公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp
◆◇◆ＮＫＧメールマガジン◆◇◆【NKG・MM】2017.04_2 賛助会員情報
今号よりメールマガジンをリニューアルし，
「学会情報」
「賛助会員情報」
「他団体情報」と３つに分けて配信いたします。報道情報は学会ウェブサイト
（http://www.nkg.or.jp/ippan/hodo）と学会ツイッターアカウント
(https://twitter.com/NKGkouhou）をご覧ください。
======================================================================
賛助会員情報（50 音順）
：書籍・イベント・その他活動のご案内
======================================================================
・日本語教育学会賛助会員一覧はこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/ippan/sanjo
・賛助会員の新規ご入会については下記へお問合せください。
会員サービス担当 Tel.03-3262-4291 E-mail:kaiin@nkg.or.jp
・掲載後にリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
お問い合わせは，各機関宛に直接お尋ねください。
■書籍・アプリ・ウェブコンテンツ■
□アスク出版
・
【新刊】
『日本語留学試験対策問題集 ハイレベル 数学 コース１』
田辺 律子 著

1,600 円＋税

2015 年度から実施された新シラバスに対応。公式や定理などのポイントを簡
潔な日本語で丁寧に解説して理解し易くしました。分野別に,要点のまとめと
基本問題,そして本試験レベルの実戦問題と豊富に盛り込みました。
http://www.ask-books.com/?p=506
・
【近刊】
『はじめての日本語能力試験 N1 単語 3000』
アークアカデミー 著 1,700 円＋税
場面や文脈がわかりやすい例文で,意味はもちろん,使い方も習得できる単
語帳。モジュール型でどこからでも学習が可能,インターネットで模試と音声
（単語と例文）もご提供,実践力も養成できます。英中の対訳付き。
http://www.ask-books.com/?p=1388 ※詳細は 4 月 14 日に公開予定
・
【近刊】
『つなぐにほんご 初級 1』
ヒューマンアカデミー日本語学校 著 2,500 円＋税

「どんな場面でどんなことができるか」を目標にした,実践型の初級総合テ
キスト。実際の場面を想定した場面会話,次に会話で使った文型の確認・練習,
応用練習で習熟度を確認。音声や授業のヒントを Web ダウンロード提供します。
http://www.ask-books.com/ ※詳細は 4 月 14 日に公開予定
□アルク
・
「日本語教育能力検定試験 合格パック 2017」発売中！
2017 年度の検定試験に絶対合格したい人のためのパッケージ教材
「日本語教育能力検定試験 合格パック 2017」を 4 月 25 日までの期間限定で発売
中です！
バラバラで買うよりも 4,543 円お得！ ⇒⇒⇒定価：139,800 円（税込）
これを機に，検定試験の合格を目指してください！
教材の詳細はこちら ＞＞＞
http://ec.alc.co.jp/lp/product/na/index.html?utm_source=NKG1704_NA&utm_medium=email&utm_c
ampaign=NA
□くろしお出版
・
【新刊】
『国際化時代の日本語を考える ―二表記社会への展望』
マーシャル・J・アンガー/茅島篤/高取由紀 編 3,700 円＋税
漢字かな交じり表記に加えローマ字表記を併用する可能性・必要性を考察。
http://www.9640.jp/book_view/?728
・
【新刊】
『話者の言語哲学 ―日本語文化を彩るバリエーションとキャラクター』
泉子・K・メイナード 著 4,600 円＋税
主体・話者の概念と言語行為の主体＝私たちを理解する。
http://www.9640.jp/book_view/?726
・
【新刊】
『ポップカルチャー NEW&OLD ―ポップカルチャーで学ぶ初中級日本語』
花井善朗 著 2,000 円＋税
漫画や歌，踊りなどを学びながら日本語を身につける初中級総合教材。
http://www.9640.jp/book_view/?725
□公益財団法人 国際文化フォーラム(TJF)
・
「Dance with Life！vol.1」
「もっと自由に踊りたい」
（
『My Way Your Way』より）公開中
大きな挫折と絶望を乗り越え，プロダンサーとして舞台に立つ大前光市
さんのインタビュー記事を活用した学習活動のヒントを ML で配信中。

ML 配信希望の方は，clicknippon@tjf.or.jp まで。
http://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/mywayyourway/10/post-26.php
□ジャパンタイムズ
・
【新刊】
『クローズアップ日本事情 15―日本語で学ぶ社会と文化』
佐々木瑞枝 著 2,500 円＋税
15 のテーマを，今と昔，都市と地方，世界と日本など多角的な視点から読
み解きながら，日本語での発信力を伸ばす中級～上級向け教材。学習者の
興味を引き出すカラー写真や資料，バラエティに富んだタスクを通してア
クティブに学べます。読解文には英訳付き。
http://bookclub.japantimes.co.jp/id/978-4-7890-1653-7
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『みんなの日本語 初級 II 第２版 翻訳・文法解説 ロシア語版(新版)』
スリーエーネットワーク 編著

