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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
・
【新刊】
『日本留学試験対策問題集 ハイレベル理科 物理・化学・生物
［改訂版］
』田辺律子・樋口仁巳 著

2,400 円＋税

2015 年に改訂された新シラバスに対応した問題集。試験の出題傾向を分析し，
それに基づいて頻出問題を厳選，効率的に試験準備ができます。分野別に
要点のまとめと問題を収録，別冊解答解説が付属。
http://www.ask-books.com/?p=506
・
【新刊】
『にほんご宝箱 日本で生活する外国人のためのいろんな書類の
書き方』岩田一成 編著／和泉智恵，奥村玲子，高木祐輔，福本亜希，
間瀬尹久 協力 1,600 円＋税
行政機関に提出する書類から宅配便の送り状まで，日本で生活する外国人が
どうしても日本語で書かなければならない書類の書き方を練習します。実際
に書き込み練習しながら学べる構成で，英中韓越葡語の簡易辞書付き。
詳細は 10 月初めに右記へ掲載 http://www.ask-books.com/
□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 聴解タスク 25』
牧野昭子・田中よね・北川逸子 著 2,000 円＋税 10 月発売予定
初級段階の学習者が無理なく聴解の力を伸ばしていけるように，『みんなの
日本語』で学んだ文型・語彙を基本とした内容で学習していきます。『本冊』
未習語彙の翻訳付（英・中・韓・越語）
。音声アプリ配信予定。
http://www.3anet.co.jp/ja/6094/
・
【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 11 月発売予定
『みんなの日本語初級&#65533;T 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】
『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
10 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】
『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
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/
・
【新刊】
『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

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/
・
【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。
◆『小説 ミラーさん －みんなの日本語初級シリーズ－』の注釈の各国語訳
（英語，中国語，韓国語，ベトナム語）
http://www.3anet.co.jp/ja/6170/
□凡人社
・
【近刊】日本語教育への道しるべ 第 4 巻 ことばのみかたを知る
坂本正, 川崎直子, 石澤徹 監修 1,800 円＋税 11 月下旬発売予定
※第 1 巻&#12316;第 3 巻も好評発売中です。
1 巻 https://goo.gl/h4YCFw
2 巻 https://goo.gl/w9dbps
3 巻 https://goo.gl/JcuSJA
・
【近刊】私費外国人留学生のための大学入学案内 2018 年度版
アジア学生文化協会 編集

2,300 円＋税

10 月上旬発売予定
※詳細は後日，凡人社ウェブサイト（www.bonjinsha.com/）へ掲載します。

■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。
・日本語教育能力検定試験直前対策講座
講師：言語デザイン研究所・泉 均
試験全体を網羅して「論点の整理」と必須事項の確認を行います。
聴解対策と記述対策も行い，万全の態勢で試験に臨めるようにします。
日時：10 月 7 日,14 日（土）13：30-16：40 ＊休憩あり 定員：15 名
受講料：一般 11,664 円 朝日カルチャーセンター会員 10,368 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/bb21c607-dabf-430f-934f-597ea81304ba
・ことばの作法-語源から学ぶ日本語語彙
講師：国語講師・吉田 裕子
「ありがとう」は有り難い，なかなか無い，すばらしい気遣いに感謝する語です。
こうした言葉の語源・由来を学び，古典文学にも触れて，日本語の豊かさ，
奥深さを感じます。
日時：10 月 14 日（土）12：30-14：00 定員：21 名
受講料：一般 3,672 円

朝日カルチャーセンター会員 3,024 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/300dc19d-12b7-f668-c07a-597e7934a428
・実践・日本語発音指導のポイント
講師：東京大学講師・大久保雅子
日本語学習者の発音上の問題点とその原因を取り上げ，具体的な発音指導を
紹介します。それぞれの教育現場に合わせた指導方法も考えます。
日時：11 月 10 日,17 日,24 日（金）15：30-17：30 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/ee763913-c4f7-7048-1773-597e947fb072
・初級日本語文法 Brush up-複文について
講師：学習院大学教授・前田 直子
中級・上級の学習者の誤りの多くは初級の文法事項であり，教師が正確な
文法知識を持つことが重要です。条件，原因，理由，逆接，並列，時間
などの表現を取り上げます。
日時：11 月 15 日,22 日，29 日（水）13：00-15：00 定員：21 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/ec000ff5-4fb7-2cd1-5ba9-597ea51d4e3a
□アスク出版

・
『つなぐにほんご』勉強会＠大阪&#12316;コンセプトのご説明と模擬授業&#12316;
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：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/
□アルク
・第 104 回 ACTFL-OPI 試験管養成ワークショップ
日時：12 月 25 日（月）&#12316;28 日（木）9:30-18:30 （日により異なります）
会場：公益財団法人京都日本語教育センター 京都日本語学校
講師：鎌田 修（南山大学教授）
http://www.alc.co.jp/jpn/article/seminar/2016opi/
□インターカルト日本語学校
・インターカルト日本語学校 40 周年記念公開講座「俺のバトンの渡し方」
日時：10 月 26 日（木）19：00-21：00
会場：四谷区民ホール
吉野家ホールディングス安部修仁会長が吉野家塾で伝える次世代へのバトン
とは？そして落語家春風亭小柳による落語「茶の湯」をお聞きいただきます。
http://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=191
□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！
・東進ランゲージスクール 学校訪問会＋採用説明会
日時：10 月 4 日（水）10：00-12：30，10 月 14 日（土）10：00-12：30
10 月 17 日（火）10：00-12：30
学校の説明，採用説明，研修内容説明，校舎見学，質疑応答，面接
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
・大阪 YMCA 学校訪問会＋採用説明会
日時：10 月 31 日（火）18：30-20：30，11 月 17 日（金）18：30-20：30
学校紹介，業務内容説明，現役講師からのメッセージ，学校施設見学，採用情報
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.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>10 月 31 日（火）15:50-17:30，

<名古屋北校>10 月 20 日（金）10:30-12:30，<大阪校>10 月 25 日（水）15:00-16:30
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/klawest.html
□凡人社
・
“なりきって”伸ばす上級への生きた聴解力
聞き手参加型聴解教材『生きた会話を学ぶ 中級から上級への日本語なりきりリスニング』を使って
日時：10 月 14 日（土）14：00-15：30（受付開始 13:30）
会場：凡人社大阪事務所（大阪市中央区久太郎町 4-2-10）
講師：金庭久美子氏，山森理恵氏
定員：25 名（要予約。先着順。定員になり次第締切）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・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
10 月 4 日（水）15:00-19:00
10 月 14 日（土）10:00-13:00
10 月 17 日（火）15:00-19:00
10 月 27 日（金）15:00-18:00
10 月 31 日（火）15:00-19:00
=====================================================================
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 10 月 1 日
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