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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

12のグローバルイシューを題材に、日本語を
学ぶと同時に、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。ファシリテーターやサポーターを含め、活
動に参加するすべての人が学び合えます。地域
の日本語教室などでも活用できる一冊。ビルマ
語・ベトナム語・中国語・英語の語彙リスト付き。

 活動をサポートする「コンテンツ集」「サポーターの手引き」

を配信中。https://www.bonjinsha.com/wp/tomomana

今日からはじめる　感じがいい日本語

初級レベル　コミュニケーションを楽しもう！

栗又由利子，世良時子 著

B5 判　152 頁　2,200 円（税込）

Gakken 発行

ISBN 978-4-05-305274-2　好評発売中

よりよい人間関係構築のため、「感じがいい」
コミュニケーションに注目した一冊。３カ国語
の翻訳と、無料の音声動画付きで、一人でも学
習が進められます。各ユニットの最後に設けら
れたタスクは、周りの人とのやり取りも必要
となるため、この本自体がコミュニケーション
ツールにもなります。日本語学習だけでなく、
相互理解・異文化理解にも役立ちます。

『下町ロケット』 で学ぶ！　

12 の社会人基礎力

鹿目葉子，大橋真由美，榎原実香 著

B5 判　136 頁　2,200 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-926-0　好評発売中

池井戸潤『下町ロケット』シリーズ（第 1～ 4
作）を題材に、社会に出て必要な 12の社会人
基礎力を学ぶビジネス日本語教材。日本の企業
文化や、「働くとは何か」「働く上で求められる
能力とは何か」などの勤労意識や労働観、さら
に人生観までも学べます。高校生・大学生（留
学生含む）のキャリア教育の授業や企業の新人
研修（外国人材含む）などに最適。

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



文部科学省後援 留学生向けふりがな付き

2023 年版ビジネス能力検定ジョブパス

３級公式テキスト

一般財団法人職業教育・キャリア教育財団 監修

B5 判　176 頁　2,530 円（税込）

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8005-9071-8　好評発売中

本書は 2023年版 ビジネス能力検定ジョブパス
３級公式テキストの漢字すべてにふりがなを付
けたものであり、漢字が苦手な外国人留学生も、
日本人学生とともに日本のビジネス習慣、日本
企業における働き方を学ぶことができます。
※ビジネス能力検定ジョブパス３級の試験問題
には、ふりがなは付いておりません。

漢字をみつけるカードゲーム 

BUSHUCA （ぶしゅか）

とどのつまり 協力

54 枚（うち予備札 2 枚）　　日本語解説書 1 冊　

予価 2,090 円（税込）

奥野かるた店 発行　

商品コード：990769　3 月中旬発売予定

条件に合う漢字をすばやく見つけた人が勝つ、
カードゲームです。木編などの漢字のパーツを
探すルールなので、漢字を知らなくても遊ぶこ
とができます。子どもや外国の方の漢字学習、
大人の脳トレ、家族や友達でのパーティーゲー
ムとしてもおすすめです。

改訂版 留学生 ・ 日本で働く人のための

ビジネスマナーとルール

特定非営利活動法人日本語教育研究所 編

武田聡子，長崎清美 著

B5 判　184 頁＋別冊 52 頁　1,705 円（税込）

日本能率協会マネジメントセンター 発行

ISBN 978-4-8005-9072-5　好評発売中

本書は、日本企業で働く外国籍新入社員および
就職希望留学生が、日本の商慣習とビジネスマ
ナーを学ぶための教材です。ビジネス日本語だ
けでなく、ビジネスマナー、仕事の進め方、個
人情報保護法などの法的ルールについても、具
体的な事例を交え、クイズやワークを盛り込み
解説しています。ダウンロード特典付きです。

日本語能力試験 20 日で合格 N2

文法力アップドリル 

国書日本語学校 編

B5 判　196 頁　1,430 円（税込）

国書刊行会 発行

ISBN 978-4-336-07426-3　好評発売中

日本語能力試験N2「文法」の対策ドリルです。
基礎から文法を復習できるよう、重要な文法項
目・機能語を 120項目に厳選し、わかりやす
く説明しています。練習問題は、基礎⇒応用と
段階を追った難易度になっていて、「文の組み
立て」、「文章問題」もあり、試験対策に役立ち
ます。

にほんごであそぼ　絵あわせ四字熟語かるた

齋藤孝 監修　デザイン：佐藤卓　かるた絵：仲條正義

読み札、取り札 各 60 枚　日本語解説書 1 冊

2,420 円（税込）

奥野かるた店 発行　

商品コード：990768　好評発売中

NHK Eテレの番組から生まれたかるたで、読札
と取札の 2枚をあわせると四字熟語を表す 1枚
の絵となり、字が読めなくても、言葉がわから
なくても、楽しめるのが特徴です。読札の欄外
に書かれた「一言フレーズ」を読むと、四字熟
語の大まかな意味がわかるようになっています。



副詞から見た日本語文法史

川瀬卓 著

A5 判　256 頁　7,920 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1174-8　好評発売中

