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留学のための異文化トレーニング

知る、 共に学ぶ、 実践する

勝又恵理子 著

A5 判　172 頁　3,300 円（税込）

春風社 発行

ISBN 978-4-86110-840-2　好評発売中

近年、海外留学における「トレーニング」と「サ
ポート」の重要性に注目が集まっています。本
書では、留学生センターで長年相談窓口を担当
する著者が、学生の多くが経験するカルチャー
ショックをはじめとするさまざまな悩みの理
論的根拠および対処法を、渡航前、留学中、帰
国後の時系列に沿って解説。ポストコロナ時代
のオンライン留学や国際交流教育の取り組み
と新たな課題についても紹介しています。

 著者が 2018 年に執筆した『協働学習で学ぶスピー

チ』（凡人社）もおススメです。

令和 4 年度日本語教育能力検定試験 

試験問題

日本国際教育支援協会 編著

B5 判　144 頁＋音声 CD1 枚付き　1,540 円（税込）

凡人社 発行

ISBN 978-4-86746-001-6　4 月下旬発売予定

「日本語教育能力検定試験」の令和 4年 10月に
行われた試験の過去問題集です。試験問題と正
解だけでなく、巻末には参考資料として実施要
項、出題範囲や実施状況のデータも掲載されて
います。試験問題を概観する手はじめに、また、
試験勉強の仕上げに。受験者必携の一冊です。

 例年は 3 月下旬に発行していますが、今年度は 4

月下旬の発売予定です。

日本語コミュニケーションに関する FAQ

異文化摩擦の最前線から

荻原稚佳子 著

四六判　272 頁　1,980 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-327-38489-0　好評発売中

本書は日本語教師をはじめ、外国人と接する機
会の多い方々のための「よくある質問集」です。
著者が日本語教室で集めた留学生たちの「ナマ
の声」を元に解決策をご提案します。取り上げ
たテーマは、断り方、挨拶、オノマトペ、やさ
しい日本語、役割語、呼称の使い分け、婉曲表現、
敬語の誤用、ほめ方、ジェスチャー、対人距離
の違い、等々と多岐にわたります。

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



初級日本語よみもの げんき多読ブックス

坂野永理，池田庸子，品川恭子，坂井美恵子 著

A5 判　各 7,700 円（税込）

ジャパンタイムズ出版 発行

BOX1 （L1 - L6） 

全 12 冊（分売不可）

ISBN 978-4-7890-1831-9　好評発売中

BOX2 （L7 - L12） 

全 12 冊（分売不可）

ISBN 978-4-7890-1832-6　好評発売中

BOX3 （L13 - L18） 

全 12 冊（分売不可）

ISBN 978-4-7890-1834-0　好評発売中

BOX4 （L19 - L23） 

全 10 冊（分売不可）

ISBN 978-4-7890-1835-7　好評発売中

『げんき多読ブックス』はやさしい日本語で書
かれた初級レベルの多読教材です。ユーモア
あふれる話、こわい話、日本の昔話、日本各
地の紹介など、多様な読みもの全 46冊を、4
つのBoxで発売しました。『初級日本語げんき』
各課で学習した文法や語彙で書かれているの
で、初級者でも辞書なしで楽しく読むことが
できます。全編総ルビ、フルカラー、朗読音
声付き。

シリーズ　総合政策学をひらく

言語文化とコミュニケーション

宮台康丈，山本薫 編著

A5 判　276 頁　2,750 円（税込）

慶應義塾大学総合政策学部 発行

慶應義塾大学出版会 発売

ISBN 978-4-7664-2869-8　好評発売中

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）開設
以来、30年余にわたり切り拓いてきた総合政
策学の革新と創造の姿を紹介するシリーズの
一冊として、言語そのもの、言語活動に関わ
る政策・教育、政策に関わる言語活動という 3
つの柱を中心に先端的なトピックを第一線の
研究者が多彩に論じます。

増補改訂版 日本語総まとめ

（語彙　英語 ・ ベトナム語版）

佐々木仁子，松本紀子 著

B5 判　各 1,320 円（税込）　

アスク 発行

N1　200 頁　ISBN 978-4-86639-516-6　好評発売中

N2　196 頁　ISBN 978-4-86639-518-0　好評発売中

N3　152 頁　ISBN 978-4-86639-520-3　好評発売中

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」の増補改訂版「語
彙」シリーズです。初版刊行時からの時間経過
に合わせた語彙の変更を行い、毎週ごとの復習
問題を追加しました。さらに N1-N3のいずれ
も模擬試験（2回分）があり、わかりやすいイ
ラストはそのままに、色付きで見やすくしまし
た。英語とベトナム語の翻訳付きです。

NIHONGO FUN & EASY　2nd edition

渡部由紀子，角谷佳奈，左弥寿子，緒方由希子 著

B5 変判　228 頁　2,200 円（税込）

アスク 発行　

ISBN 978-4-86639-563-0　好評発売中

日常生活で必要な会話力を短期で身につける
ための初級会話テキスト。「場面別・機能別」
ユニット構成のため、必要や興味に応じてどこ
からでも学習できます。改訂にあたって、音
声や日本語訳の追加、イラスト PDFのご提供
などを行うことで、学習者はもちろん、教師に
とっても使いやすい構成を目指しました。ロー
マ字表記、英語訳付き。



