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対話型日本語教材

ともに学ぶ 「せかい」 と 「にほんご」

松尾慎 編著　五嶋友香，澁谷こはる，鈴木雅大，

東樹美和，西村愛，矢部紬 著

B5 判　96 頁　1,650 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-86746-011-5　1 月下旬発売予定

国や文化という枠を超えて存在するグローバ
ルイシューについて、教室の仲間と学び合いま
す。文化的差異を超えて対話する力や協働する
力、問題解決力を向上させ、物事を捉える「物
差し」を豊かにすることを目指します。ビルマ
語・ベトナム語・中国語・英語の語彙リスト付き。
「サポーターの手引き」などをウェブで配信。

2022 年度日本留学試験 （第 2 回）

試験問題

日本学生支援機構 編著

B5 判　360 頁　1,980 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-86746-007-8　1 月下旬発売予定

「日本留学試験」の 2022年 11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。
受験指導をす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。

留学生と大学生のための

エピソードとタスクから描く私のキャリアプラン

課題発見解決力と人間関係構築力を育てる

菅長理恵，中井陽子，渋谷博子，伊集院郁子 著

B5 判　160 頁　1,650 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-86746-010-8　好評発売中

さまざまな困難を乗り越えて自らのキャリアを
切り開いていった留学生たちのエピソードと、
ディスカッションやタスクなどをとおして、「課
題発見・解決力」や「人間関係構築力」を養成
する、キャリア形成支援のための教材です。日
本語中級以上の日本語学習者、グローバルに活
躍することをめざす学生に有益な一冊です。

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



ドリル＆ドリル　日本語能力試験　N2 基礎力

アップ　文字 ・ 語彙／文法／読解／聴解

星野恵子，辻和子 著

B5 判　212 頁　2,970 円（税込）

ユニコム 発行

ISBN 978-4-89689-514-8　好評発売中

『ドリル＆ドリル日本語能力試験』シリーズは
多くの日本語教育機関でご採用いただいてい
ますが、「少しレベルが高くて」という声もあ
ります。その声に応えるため、本書は「このあ
たりからおさえていきましょう」というコンセ
プトで作られました。N2に向けて学習を始め
ている方、これから始める方にぜひ！

日本語コミュニケーションのための読解教材

の作成

野田尚史，桑原陽子 編

A5 判　280 頁　3,520 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1121-2　好評発売中

日本語学習者向けの読解教材の作成方法を解
説。実際に読む必要がある日本語を分析し、学
習者が読解で難しいと感じる点を調査した上
で、コミュニケーションに役立つ読解教材をど
のように作成すればよいかを提案しています。
例として「薬の表示」「ネット上のクチコミ」「白
書」「論文」を取り上げています。

とりあえず日本語能力試験対策　N2 文法

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　88 頁　880 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-044-5　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。N2の読
解と聴解、N3の 4タイトルも随時刊行します。

Go Easy ！ 会話から広げる日本語語彙

荒川洋平 著

A5 判　184 頁　1,870 円（税込）

アスク 発行

ISBN 978-4-86639--561-6　好評発売中

「やさしい語ほど難しい」、その基本的な単語を
知ることで会話力は飛躍的に伸びます。本書で
は日能試 N5レベルの語彙から「2番目（3番
目）」「組み合わされた新しい」の意味付けをし
た計286語を、大学生の会話場面を通じて習得。
教科書では使われることが少ない「複合語」「熟
語」「連語」など、実際のコミュニケーション
で必要な語彙が楽しく学べます。

イメージでわかる！日本語の助詞

家田章子，中村かおり 著

B5 判　106 頁　1,760 円（税込）

アスク発行

ISBN 978-4-86639-540-1　好評発売中

助詞は会話で省略されることもあり、重要では
ないと捉える学習者も。しかし、助詞が 1つ
違うだけで、まったく違う意味になり会話が成
立しない場合があります。本書は、イラストや
アニメーションで「学習者がイメージしやすい
こと」を優先しました。初級者だけでなく中上
級者の「助詞への苦手意識」解消に役立ちます。



日本語受身文の新しい捉え方

庵功雄 編著　志波彩子，村上佳恵，大関浩美，

定延利之，前田直子，菊地康人，増田真理子 著

A5 判　212 頁　3,520 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-922-2　好評発売中

現代日本語の受身文（受動文）の新しい捉え方
を提案する論文集。受身文研究の外観、日本語
教材での扱われ方と指導のアイデア、コーパス
や第二言語習得からみた受身、視座に関する論
考など、受身研究に新風を起こす。「日本語教
育の受身の指導法改善と、被害の有無の識別
法」ほか 7篇を収録。

「させていただく」 大研究

椎名美智，滝浦真人 編

A5 判　332 頁　3,960 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-924-6　好評発売中

なぜ皆、こんなにも「させていただいて」いる
のか？　敬意不足が気になってつい使ってし
まう現代人に贈る論文集。執筆者に飯間浩明、
井上史雄、荻野千砂子、日高水穂、塩田雄大、
山田敏弘。普段なら同じプラットホームで議論
を交わすことのない、異なる専門領域の言語学
者たちが集結し、「させていただく」の「一人
勝ち」の原動力を考えながらその正体に迫る。

