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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】
『NIHONGO FUN & EASY Ⅱ Basic Grammar for Conversation』
渡部由紀子,左弥寿子,臼井紫瑞子 著

2,000 円＋税

「ひとつ覚えたらたくさん使える」
。会話の中で自然に文型が使用できる
ようになるための短期速習テキスト。本書では 8 つの活用形と 55 の基本文型
の習得を目指します。音声はダウンロード提供,ふりがな・英訳付き。
https://www.ask-books.com/nihongofunandeasy2/
□アルク
・
【新刊】
『必ずできる！ JLPT「読解」N3』
安藤栄里子・足立尚子 著

1,800 円+税 1 月発売

本書は，学習者が間違いやすい初級文型の復習から，N3 レベルの長文読解
まで，ステップアップしながら学ぶことができる新しい JLPT 対策問題集です。
初級から中級への橋渡し教材としても最適です。
https://ec.alc.co.jp/book/7018083/
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語教育に役立つ心理学入門』
小林明子/福田倫子/向山陽子/鈴木伸子 著 1,800 円＋税
日本語教育に関わる心理学的な知識を学べる入門書。日本語を教えるとき，
学習者の考え方や行動を理解したり，悩みを聞いたりするときに役立つ。
http://www.9640.jp/book_view/?753

・
【新刊】第二言語習得モノグラフシリーズ 1
『名詞句と音声・音韻の習得』
白畑知彦/須田孝司 編 2,600 円＋税
第二言語習得研究の第一線で活躍する執筆陣による，
日本における最先端の研究成果を紹介するシリーズ，第一巻。
http://www.9640.jp/book_view/?749
□国書刊行会
・
【新刊】
『イラストでわかる日本語表現 中級［改訂版］
』
川端葉子著 1,728 円（本体価格 1,600 円）
中級レベル（JLPTN2～N3 レベル）の文型・表現を使った例文を，イラストで
わかりやすく解説。※2012 年に発行された書籍の改訂版。必要な部分にふり
がなをふり，解説などを見直しました。掲載している文型・表現とイラスト
に変更はありません。
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336062611/
□ジャパンタイムズ
・
【ウェブサイトリニューアル】
ジャパンタイムズ出版局のウェブサイト「The Japan Times BOOK CLUB」が
新しくなりました。日本語学習書のページは日本語と英語の２言語対応。
教師の方も学習者の方も使いやすいサイトになりました。書籍ごとに，判型・
ページ数・重さなどの基本情報, 内容紹介ともくじを掲載しています。
＜日本語＞https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/
＜英語＞ https://bookclub.japantimes.co.jp/en/
□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・齋藤明子・田川麻央・守屋和美・
米原貴子 著 1,600 円＋税 好評発売中
N2 を目指す方，語彙力を伸ばしたい方におすすめの自習教材です。英語・
中国語・ベトナム語訳と，訳が隠せる赤シート付き。
http://www.3anet.co.jp/ja/6257/
・
【新刊】
『日本語初級２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 好評発売中

ベトナム語版の『文型説明と翻訳』が新たにラインナップに加わりました。
英語版・中国語版・韓国語版も好評発売中です。
http://www.3anet.co.jp/ja/6299/
・
【新刊】
『新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版』
伊能裕晃・本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子 著
1,200 円＋税 好評発売中
Ｎ３レベルの語彙分析の集大成，
『新完全マスター語彙 日本語能力試験
Ｎ３』に「ベトナム語版」が加わりました。
http://www.3anet.co.jp/ja/6316/
・
【近刊】
『コミュニケーション能力を伸ばす授業づくり
－日本語教師のための語用論的指導の手引き－』
清水崇文 著 1,400 円＋税 3 月中旬発売予定
日本語での対面コミュニケーション能力を伸ばすために，日本語教師は何が
できるか，何をすべきなのかについて，語用論の研究成果に基づいて提案する
参考書です。
http://www.3anet.co.jp/ja/6362/
・
【近刊】
『新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ４』
中村かおり・福島佐知・友松悦子 著 1,500 円＋税 3 月中旬発売予定
日本語能力試験 N4 の受験者はもちろん，全般的な聴解の力をつけたい方におす
すめです。
「発話表現」
「即時応答」
「課題理解」
「ポイント理解」4 つの
側面から，聴解に必要なスキルを効率的に身に付けることができます。
http://www.3anet.co.jp/ja/6313/
□凡人社
・
【新刊】
『平成 29 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=12549&pt=1
・
【新刊】
『平成 29 年度 日本留学試験（第 2 回）試験問題』
日本学生支援機構 編著 1,800 円＋税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12521&pt=1
・
【新刊】
『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 好評発売中

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12421&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。
・初級を教えるコツとポイントⅡ-part４
講師：早稲田大学講師・塩崎紀子
学習者にとってわかりやすく，知的興味が持て，かつ楽しく学べる授業とは
どんなものなのか。全５回の講義を通して，実践的に見ていきます。教科書
をどのように使ったら効果的かといった点をワークショップ形式で具体的に
紹介します。
日時：3 月 10 日,17 日,31 日,4 月 7 日,14 日（土）15：30-17：30 定員：36 名
受講料：一般 21,600 円

