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======================================================================
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
・
【非売品】
『日本留学試験対策問題集 ハイレベル 総合科目【改訂版】
重要用語リスト』
2015 年に改訂されたシラバスに完全対応した同問題集の重要用語リスト
です。英語と中国語，韓国語，そしてベトナム語の訳をダウンロード
にて提供を開始しました。
http://www.ask-support.com/japanese/?p=9391
□くろしお出版
・
【新刊】
『英語学習ポートフォリオの理論と実践 ―自立した学習者をめざして』
清田洋一 編 2,400 円＋税（予価） 8 月発売
Can-do リストによる自己評価を積み重ねることで，英語学習へのモチベーション
がアップし，生徒と教師の対話が生まれる。ポートフォリオの作り方や，中学，
高校での活用実践なども紹介。
http://www.9640.jp/book_view/?738
□国書刊行会
・
【新刊】
『日本語能力試験 直前対策 N5 もじ・ごい・ぶんぽう』
飯嶋美知子 監修・著 山田京子・吉田雅子・藤野安紀子 著 1400 円＋税 ８月発売
日本語能力試験 N5 の「文字・語彙・文法」対策が１冊で完成！「もじ・ごい」
「ぶんぽう」各 10 回分の模擬テストを収録。充実の付録では，初級重要語彙を
総復習でき，音声（ダウンロード）を聞いて書き取りをする問題も。
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336061904/

□スリーエーネットワーク
・
【近刊】 『みんなの日本語初級Ｉ 第 2 版 翻訳・文法解説 ビルマ語版』
スリーエーネットワーク 編著 2,000 円＋税 10 月発売予定
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。
『第 2 版 本冊』にあわせ，語彙や翻訳を一部差し替えました。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/6148/
・
【近刊】
『新訂版 読むトレーニング 基礎編 日本留学試験対応』
和栗雅子・三上京子・山形美保子・青木俊憲 著 本体 1,200 円＋税 9 月発売予定
初級修了段階から中級前期の学習者を対象とした『改訂版 読むトレーニング
基礎編 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，本書全体を見直し，話題が古くなった問題を中心に内容を一部変更し
ました。
http://www.3anet.co.jp/ja/6108/
・
【近刊】
『新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ３』
伊能裕晃・本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子 著

本体 1,200 円＋税 9 月発売予定

日本語能力試験Ｎ３に合格するための「語彙力」を養う問題集です。取り上げ
る語彙は多くの資料を参考に選定し，その中でも出題の可能性が高いと予想さ
れる語彙を中心に練習問題に使用しています。
http://www.3anet.co.jp/ja/6047/
・
【近刊】
『日本語初級１大地 文型説明と翻訳 ベトナム語版』
山崎佳子・石井玲子・佐々木薫・高橋美和子・町田恵子 著 2,000 円＋税

9 月発売予定

『日本語初級１大地メインテキスト』の準拠教材です。各課の本文会話と新出
語彙のベトナム語訳，学習項目の説明（ベトナム語）が掲載されています。ま
た，知っていると便利な語彙も紹介しています。
http://www.3anet.co.jp/ja/6045/
・
【新刊】
『小説 ミラーさん－みんなの日本語初級シリーズ－』
横山悠太 著 1,000 円＋税
『みんなの日本語初級』の登場人物の一人，ミラーさんが主人公の小説風の読
み物です。ストーリーには，
『みんなの日本語初級』の会話や例文，練習，問
題などの内容が使われていますので，
『みんなの日本語初級』を読み込んだ学
習者ほど，楽しめるようになっています。
http://www.3anet.co.jp/ja/6072/

