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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】
『つなぐにほんご 初級 使い方ガイド』
総合教科書『つなぐにほんご 初級２』の音声データについてダウンロード
公開を開始しました。
「FeBe!（スマホ向けダウンロード）」への公開は 12 月
中旬を予定しています。いずれも無料でご利用になれます。
http://www.ask-books.com/tsunagu/audio/
□くろしお出版
・
【新刊】現場に役立つ日本語教育研究 3『わかりやすく書ける作文シラバス』
石黒圭 編 2,400 円＋税

12 月発売

作文を「わかりやすく書く」ための条件を 3 点提示し，それらの具体的
方針をデータを通してシラバスの形で明らかにする。
http://www.9640.jp/book_view/?752
・
【新刊】
『日英共通メタファー辞典
―A Bilingual Dictionary of English and Japanese Metaphors』
牧野成一/岡まゆみ 著 3,600 円＋税 11 月発売予定
日英語に共通の比喩表現，約 750 組を集めた辞典。文化や言葉が違っても，
共通の比喩表現を翻訳して使えば，語彙数や表現力のアップに。
http://www.9640.jp/book_view/?745

・
【新刊】
『社会志向の言語学 ―豊富な実例と実証研究から学ぶ』
南雅彦 著 1,800 円＋税

11 月発売

言語と社会要因との関わり，変化が起こる原因とメカニズムを解き明かす。
http://www.9640.jp/book_view/?747
□ジャパンタイムズ
・
【新刊】
『にほんごではなそう！－パターンで覚えるかんたん会話』
松本節子・佐久間良子・長友恵美子・難波房枝・松倉有紀 著 1,400 円＋税
基本のパターンと応用練習を通して，適切な受け答えをする力を伸ばす会話表現
ハンドブック。よく出会う状況でのコミュニケーションに自信が持てるようにな
ります。ローマ字表記と英訳付きで，初級者からも使用可能。音声は無料ダウン
ロードです。
http://bookclub.japantimes.co.jp/id/978-4-7890-1684-1
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『新完全マスター単語 日本語能力試験Ｎ２ 重要 2200 語』
石井怜子 監修
小谷野美穂・森田亮子・青柳方子・大野純子・木村典子・塩田安佐・鈴木英子・
山崎洋子・王亜茹・斎藤明子・田川麻央・守屋和美・米原貴子 著
1,600 円＋税 2018 年 1 月発売予定
日本語能力試験Ｎ２に合格するための「語彙力」を養う独習本。赤いシート付属，
英中越語訳付。見出し語と読み物の音声が無料で聞けるアプリを配信予定。
http://www.3anet.co.jp/ja/6257/
・
【新刊】
『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
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）
。音声アプリあり。
http://www.3anet.co.jp/ja/6094/
・
【新刊】
『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・石井怜子・佐々木薫・高橋美和子・町田恵子 著 2,000 円＋税
『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/

・
【特別連載 教科書活用講座のご案内】
『はじめて学ぶ介護の日本語 基本のことば』を使った授業の一例
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza34/2964/
■講師 : 東京成徳大学/大原学園 非常勤講師 堀内貴子
大原学園 非常勤講師 西己加子
過去連載分はこちらからご覧ください。
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/
・
【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。
◆『はじめて学ぶ介護の日本語 基本のことば』教師向けサポート資料
■動画:授業の進め方例
■特別連載日本語教科書活用講座
■パワーポイント・PDF:教師用語彙スライド
■写真データ:福祉器具など
http://www.3anet.co.jp/ja/6250/
□ひつじ書房
・
【新刊】
『文章を科学する』
李在鎬 編 2,600 円＋税

2017 年 10 月発売

「文章とはなにか」という根本的な疑問から始まり，文章の計量的分析ツール
「KH Coder」の作成者自身による実践を交えた解説ほか，文章研究の理論と技
術を紹介する。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-881-9.htm
・
【新刊】
『日本語教育のためのはじめての統計分析』
島田めぐみ・野口裕之 著

1,600 円＋税 2017 年 11 月発売

日本語教育にいまや必要不可欠な道具の一つである統計分析。その基礎をわかり
やすく解説。その論理構成の説明のほか，分析ソフト（SPSS）の使い方と，研究
例を示した。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-862-8.htm
・
【新刊】
『音声学を学ぶ人のための Praat 入門』
北原真冬・田嶋圭一・田中邦佳 著 定価 2,400 円＋税 2017 年 11 月発売
Praat は音声分析のソフトであり，いまや音声研究において必須となっている，
世界的にも初となる，Praat の 使い方についての基礎から分かりやすくまとめ
た解説書。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-871-0.htm

□凡人社
・
【近刊】雑談の正体
―ぜんぜん“雑”じゃない，大切なコミュニケーションの話―
清水崇文 著 1,500 円＋税 11 月下旬発売
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12421&pt=1
・
【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
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12411&pt=1
※第 1 巻～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
■イベント・その他活動■
□アスク出版
・
『つなぐにほんご』勉強会＠高田馬場