本書は、アスペクト、否定、モダリティ、行為
指示や感謝・謝罪における対人配慮などの、日
本語の文法現象と関わる副詞をいくつか取り
上げ、副詞を視点として日本語文法史に迫るこ
とを試みた一冊です。語史研究の先にある、副
詞の歴史的研究の新たな可能性を実践的に示
しています。日本語教育にも有益です。

手話言語学のトピック　基礎から最前線へ

松岡和美，内堀朝子 編

A5 判　292 頁　3,850 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-928-4　2 月下旬発売予定

言語学の知識をすでに身に付けている読者を
対象とした書。「目で見る生活様式（文化）を
持つろう・難聴コミュニティで自然に発生した
言語」に関する研究の基本的な知識と近年の動
向について、日本語で情報を得ることを目的に
編まれています。

現代日本語における否定的評価を表す

とりたて詞の研究

井戸美里 著

A5 判　176 頁　3,960 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-927-7　好評発売中

現代日本語の否定的評価を表すとりたて詞（な
ど・なんか）を中心に、その形態・統語的特徴
と意味的特徴を記述します。先行文脈との意味
的な関係性の違いが、文法的振る舞いに本質的
な影響を与えていることを主張。ことばの「含
み」と認識主体の態度について、新たな分析の
観点を提供します。

言語学習における学習ストラテジーと動機づけ

理論と実践の創造的キュレーション

大和隆介 著

A5 判　316 頁　6,050 円（税込）

ひつじ書房 発行

ISBN 978-4-8234-1116-8　好評発売中

本書は言語学習の成否に大きな影響を与える
「学習ストラテジー」と「動機づけ」に注目して、
現代社会が求める、機械翻訳では代替できない
能力を育成するための英語教育のあり方を論
じています。2つの概念に関する理論について
整理し、理論に関する実証分析と、それに基づ
いた効果的な実践指導を報告しています。

社会を築くことばの教育

日本語教員養成のこれまでの 30 年、 これからの 30 年

大学日本語教員養成課程研究協議会 編

A5 判　306 頁　3,960 円（税込）

ココ出版 発行

ISBN 978-4-86676-060-5　好評発売中

2021年に 30周年を迎えた大学日本語教員養
成課程研究協議会（大養協）。本書は、その大
養協が歩んできた 30年を振り返りつつ、大学
における日本語教員養成課程の現状と課題、そ
して、今後の展望を示すものです。大学・大学
院の日本語教員養成全体を俯瞰し、これから進
むべき道を照らす貴重な一冊となっています。

カタログ TEA （複線径路等至性アプローチ）

図で響きあう

サトウタツヤ，安田裕子 監修　

上川多恵子，宮下太陽，伊東美智子，小澤伊久美 編

B5 判　112 頁　3,080 円（税込）

新曜社 発行

ISBN 978-4-7885-1797-4　好評発売中

人びとのライフ（生命・生活・人生）のありよ
うを図を用いて分析する TEA（ティ）は、研
究領域が広がり、理論的にも進展を続けている
重要な質的研究法の一つ。本書は魅力的な図の
研究例を満載した見本帳（カタログ）であると
ともに、TEAの歴史や基礎知識も一冊にぎゅっ
と凝縮した初学者必携の一冊です。



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～
 　　※第 1回、第 2回は終了しました。
【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 3回：3月 3日（金）19:00~21:00（オープン 18:45）
 第４回：3月 18日（土）14:00~17:00（オープン 13:40）
【場所】 第 3回：オンライン
 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）　※第 4回の会場の定員は 60名となります。
【参加費】各回：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     地域で活動する日本語ボランティアのための交流研修会

【内容・講師】研修会 1： 『ともに学ぶ「せかい」と「にほんご」』 
（松尾慎氏・五嶋友香氏・澁谷こはる氏・東樹美和氏・西村愛氏・矢部紬氏）

 研修会 2： 『生活者としての外国人向け　私らしく暮らすための日本語ワークブック』（深江慎太郎氏）
 研修会 3： 『中学生のにほんご　外国につながりのある生徒のための日本語』（志村ゆかり氏）
【日時】 3月 11日（土）13:00~15:30（オープン 12:40）
【場所】 オンライン（Zoom 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】公益財団法人新宿未来創造財団　【協力】アルク，スリーエーネットワーク、凡人社
【お申し込み】 2023年 2月 28日（火）申し込み締め切り 

詳細な情報とお申込みは こちらのページをご参照ください。（https://bit.ly/3luCvT8）
【お問い合わせ】E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

ほかにも、「もしも…あなたが学習者に語彙を教えるとしたら」（4/1）なども予定されています。
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　 
●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． 今日からはじめる　感じがいい日本語 
 （Gakken）

２． 会話でひろげる日本語語彙　GO　EASY！  
 （アスク）

３． ともに学ぶ「せかい」と「にほんご」 
 （凡人社）

４． 日本語教師のためのはじめてのコーチング  
 （アスク）

５． 日本語能力試験　20日で合格 N2　文法力
アップドリル （国書刊行会） 

新刊ベスト５（１月）
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