,080 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-914-7　好評発売中

100年以上の歴史を持つ日系人のコミュニ
ティ。そこで行われてきた日本語日本文化と現
地の言語文化の間の葛藤、挑戦、実践は、現代
社会にどう活かせるのか？　マイノリティの言
語文化教育も視野に入れ、当事者たちの声を聞
きます。日本語教育、継承語、CLD児のこと
ばなど、多様な内容を含んだ全 14章＋コラム。

日本語プロフィシェンシー研究の広がり 

鎌田修 監修代表　鎌田修，由井紀久子，池田隆介 編

A5 判　480 頁　4,840 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1137-3　好評発売中

第一、 第二言語使用者の運用能力研究に使わ
れる「プロフィシェンシー」（熟達度）ですが、
本書はプロフィシェンシー研究のさらなる広
がりを目指して、日本語教育の様々な分野・
観点から日本語プロフィシェンシーについて
論じた論文集です。移民定住者の日本語習得、
ICT活用、雑談、ライティング教育など日本語
教育のあらゆる分野を幅広く扱っています。



ハイブ
リッド     凡人社ハイブリッド日本語サロン講座 

 「やさしい日本語」普及のための教材『にほんごこれだけ！』
【講師】  岩田一成氏
【日時】 10月 22日（土）14:00~16:00（オープン 13:40）
【場所】 オンライン：Zoom Meetingを使用　
 会場：札幌コンファレンスホール（札幌市中央区南 3条西 2丁目 6-2KT三条ビル 2階）
【定員】 オンライン：250名　会場：30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/20221022_koredake）
【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　※第 2部は会場のみ

【場所】 オンライン：Zoom Meetingを使用　※第 1部のみ

 会場：HISAE日本語学校 北海道とまこまい校（苫小牧市若草町 4-1-17）
【定員】 オンライン：250名　会場：定員 各 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）

ハイブ
リッド     凡人社ハイブリッド日本語サロン講座 

 教室の内と外をつなぐ語彙学習
【講師】  石澤徹氏
【日時】 11月 12日（土）第 1部 14:00~15:00（オープン 13:40）　第 2部 15:15~16:15　※第 2部は会場のみ

【定員】 オンライン：100名　会場：各 40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：Zoom Meetingを使用　※第 1部のみ

 会場：高知商工会館 寿の間（高知市本町 1-6-24）
【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/20221112_Goi）
【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　 
●麹町店・大阪店の営業について
麹町店
【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
アクセス等はウェブページをご確認ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/access

大阪店
「ご予約制」にて営業をしています。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。
最新の情報はウェブページをご確認ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/osaka

１． 科目攻略！ JLPT日本語能力試験ベスト総合
問題集 N4 （ジャパンタイムズ出版）

２． 日本語総まとめN2　文法　英語・ベトナム語
版　増補改訂版 （アスク）

３． 日本語総まとめ N1　文法　英語・ベトナム
語版　増補改訂版 （アスク）

４． 学習者を支援する日本語指導法Ⅰ　音声　語
彙　読解　聴解 （くろしお出版）

５． 全科目攻略！ JLPT日本語能力試験ベスト総
合問題集 N5 （ジャパンタイムズ出版） 

新刊ベスト５（9 月）
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