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東京大学教養学部の

アカデミック ・ ジャパニーズ J-PEAK 中級

根本愛子，ボイクマン総子 著

B5 判　232 頁（うち別冊 56 頁）　3,080 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1805-0　好評発売中

初級を修了した学習者のための中級総合教材。
自分の日本語力を駆使して、分析的・批判的に
考え、論理的な意見を述べられるようになるこ
とを目指します。人文・社会・自然科学から選
定したトピックが知的好奇心を刺激。精読・速
読・聴解活動で背景知識を活性化しつつ、発表・
ディベート・意見文などのアウトプットを通し
て高い思考力と発信力を養います。

第二言語としての日本語の習得研究

第 25 号

第二言語習得研究会 編

B5 判　148 頁　1,650 円（税込）

凡人社 発売　商品コード 900273　12 月下旬発売予定

第二言語習得研究会が年に一度発行している研
究誌の最新号。今号は、書評論文 2本、誌上講
座 3本が掲載されています。前回大会のシンポ
ジウム報告（「『漢字を活用する力』とは」）や、
巻末には第二言語習得に関係した博士論文・修
士論文の概要なども紹介されています。

 バックナンバーの在庫については、お問い
合わせください。凡人社のウェブサイトで
も検索ができます。

《書き込み式》

表現するための語彙文法練習ノート 〈下〉　

―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，小西円，

張玥 著

B5 判　248 頁＋別冊解答 32 頁　1,980 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-89358-998-9　好評発売中

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398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
782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〔心と身体篇〕』
の文章でどのように用いられるかを示し、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。

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



JLPT 文法 N4　ポイント＆プラクティス

青木優子，田中啓行 著

B5 判　82 頁＋別冊 60 頁　1,320 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-908-2　好評発売中

合格に必須の文法項目約 90を短期間で効率的
に学べます。「問題パート」は全 20回の練習
と３回分の「まとめの問題」で構成され、試験
形式の問題を解きます。「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回分付き。
日・英・中・ベトナム語の解説があります。

とりあえず日本語能力試験対策

N2 文字 ・ 語彙

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，安達万里江 著　

B5 判　96 頁　880 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-045-2　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。

日本語学習者のための漢字 634

二村年哉，阿部仁美 著

B5 判　420 頁　4,400 円（税込）

北海道大学出版会 発行

ISBN 978-4-8329-3408-5　好評発売中

この一冊でN3レベルまでの漢字 634字を学習
できる、初級・中級、基礎と発展の二刀流テキ
スト！　文法教科書を考慮した掲載順、テーマ
別の課構成、英語・中国語（簡体字・繁体字）・
韓国語での意味説明、字源や書き順の掲載など、
工夫をこらしました。充実の別冊語彙リスト付
きです。

ミニストーリーで覚える 

JLPT 日本語能力試験ベスト単語 N2 

合格 2400

話題別コーパス研究会 著

B6 変判　368 頁　1,760 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

ISBN 978-4-7890-1796-1　好評発売中

JLPT N2 に合格するための単語帳。コーパス
研究に基づき、複数の単語を「科学的によく出
る組み合わせ」で例文にまとめました。23の
トピックを通し、単語をセットで覚えること
で、試験でも日常生活でも役立つ語彙力が身に
つきます。音声はダウンロードと YouTube で
提供しています。

人とつながる　介護の日本語

嶋田和子 著　小倉和也 監修

B5 判　160 頁＋別冊 16 頁　2,530 円（税込）

アルク 発行

ISBN 978-4-7574-4013-5　11 月下旬発売予定

介護に携わる日本語学習者のための、コミュ
ニケーションを重視した日本語テキストです。
「学習者が自ら学ぶ力をつける」「他者への配慮
のある会話を心がける」「介護の『こころ』を
学び、介護人材としての成長を目指す」をコン
セプトにモジュール式・タスク先行・スパイラ
ス展開で、必要なところから、楽しく実践的に、
繰り返し学ぶことができます。



言葉とコミュニケーション

心理学を日常に活かす

邑本俊亮 編

A5 判　160 頁　2,970 円（税込）

朝倉書店 発行　

ISBN 978-4-254-52033-0　好評発売中

普段はなにげなく文を書き、会話でのやりとり
をします。その一方で、人とコミュニケーショ
ンをとることの難しさも感じます。なぜならば、
そこには多種多様な心の働きがあるからです。
本書では、こうした言葉とコミュニケーション
に関わる心理学の知見を初心者向けに紹介しな
がら、自分が伝えたいことを正確かつ効果的に
伝える能力向上のヒントを解説します。