朝日カルチャーセンター会員 18,360 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/8cf86456-e6a2-ad8a-fbb4-59f70ed143bb
・中級日本語文法マスター

例文の作り方を考える

講師：聖心女子大学講師・清水由貴子
中級文型の例文がなかなか思いつかない，という経験はありませんか。普段，
導入や練習で使っている例文を振り返り，例文をどう作ったらよいか検討します。
日時：3 月 16 日,23 日（金）13：00-15：00 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/5aa08923-ba71-98b2-0f73-59f7f98b9e79
・実生活に役立つ初級聴解教材
講師：国立国語研究所教授・野田尚史
コンビニのレジ，カラオケ店の受付，自宅のインターホンを調査し，結果に基
づき作成した教材を紹介。 「文型」からではなく「状況」から出発する初級
聴解教材を検討します。
日時：3 月 31 日（土）14：40-17：40
受講料：一般 5,832 円

定員：21 名

朝日カルチャーセンター会員 5,184 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/803129ad-a106-d7a3-8de4-59f7142e415b
・おのまとぺの謎
講師：国立国語研究所教授・窪薗晴夫
「ゲラゲラ（笑う）
」や「ワンワン（泣く）
」のように，日本語を豊かにして

いるオノマトペ（擬音語・擬態語）
。その構造や機能を考察しながら，日本語
の謎と魅力に迫ります。
日時：3 月 31 日（土）12：30-14：00
受講料：一般 3,672 円

定員：32 名

朝日カルチャーセンター会員 3,024 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/f05d2de1-f05a-3624-fb54-59f80a885ce1
□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）13:30～3 月 13 日（火）14:00
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
□スリーエーネットワーク
・
『日本語教育のスタートライン 本気で日本語教師を目指す人のための入門書』
増刷記念セミナー 地域でも，学校でも「プロフェッショナル」な日本語教師
を目指すために
講師：荒川洋平（東京外国語大学 国際日本学研究院 教授）
日時：3 月 17 日（土）14:00-17:30(受付開始 13:15)
会場：TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前「すずらん」
対象：日本語教師を目指している方・日本語教育の経験の浅い方
参加費：2,000 円（※定員 80 名 先着順）
http://www.3anet.co.jp/events/6388/
□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！
・科見日語
日時：3 月 3 日（土）9:30-13:00
http://visit.nihonmura.jp/taiwan_kojen.html
・東進ランゲージスクール
日時：3 月 3 日（土）
・3 月 8 日（木）
・3 月 13 日（火）・3 月 24 日（土）
・
4 月 14 日（土）
・4 月 18 日（水）
・4 月 27 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>3 月 5 日（月）15:30-18:00
<大阪校>3 月 7 日（水）11:30-13:00
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>3 月 6 日（火）15:15-17:30
<OLJ 校>3 月 13 日（火）10:00-12:30
http://visit.nihonmura.jp/klaeast.html
・ヒューマンアカデミー日本語学校東京校
日時：3 月 7 日（水）
・3 月 9 日（金）
・3 月 14 日（水）11:00-16:00
http://visit.nihonmura.jp/humantokyo.html
・学校法人深堀学園 外語ビジネス専門学校
日時：3 月 26 日（月）10:15-11:30，
4 月 26 日（木）10:15-11:45，17:00-18:00
http://visit.nihonmura.jp/cbc.html
□凡人社
参加は要予約，先着順で，定員になり次第締め切ります。
詳細は全てこちら http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語教師塾福岡 Vol.6
ピア・ラーニングの考え方と教室活動のデザイン
日時：3 月 4 日（日）14:00-17:00（受付開始 13:30）
会場：TKP 博多駅前シティセンター カンファレンス 5
講師：岩田夏穂氏 定員：30 名 参加費：2,000 円（税込）
※主催：アルク・凡人社
・国際教養大学専門職大学院日本語教育実践領域説明会
日時：3 月 24 日（土）14：00-16：00（受付開始 13:30）
会場：凡人社麹町店
講師：堀内仁氏，佐野ひろみ氏
定員：20 名 参加費：無料

・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
3 月 9 日（金）15:00-18:00
3 月 14 日（水）15:00-19:00
3 月 20 日（火）15:00-19:00
3 月 29 日（木）15:00-19:00
□横浜デザイン学院
・第 8 回横浜デザイン学院実践日本語教育の会
テーマ：日本語教師力向上を目指して ～学習者にとっていい教師とは？～
講師：荒川洋平先生（東京外国語大学 国際日本学研究院教授）
日時：3 月 24 日（土）14：00-16：20
会場：横浜デザイン学院校舎
定員：70 名 参加費：1,000 円（一般）／500 円（学生・ボランティア）
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 日が基本です。
＜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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