・
【新刊】
『はじめて学ぶ介護の日本語 基本のことば』
三橋麻子・丸山真貴子・堀内貴子・西己加子 著 2,600 円＋税
介護に関する知識のない外国人が無理なく学習できるように考えられた「はじ
めて学ぶ介護の日本語」シリーズの第 1 冊です。介護現場でまず知っておくべ
き基本的な語彙 1500 語を収録。
http://www.3anet.co.jp/ja/6012/
・
【新刊】
『文法まとめリスニング 初級１―日本語初級１ 大地準拠―』
佐々木薫・西川悦子・大谷みどり 著 2,200 円＋税
学習した文型や語彙を音声でも理解できるようになることを目的としています。
各課の問題は，会話を聞いて内容に合うイラストを選択する問題，○×で答え
る問題，要点を把握するタスク型の問題，自分の言葉で答える問題など４つの
セクションからなっています。
http://www.3anet.co.jp/ja/6046/
・
【新刊】
『文法まとめリスニング 初級１―日本語初級１ 大地準拠―【アプリ】』
佐々木薫・西川悦子・大谷みどり 著 オープン価格
書籍『文法まとめリスニング 初級１―日本語初級１ 大地準拠―』の学習用ア
プリです。本書付属の CD と同じ音声を聞くことができます。音声のみの利用は
無料ですが，スクリプトを表示する場合は課金されます。
http://www.3anet.co.jp/ja/6073/
・
【新刊】
『みんなの日本語初級 II 第２版 漢字 ベトナム語版』
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
ベトナム語話者を対象とした漢字教材です。316 字の学習漢字を収録し，
『初
級Ⅰ』と合わせると，2 冊で日本語能力試験 N4～N3 相当に加えて N2 の一部の漢
字が学習できます。別冊には，漢字のベトナム語読みを付してあります。
http://www.3anet.co.jp/ja/6008/
・
【新刊】 『人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話

中級２【アプリ】』

一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院 日本語研修所 著 オープン価格
書籍『人を動かす！実戦ビジネス日本語会話 中級 2』の学習用アプリです。
本書付属の CD と同じ音声を聞くことができます。本アプリの第 1 課は無料で，
第 2 課以降のご利用は課金されます。
http://www.3anet.co.jp/ja/6080/

・
【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。
◆『日本語初級 大地』語彙訳（インドネシア語・タイ語・ベトナム語・中国
語繁体字・スペイン語・ポルトガル語・ビルマ語）
http://www.3anet.co.jp/ja/2823/
◆『人を動かす！実戦ビジネス日本語会話 中級２』教師用ガイド
http://www.3anet.co.jp/ja/6056/
□凡人社
・
【新刊】日本語教育への道しるべ 第 1 巻 ことばのまなび手を知る
坂本正, 川崎直子, 石澤徹 監修 1,800 円＋税 8 月下旬発売
※第 2 巻，第 3 巻も好評発売中です。
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12337&pt=1
・
【新刊】平成 29 年度日本留学試験（第 1 回）試験問題
日本学生支援機構 編 1,800 円＋税 8 月末発売
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12326&pt=1
■イベント・その他活動■
□アスク出版
・初級総合テキスト『つなぐにほんご 初級』を使った授業
～コンセプトのご説明と模擬授業～
実践型の初級総合テキスト『つなぐにほんご 初級』の目指すことや
特徴を説明しながら，模擬授業を通じて，本書を体感して頂けます。
講師：辻和子・小座間亜依

定員：30 名 参加費：無料

日時：9 月 16 日（土）10：30-12：45
会場：ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校
http://kokucheese.com/event/index/478496
・
『つなぐにほんご』勉強会＠大阪 ※内容は上記セミナー同様です。
講師：朝野あゆみ・金美貴 定員：30 名 参加費：無料
日時：10 月 14 日（土）13：30-15：45
会場：ヒューマンアカデミー日本語学校 大阪校
http://kokucheese.com/event/index/483514/
□公益財団法人 国際文化フォーラム

・
「人間に迫る vol.2」初音ミクの誕生（
『My Way Your Way』より）公開中
人気バーチャルシンガー，
「初音ミク」の生みの親として知らされる，佐々木
渉さん。佐々木さんにとって初音ミクとは?!!佐々木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/11/post-29.php
□スリーエーネットワーク
・アイカス創立 30 周年記念公開講座日本語ボランティア授業学
～30 年目からのスタートライン～
日時：11 月 11 日(土) 13:30-15:30（受付開始 13:00）
会場：仙台国際センター