コーパスによる日本語史研究　中古 ・ 中世編

青木博史，岡﨑友子，小木曽智信 編

A5 判　340 頁　4,400 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1133-5　好評発売中

中古語・中世語を対象とし、国立国語研究所『日
本語歴史コーパス』の構築や活用を通して実践
した成果を集成した一冊です。コーパスを活用
した日本語史研究の展望、論文の他、コーパス
作成者による「和歌集編」「鎌倉時代編」「室町
時代編」の解説もあり、充実した内容となって
います。

言語進化学の未来を共創する

岡ノ谷一夫，藤田耕司 編

A5 判　326 頁　4,620 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1161-8　好評発売中

言語の起源と進化について、生成文法、認知言
語学、ジェスチャー、音楽のリズム、鳥の歌など、
様々な観点からその謎に迫る論文集です。「階
層性」と「意図共有」を言語進化のキーワード
として、言語学だけでなく脳科学・生物学など、
各分野の最新の知見を結集し、未来の言語進化
学への提言も行っています。

日本留学試験 (EJU) 模試と解説 

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，李文韜 著

B5 判　216 頁　1,980 円（税込）

アスク 発行

ISBN 978-4-86639-479-4　好評発売中

日本留学試験の対策本シリーズ「聴解・聴読解」。
6回分の模擬試験を収録、アカデミックで難易
度の高い問題に対応できるよう、詳しい解説を
載せました。環境や言語学、植物学に、マナー
関連そして心理学から深海の生物まで多様な
テーマで試験対策ができ、高得点が狙えます。
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。音声はWeb提供（無料）。

中学生のにほんご 教科編

外国につながりのある生徒のための日本語

庵功雄 監修　志村ゆかり 編著　志賀玲子，

関口真理恵，武一美，永田晶子，ビアルケ千咲 著

B5 判　258 頁＋別冊 46 頁　2,200 円（税込）

スリーエーネットワーク 発行

ISBN 978-4-88319-911-2　12 月上旬発売予定

『中学生のにほんご』シリーズ第三冊目です。「学
校生活編」「社会生活編」で身につけた日本語
力を生かし、「学校の教科書」を理解する力を
伸ばすための教材です。理科・社会の分野では
「実際の教科書」から文章を短く取り上げまし
た。数学分野ではオリジナル問題を収録。別冊
に英語、中国語、スペイン語の翻訳付き。



オンラ
イン     凡人社オンライン日本語サロン講座 

 日本語教師のための CLIL 実践ガイド―活動例を中心に―
【講師】  奥野由紀子氏，小林明子氏，佐藤礼子氏，元田静氏，渡部倫子氏
【日時】 11月 20日（日）13:30~16:30（オープン 13:10）
【場所】 オンライン：Zoom Meetingを使用　
【定員】 60名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】1,500円（税込）　【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/clil_J）
【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 

 一文から読解「必ずできる！読解」シリーズ　 
 ～学習者にとって難しいポイントを知り、授業に生かそう～

【講師】  安藤栄里子氏，足立尚子氏
【日時】 12月 3日（土）10:00~11:30（オープン 9:40）
【場所】 オンライン：Zoom Meetingを使用　
【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/kanarazudekiru）
【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 

 『人とつながる 介護の日本語』 
 ～介護現場での円滑なコミュニケーションをめざして～

【講師】  嶋田和子氏
【日時】 12月 11日（日）10:00~11:30（オープン 9:40）
【場所】 オンライン：Zoom Meetingを使用　
【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/tsunagarukaigo）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

ほかにも、オンライン／福岡会場ハイブリッド開催の「読む！ 考える！ 初中級読解」（12/17）など
最新の情報をぜひチェックしてください。

📡　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． めざせ大学合格！　留学生のための記述・小
論文 （くろしお出版）

２． タスクベースで学ぶ日本語　中級 2 
 （スリーエーネットワーク）

３． 日本留学試験 (EJU)模試と解説　聴解・聴読
解 （アスク）

４． 日本語総まとめ　N2　語彙　増補改訂版  
 （アスク）

５． 日本語で考えたくなる科学の問い〈下〉〔心
と身体篇〕 （凡人社） 

新刊ベスト５（10 月）
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