都市空間の言語生態

上海の言語景観と道路命名の歴史

彭国躍 著

A5 判　236 頁　5,940 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-929-1　好評発売中

中国の近代都市、上海の公共空間に現れる書記
言語の生態の歴史を探究。主に 20世紀の間に
上海の都市空間に表示された言語の種類、表現
の内容や文字の形態が社会的環境の中でどの
ように変容していったのかなどを明らかにし
ます。「上海言語景観史」「上海道路命名史」の
二部構成。

ニューカマーの世代交代

日本における移民 2 世の時代

樋口直人，稲葉奈々子 編著　

A5 判　232 頁　3,960 円（税込）

明石書店 発行

ISBN 978-4-7503-5518-4　好評発売中

移民研究の分野を代表する編著者のもと、「日
本在住の移民 2世による移民研究」が多数収載
された成果です。移民コミュニティ、第 2世
代の学校後の軌跡、ジェンダー化された役割期
待、出身国との往来、日本社会からの排除など
のテーマを追った意欲的な論集です。

学校プリントから考える　

外国人保護者とのコミュニケーション

李暁燕 編著

A5 判　232 頁　2,750 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-940-6　3 月下旬発売予定

学校文書のあり方や改善点を具体的に提案す
る、学校や地域と外国人保護者が共生していく
ためのガイドブック。小学校などで配布される
学校プリントに着目し、学校関係者と外国人保
護者との円滑なコミュニケーションの方法に
ついて考えます。執筆者に、平山智子／大塚佳
英／池田芳江／竹熊尚夫／竹熊真波／多田孝志
／本田弘之／森篤嗣／奥野由紀子／山本冴里。

ミステリードラマの日本語 

発話と記号の演出を探る

泉子・K・メイナード 著

A5 判　448 頁　5,940 円（税込）

くろしお出版 発行

ISBN 978-4-87424-925-3　好評発売中

談話分析の第一人者である著者が、2010年以
降に放映されたミステリードラマ 25作品 253
話分の会話を詳細に分析。ドラマ制作者の創造
的で複雑な演出のプロセスを、言語学、会話・
談話分析、記号論の視点から明らかに。大衆的
な娯楽・芸術作品としての日本語、消費する商
品としての日本語のコミュニケーションの実
情を、詳細に考察します。

楽しく学ぶ 実践コミュニケーション教室

幸せな毎日のためのコミュニケーション力

荒木晶子 著

A5 判　212 頁　2,750 円（税込）

研究社 発行

ISBN 978-4-327-37750-2　好評発売中

現代コミュニケーション理論の祖ともいえる
D. C. バーンランド氏に教わった著者が、伝統
的理論から現代理論までの変遷に始まり、直伝
ならではのトランズアクショナル理論を詳説
し、異文化コミュニケーションへとつなぐ、ま
さにこの一冊でコミュニケーション理論を概観
できる、読みやすさを心がけた入門書です。



ハイブ
リッド

	 学習者の教材、どうやって選んでる？　選び方のポイントを一緒に考えよう

【講師】  佐々木あや氏
【日時】 4月 8日（土）14:00~16:00（オープン 13:40）
【場所】 オンライン（Zoom Meetingを使用）
 凡人社麹町店（千代田区平河町 1-3-13平河町フロントビル 8F）
【定員】 オンライン 200名、凡人社麹町店 10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】にほんごの会企業組合，凡人社
【お申し込み】【お問い合わせ】 こちらのフォームからお願いいたします。

オンラ
イン 				 凡人社オンライン日本語サロン研修会		 やさしい日本語の意義　～入門・やさしい日本語を中心に～
【講師】  吉開章氏
【日時】 4月 15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】 200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】アスク，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
【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		「やさしい日本語」＆漢字授業の作り方
【内容】 第 1部：『こんにちは！　から始めよう「やさしい日本語」ハンドブック』の紹介
 第 2部：漢字授業の作り方 ―『日本語学習者のための漢字 634』を使うとできること―
【講師】  二通信子氏，二村年哉氏，阿部仁美氏
【日時】 4月 22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】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
【お問い合わせ】 E-mail: ksakai@bonjinsha.co.jp（担当：坂井）

最新の情報はどんどん更新されます。
ぜひ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． 「下町ロケット」で学ぶ！　12の社会人基礎
力 （くろしお出版）

２． 増補改訂版 日本語総まとめN3 語彙　英語・ベ
トナム語版 （アスク）

３． 初級日本語よみもの げんき多読ブックス 
BOX1 （ジャパンタイムズ出版）

４． NIHONGO FUN & EASY 2nd edition  
 （アスク）

５． 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（日本能率協会マネジメントセンター） 

新刊ベスト５（2 月）

https://peatix.com/event/3490473/view?k=29c869cc8e0ec44442420e37e3320072066e811f
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDZb8pLoMgU6Esy6ggjqF0iWEToDL2QYZOr0hyPWsrWDYgPw/viewform
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