ピア ・ ラーニング入門　改訂版

池田玲子，舘岡洋子 著

A5 判　186 頁　2,640 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1172-4　好評発売中

ピア・ラーニングの考え方をひろめた好評書籍
『ピア・ラーニング入門』の改訂版。日本語教
育における協働のありかたとは？　理論を丁寧
に説明した上で、実践例としてピア・レスポン
スとピア・リーディングの学習活動を紹介しま
す。さらに、ピア・ラーニングを実践する日本
語教師の養成についても解説しています。

協働が拓く多様な実践

池田玲子，舘岡洋子，近藤彩，金孝卿 編著

A5 判　368 頁　2,640 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-036-0　好評発売中

日本国内と海外の日本語教育現場で行われて
いる「協働学習」の実践事例を多数収録した書
籍です。多様な教育現場における「学び合いの
場」が紹介されており、「学び合いの場」をデ
ザインするためのヒントとアイディアを得る
ことができます。オンラインを利用した実践も
収録し、コロナ禍以降の協働学習のあり方も示
唆。協働学習の新たな可能性を示します。

地域での日本語活動を考える

野山広，福島育子，帆足哲哉，山田泉，横山文夫 編

A5 判　344 頁　2,640 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-059-9　好評発売中

本書は、葛飾区における日本語活動の軌跡を中
心に、各地の地域日本語教育の事例を紹介した
ものです。地域住民と行政の連携、外国につな
がる子どもたちの支援、NPOの取り組みといっ
たテーマを扱い、住民が主体となって多文化共
生社会の実現を目指す様子が詳細に描かれて
います。共生社会の実現に草の根の住民活動が
果たす意義と課題を示す良書。

日本語教師のためのはじめてのコーチング

吉田有美 著

A5 判　206 頁　1,980 円（税込）

アスク 発行

ISBN 978-4-86639-573-9　好評発売中

学習者の学習目的が多様化し、いろいろな学習
スタイルや学習ツールがある今、 学習者に「教
える」だけでなく、学習者を「支える」日本語
教師が求められています。そこで学習サポート
の在り方として教育界でも注目されている「コー
チング」に注目した本書。日本語教師に必要な
スキルや理論、さらに実践方法が学べます。



オンラ
イン

ハイブ
リッド   凡人社オンライン日本語サロン講座（全 4 回） 

 日本語教師の成長スイッチ Season3 ～教師の「仕事」を考える～
【講師】  石澤徹氏，伊東克洋氏，金子史朗氏，松尾慎氏，横溝紳一郎氏
【日時】 第 1回：1月 20日（金）　第 2回：2月 10日（金）　第 3回：3月 3日（金）
  各回：19:00-21:00（オープン 13:10）
 第４回：3月 18日（土）14:00-17:00（オープン 13:40）
【場所】 第 1回～第 3回：オンライン：Zoom Meetingを使用
 第 4回：会場（東京）とオンラインのハイブリッド開催
  オンライン：Zoom Meetingを使用
  会場：KCP地球市民日本語学校（新宿区新宿 1-29-12）
【定員】 各 200名（要予約。先着順。定員になり次第締め切ります）
【参加費】全 4回セット：3,000円（税込）／ 1回：1,000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】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（https://bit.ly/3CGwZmm）
【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 

 多文化共生のコミュニケーション　～実践例を中心に～
【講師】  徳井厚子氏
【日時】 1月 28日（土）10:30~12:00（オープン 10:10）
【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（https://bit.ly/3II9ZqL）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

ほかにも、下記のようなイベントが予定されています。
・「『その授業は何のため？』から考える技能別授業の作り方」（2/3, 2/17）
・ 「『東京大学教養学部のアカデミック・ジャパニーズ J-PEAK』日本語による論理的思考力・発信力

を鍛える総合教科書」（2/18）

最新の情報はウェブで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　 
●電子書籍リリースのお知らせ

『教えよう 日本語 ―考えつづける日
本語教師になるためのタスク―』
日本語教育実習や教壇デビューに向け、
日本語教授法、日本語教材・教具論、評
価法などの基礎を、78のタスク（26のテー
マ×各 3つのタスク）を通して学ぶ一冊。

【AmazonKindle】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQ6JS77W  

【GooglePlay ブックス】 
https://play.google.com/store/books/
details?id=Kv6hEAAAQBAJ

１． 漢字マスター　N1　改訂版 （三修社）
２． 日本語総まとめ　N1　漢字　英語・ベトナム

語版　増補改訂版 （アスク）
３． 新版　聞いて覚える話し方　日本語生中継　

中～上級編　教室活動のヒント＆タスク 
 （くろしお出版）

４． 留学生と大学生のための　エピソードとタス
クから描く私のキャリアプラン （凡人社）

５． イメージでわかる！　日本語の助詞  
 （アスク） 

新刊ベスト５（10 月）
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