交流コーナー研修室（仙台市青葉区青葉山会議棟１F）

講師：荒川 洋平 氏(東京外国語大学国際日本学研究院教授）
定員：70 名(先着順) 参加費：アイカス会員 300 円

一般 500 円

対象：日本語講師，地域日本語ボランティア，日本語学習支援に興味のあるかた
主催：NPO 法人アイカス国際都市仙台を支える市民の会(ICAS)
http://www.3anet.co.jp/events/6168/
□日本村有限公司
・日本語教師のための 学校訪問会・採用説明会
自分に合った職場環境か，実際に学校を訪問して確認してみよう！
これから日本語教師になろうという方，勉強中の方，未経験者，
現役教師，みなさん大歓迎です！
・大阪バイオメディカル専門学校 学校訪問会＋採用説明会
日時：9 月 4 日（月）14:00-15:30，9 月 8 日（金）14:00-15:30
9 月 20 日（水）14:00-15:30
学校の説明，採用説明，新任講師対象研修内容説明，校舎見学，質疑応答
面接 *希望者のみ（希望の場合は履歴書をご持参ください。）
http://visit.nihonmura.jp/obm.html
・京進ランゲージアカデミーグループ東地区 学校訪問会＋採用説明会
日時：<新宿校>9 月 4 日（月）15:15-17:30，9 月 7 日（木）15:15-17:30
<OLJ 校>9 月 14 日（木）10:00-12:30
授業見学，校舎見学，学校の説明，教務の説明，採用説明，その他
希望者のみ個別相談の時間を設けます。
http://visit.nihonmura.jp/klaeast.html

・京進ランゲージアカデミーグループ西地区 学校訪問会＋採用説明会
日時：<京都中央校>9 月 11 日（月）15:50-17:30
<福岡校>9 月 14 日（木）9:50-11:10
授業見学，校舎見学，学校の説明，教務の説明，採用説明，その他
希望者のみ個別相談の時間を設けます。
http://visit.nihonmura.jp/klawest.html
・科見日語 学校訪問会＋採用説明会
日時：9 月 23 日（土）9:30-13:00
授業見学，説明，質疑応答
面接：希望者は後日，面接日を相談します。
http://visit.nihonmura.jp/taiwan_kojen.html
・横浜 YMCA 学校訪問会＋採用説明会
日時：9 月 30 日（土）13:00-14:30 ※9/28 締切・定員 15 名
学校説明，採用説明，講師研修説明，校舎見学，授業風景紹介，質疑応答
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.html
□凡人社
・各イベントの詳細は下記をご覧ください。
要予約，先着順，定員になり次第締切となります。
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・授業を変えてみよう＆横浜国立大学大学院説明会
日時：9 月 2 日（土）14：00-15：45（受付開始 13:30）
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区平河町 1-3-13）
講師：河野俊之氏 定員：20 名
・
『いろは First Encounter with the Japanese Language』の内容と特徴
～ゼロ初級でしたいこと，できること～
日時：9 月 9 日（土）14：00-15：30（受付開始 13:30）
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区平河町 1-3-13）
講師：大知春華氏，菊池富美子氏，東郷美香氏 定員：20 名
・日本語サロン研修会＠福岡 特別編
ワークショップ すぐに役に立たないことを継続する日本語教師になろう
日時：9 月 10 日（日）13：30-16：30（受付開始 13:00）
会場：博多バスターミナル 9 階 第 3・4 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）

講師：奥田純子氏，山本弘子氏，溝部エリ子氏 定員：60 名
・日本語サロン研修会＠名古屋
『テーマ別上級で学ぶ日本語 三訂版』を使った上級の指導
日時：9 月 24 日（日）14：00-16：30（受付開始 13:30）
会場：ECC 日本語学院名古屋校（名古屋市中区金山 1-16-16）
講師：亀田美保氏，惟任将彦氏 定員：30 名
・日本語教師塾福岡 Vol.5
本当に行きたい進学先が選べるように
～キャリアデザインから考える進学指導～
日時：9 月 30 日（土）14：00-16：00（受付開始 13:30）
会場：博多バスターミナル第 12・13 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
講師：大嶋智規氏 定員：30 名
・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（吉田：yyoshida@bonjinsha.co.jp）までお願いいたします。
http://www.bonjinsha.com/wp/osaka
9 月 1 日（金）15:00-18:00
9 月 6 日（水）15:00-19:00
9 月 12 日（火）15:00-19:00
9 月 22 日（金）15:00-19:00
□横浜デザイン学院
・日本語教育 音声指導再考～基礎知識のおさらいと実践への応用を考える～
講師：石澤徹（東京外国語大学）
日時：9 月 16 日（土）14：00-17：00
会場：横浜デザイン学院

３階多目的ホール

参加費：一般 1,000 円／学生・ボランティア日本語指導者 500 円
http://www.jpn.ydc.ac.jp/seminar
=====================================================================
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。
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