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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/
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方』
畑佐由紀子 著 2000 円＋税
言語習得の基礎から評価まで，日本語教育プログラムにおける
カリキュラム開発を総合的に捉え，その理論や概念を精細に整理した 1 冊。
http://www.9640.jp/book_view/?758
・
【新刊】
『おひさま ［はじめのいっぽ］―子どものための日本語』
山本絵美/上野淳子/米良好恵 著 くろしお出版 編
2000 円＋税
マルチリンガルの子どものための日本語学習教材。多彩な活動を通して
言語の体験を豊かにすると共に，日本や世界へと視野を広げる。
http://www.9640.jp/book_view/?757

・
【新刊】
『外国人看護・介護人材とサスティナビリティ
―持続可能な移民社会と言語政策』
宮崎里司/西郡仁朗/神村初美/野村愛 編著 3400 円＋税
外国人労働者の受け入れが進む中，医療福祉の現場でのワークシェアを
円滑に進めるために必要な医療福祉政策や日本語教育政策とは。
http://www.9640.jp/book_view/?755
□国書刊行会
・ 【新刊】 『伸ばす！ 就活能力・ビジネス日本語力 日本で働くための
「４つの能力」養成ワークブック』
学校法人 長沼スクール 東京日本語学校 編 小島美智子 監修 植木香・
木下由紀子・藤井美音子 著

1,944 円（本体価格 1,800 円）

実際に日本企業に就職した人多数！ 日系企業や日本で働くための「４つ
の能力」を育てるワークブック。就職活動に必要なスキルと、ビジネス日
本語の基礎が、この１冊で学べます。
「指導者用手引き」も用意。
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336062222/
□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】
『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 好評発売中
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/

・
【新刊】
『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 好評発売中
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/
・
【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 5 月中旬発売予定
発行が遅れ，大変お待たせを致しました。
『みんなの日本語 初級 I
第 2 版 翻訳・文法解説』のラインナップに「ビルマ語版」が加わります。
http://www.3anet.co.jp/ja/6148/
・
【改訂のご案内】
長らくご愛顧いただいておりました『留学生のための 時代を読み解く
上級日本語』は，この度 2 度目の改訂を迎えることとなりました。
「第 3 版」は 6 月に刊行の予定です。
・
【補助教材コンテンツ】
『新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ１』『Ｎ２』『Ｎ３』
『Ｎ４』
の音声をＷＥＢからダウンロード，再生して頂けるようになりました。
Ｎ１ http://www.3anet.co.jp/ja/6400/
Ｎ２ http://www.3anet.co.jp/ja/6402/
Ｎ３ http://www.3anet.co.jp/ja/6404/
Ｎ４ http://www.3anet.co.jp/ja/6314/
□凡人社
・
【近刊】
『日本語学習者のための読解厳選テーマ 25＋10［初中級］
』
清水正幸, 下郡麻子, 沖中晃子 著 2,000 円＋税 4 月中旬発売予定
・
【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

■イベント・その他活動■
□アルク
・平成 29 年度日本語教育能力検定試験 解説セミナー
日時：6 月 2 日（土）10：00-17：20
会場：AP 市ヶ谷（東京都千代田区）
定員：80 名 参加費：8,640 円（税込）
https://www.alc.co.jp/seminar/1410085/index.html
・第 105 回～107 回 ACTFL-OPI 試験官養成ワークショップ
https://www.alc.co.jp/jpn/article/seminar/2016opi/index.html
日時：7 月 6 日（金）～7 月 9 日（月）
会場：アルク本社（東京都千代田区） 受講料：209,520 円（税込）
講師：牧野成一（プリンストン大学名誉教授）
日時：12 月 23 日（日）-26 日（水）
会場：アルク本社（東京都千代田区） 受講料：209,520 円（税込）
講師：嶋田和子（一般社団法人アクラス日本語教育研究所 代表理事）
日時：12 月 25 日（火）-28 日（金）
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（京都府京都市）
受講料：209,520 円（税込）講師：鎌田修（南山大学教授）
□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:4 月 26 日（木）10:15-11:45，17:00-18:00、
5 月 24 日（木）10:15-11:45，17:00-18:00
http://visit.nihonmura.jp/cbc.html
・東進ランゲージスクール
日時:4 月 14 日（土）
，18 日（水）
，24 日（火）15:00-17:30，27 日（金）
，
5 月 8 日（火）15:00-17:30，12 日（土）
，17 日（木）
，19 日（土）
時間は特に記載がない日は全て 10：00-12：30

http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
・城東日本語学校
日時:4 月 10 日（火）,11 日(水）,17 日（火），18 日（水）,24 日(火），
25 日（水）
，26 日（木）時間は全て 10:30-13:00，13:30-16:00
http://visit.nihonmura.jp/joto.html
・早稲田 EDU 日本語学校
日時:4 月 9 日（月）
，28 日（土）
，5 月 19 日（土）10:30-13:30
時間は全て 10：30-13：30
http://visit.nihonmura.jp/wasedaedu.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
・日本語教師塾大阪 Vol.13
「話し合い」を評価する～「話し合い」を評価し，教室活動に生かす～
講師：栁田直美先生（一橋大学国際教育センター 准教授）
主催：アルク・凡人社
日時：4 月 21 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：愛日会館（大阪市中央区）
講師：栁田直美氏 定員：40 名 参加費：2,000 円（税込）
※主催：アルク・凡人社
・日本語サロン研修会＠札幌
民主的シティズンシップ教育をどう日本語教育に生かすか
～ドイツ，小学校教育の見学から～
日時：5 月 12 日（土）13：30-16：00（受付開始 13：00）
会場：株式会社ダイス会議室
講師：名嶋義直氏 定員：15 名 参加費：無料
・日本語サロン研修会＠札幌
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：5 月 13 日（日）13：30-15：30（受付開始 13：00）
会場：TKP 札幌カンファレンスセンター／カンファレンスセンター7A
講師：鈴木英子氏 定員：50 名

・日本語サロン研修会＠大阪
真の日本語能力が身につく授業の作り方
～コミュニケーション力と言語的知識の融合をめざして～
日時：5 月 20 日（日）10：00-12：00（受付開始 9：30）
会場：TKP 大阪本町カンファレンスセンター カンファレンス 3C
講師：嶋田和子氏 定員：50 名 参加費：無料
・凡人社教材説明会＠大阪
『できる日本語 中級』と『できる中級 ことば・表現ワークブック』の効果的な使い方
～タスク先行型教材で、４技能をしっかり磨こう！～
日時：5 月 20 日（日）13：30-16：00（受付開始 13：00）
会場：TKP 大阪本町カンファレンスセンター カンファレンス 3C
講師：嶋田和子氏 定員：50 名 参加費：無料
・凡人社大阪事務所 2018 年 4 月 3 日（火）完全ＯＰＥＮ！
営業日：火曜～土曜 12：00-19：00（日・月曜・祝日休み）
※4 月 7 日（土）
，14 日（土）は休業いたします。
住所：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 4-2-10 大西ビルディング 1 階
交通：地下鉄 本町駅（出口 15）より 徒歩 2 分
http://www.bonjinsha.com/wp/osaka
=====================================================================
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。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜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＞ 2018 年 4 月 2 日
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