2,000 円＋税 5 月発売予定

『みんなの日本語初級 II 第 2 版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。各課
の「語彙」
「文型・例文・会話の翻訳」
「参考語彙と情報」「文法解説」を掲載
しています。
http://www.3anet.co.jp/ja/5984/
・
【新刊】
『みんなの日本語 初級 II 第２版 漢字英語版』
西口光一 監修 新矢麻紀子・古賀千世子・高田亨・御子神慶子 著 1,800 円＋税
『みんなの日本語初級 II 漢字英語版』を改訂したもので、主に非漢字圏の学習
者を対象としています。316 字の学習漢字を収録し、
『初級 I』と合わせると，
536 字学習できます。
http://www.3anet.co.jp/ja/5905/
・
【新刊】
『新訂版 読むトレーニング 応用編 日本留学試験対応』
三上京子･山形美保子･青木俊憲･和栗雅子 著 1,400 円＋税
『改訂版 読むトレーニング 応用編 日本留学試験対応』の新訂版です。例題の
解法にベトナム語訳を加えたほか、話題が古くなった問題を中心に一部内容を
変更しました。
http://www.3anet.co.jp/ja/5919/
・
【補助教材コンテンツ無料ダウンロード】
登録不要，無料でダウンロードしてすぐに使えるコンテンツです。
◆『みんなの日本語初級Ⅰ B4 サイズ絵教材』及び
『同 携帯用絵教材』追加分ダウンロード

【初版】の絵教材をお使いの方はこちらから【第 2 版】の追加分の絵教材をダウン
ロード，印刷してご利用になれます。
http://www.3anet.co.jp/ja/3418/
□凡人社
・
【新刊】新・わくわく文法リスニング 100 耳で学ぶ日本語[1]／ [2]
小林典子,フォード丹羽順子,高橋純子,梅田泉,三宅和子 著
各 1,500 円＋税 好評発売中
[1] http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12177&pt=1
[2] http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12176&pt=1
・
【新刊】平成 28 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
1,400 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12179&pt=1
■イベント・その他活動■
□朝日カルチャーセンター日本語科
会場は全て，新宿住友ビル 10 階，朝日カルチャーセンターです。
電話予約も可能です（電話:03-3344-1948）
。
お申込は先着順，定員になり次第締め切ります。
・初級日本語文法 Brushup―敬語を中心に
講師：順天堂大学准教授・大野 早苗
尊敬語，謙譲語，丁寧語といった敬語の文法を確認し，さらに，授受表現など
を含めて広く対人関係を考慮した表現の用法を整理します。
日時：5 月 29 日,6 月 5 日,19 日（月）10：30-12：30 定員：15 名
受講料：一般 12,312 円 朝日カルチャーセンター会員 10,368 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/7604e387-d9d5-14f1-f734-58905e0594e7
・ピアで学ぶ作文指導のポイント
講師：東京海洋大学講師・小笠 恵美子
協働学習，ピア・レスポンスの背景となる理論，日本語教育との関連性につい
て説明し，実際に協働的に作文を書く体験をします。また，作文の授業の例を
示し，それぞれの実践の場でどのように応用ができるかを考えます。
日時：6 月 21 日,28 日（水）10：30-12：30 定員：15 名
受講料：一般 8,208 円 朝日カルチャーセンター会員 6,912 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/35c3073d-c4d5-918a-233a-58905d9f7838

□アスク出版
・初級総合テキスト『つなぐにほんご 初級 1』を使った授業
～ 同教科書の実践事例を交えた,コンセプトご説明 ～
日時：5 月 13 日（土）13：30～15：00（受付開始 13：00）
会場：にほんごの凡人社 麹町店（東京都千代田区）
講師：辻和子,小座間亜依
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/ ※詳細は 4 月 3 日に公開予定
□凡人社
・凡人社大阪事務所開放日のご案内
当社の大阪事務所を以下の日程で開放いたします。
在庫の確認やご覧になりたい教材などのお問い合わせは，
担当までお願いいたします。
4 月 4 日（火）14:30-18:00
4 月 15 日（土）10:00-17:00
4 月 26 日（水）15:00-19:00
担当：吉田（yyoshida@bonjinsha.co.jp）
http://www.bonjinsha.com/wp/osaka
・日本語教師塾大阪 vol.10
漢字の「読み方」の効果的な学習法
～VA シャドーイングを使った語彙学習～
日時：4 月 22 日（土） 14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：船場大西ビル 4 階（大阪市中央区久太郎町 3-1-27）
講師：中山誠一氏
定員：30 名（要予約。先着順。定員になり次第締切）参加費：2,000 円
http://www.bonjinsha.com/wp/event
=====================================================================
ＮＫＧメールマガジンへの情報提供
=====================================================================
日本語教育学会広報委員会

kouhou-iinkai@nkg.or.jp までお願いします。

内容確認等の上,メ－ルマガジンに掲載します。
締切は毎月 20 日，配信は 1 日です。

＜講読詳細＞http://www.nkg.or.jp/mailmagazine
＜講読登録＞http://www.nkg.or.jp/mmag/mmag-toroku.html
＜登録解除＞http://www.nkg.or.jp/mmag/mmag-cancel.html
＜ 問合せ ＞kouhou-iinkai@nkg.or.jp
＜フォント＞このメールマガジンは,等幅フォントでご覧ください。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜発行者＞

公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/

＜編集者＞

広報委員会

＜発行年月＞ 2017 年 4 月 1 日
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