テーマ：
『つなぐにほんご 初級』

で授業はこう変わる！～初級１・２を踏まえて～
「まず話してみて，そのあとで学ぶ」実践型の初級総合テキスト『つなぐに
ほんご』
。類書との違いや具体的な導入を見据えたプランについてご説明し
ながら皆さんと意見を交換したいと思います。
講師:辻和子・小座間亜依（ヒューマンアカデミー日本語学校）
日時:1 月 13 日（土）10:30-12:45 定員:30 名（先着順） 参加費:無料
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/498344/
・
『身近なテーマから広げる!にほんご語彙力アップトレーニング』
～初級から中級への学びに必要な授業展開を考える～
本教材についての特徴と授業展開についてご説明しながら，実際の授業例を
ご紹介。
“初級から中級への橋渡し”の授業展開について，本教材を題材に
しながら皆様とご一緒に考えてみたいと思います。
講師:木下謙朗（龍谷大学講師）
・三橋麻子・丸山真貴子（明海大学講師)
日時:2 月 10 日（日）13:30-15:15 定員:20 名（先着順） 参加費:無料
会場:にほんごの凡人社麹町店
http://www.bonjinsha.com/wp/event

□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）～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/
□公益財団法人国際文化フォーラム
・
「外国語学習のめやす」合宿参加者募集！
講師:「外国語学習のめやす」マスター 阪上彩子，田原憲和，村上陽子
日時:3 月 12 日（月）13:30～13 日（火）15:00
会場:立命館大学大阪いばらきキャンパス
対象:日本語をはじめ外国語担当教員または教員を目指している学生
http://www.tjf.or.jp/meyasu/support/topics/post-26.php
・
「人間に迫る vol.3」人間とは何か（
「My Way Your Way」より）公開中
タレントのマツコ･デラックスや自分自身のアンドロイドなどを開発し，
世界から注目を集めるロボット研究の第一人者，石黒浩氏。
石黒氏がロボット研究の道を歩むことになったターニングポイントと
「人間とは何か」を問いかける。石黒氏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-30.php
□学校法人長沼スクール東京日本語学校
・長沼スクール日本語教師冬季集中セミナー「一歩進んだ日本語文法の教え方」
日本語教育文法の理論と実践を見直す一日です。
「と，ば，たら，なら」や
「は」と「が」の使い分け，ボイス表現の導入など，学習者にとってよりわ
かりやすい教え方を考えてみませんか。
日時:12 月 16 日（土）9:20-16:45 会場:学校法人長沼スクール
講師:庵功雄先生(一橋大学)
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers/seminar.html
□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！

・学校法人深堀学園 外語ビジネス専門学校
日時:12 月 25 日（月）10:30-11:50
http://visit.nihonmura.jp/cbc.html
・東進ランゲージスクール
日時:12 月 2 日（土）
・8 日（金）10:00-12:30
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
・京進ランゲージアカデミーグループ西地区
日時:<京都中央校>12 月 7 日（木）15:30-17:30，
<大阪校>12 月 6 日（水）11:30-13:30
http://visit.nihonmura.jp/klawest.html
・京進ランゲージアカデミーグループ東地区
日時:<新宿校>12 月 11 日（月）15:15-17:30，13 日（水）11:00-13:15
<OLJ 校>12 月 4 日（月）10:00-12:30
http://visit.nihonmura.jp/klaeast.html
・大阪 YWCA
日時:12 月 7 日（木）15:30-16:30，9 日（土）11:00-12:00
http://visit.nihonmura.jp/osakaywca.html
・大阪 YMCA
日時:12 月 19 日（火）18:00-20:00
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.html
・科見日語
日時:12 月 16 日（土）9:30-13:00
http://visit.nihonmura.jp/taiwan_kojen.html
□凡人社
・即時応答力を伸ばしてコミュニケーションに自信を！
日時:12 月 9 日（土）14:00-15:30（受付開始 13:30）
会場:凡人社麹町店
講師:松本節子氏 定員:20 名（要予約。先着順。定員になり次第締切）
参加費:無料
http://www.bonjinsha.com/wp/event

・日本語教師塾大阪 Vol.12
ピア・ラーニングの考え方と教室活動のデザイン
日時:12 月 9 日（土）14:00-17:00（受付開始 13:30）
会場:TKP 大阪本町カンファレンスセンター
講師:岩田夏穂氏 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（税込み）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語サロン研修会＠大阪
漢字の面白さを発見しながら学ぶ授業作り
―『どんどんつながる漢字練習帳 初級』
『中級』を使って―
日時:1 月 20 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場:愛日会館
講師:鈴木英子氏 定員:40 名（要予約。先着順。定員になり次第締切）
参加費:1,000 円（税込み）
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
12 月 8 日（金）15:00-19:00
12 月 13 日（水）15:00-19:00
12 月 19 日（火）15:00-19:00
12 月 22 日（金）15:00-18:00
12 月 27 日（水）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
＜登録・解除＞http://www.nkg.or.jp/pdf/merumaga/toroku.pdf
＜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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