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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】
『PRACTICAL KANJI <トピック・記事を読む 700 漢字 Vol.1>』
中級版の総合漢字テキスト。続刊（予定）の Vol.2 と合わせて 700 漢字,
JLPT でレベル N3‐N2 相当をカバー。一般教養書やニュース・記事で出会う
漢字や漢字語彙を厳選収録しました。音声はダウンロード提供,英訳付き。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-207-3/
・
【非売品】
『にほんご漢字トレーニング』
「ことばリスト」ベトナム語訳
「初級から中級へステップアップ」するのに最適なテキスト『にほんご
漢字トレーニング』
。別冊１「ことばリスト」について待望のベトナム語
訳をご用意。50 音順で構成,無料ダウンロード提供を開始しています。
http://www.ask-support.com/japanese/
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『中級レベル ロールプレイで学ぶビジネス日本語―就活から入社まで―』
村野節子・山辺真理子・向山陽子 著 1,700 円+税

好評発売中

『ロールプレイで学ぶビジネス日本語』シリーズに「中級レベル」が新登場。
就職活動から入社数カ月までに必要な表現を，ロールプレイを交えて学習します。
http://www.3anet.co.jp/ja/6429/
・
【新刊】
『みんなの日本語 初級Ⅱ 第 2 版 聴解タスク 25』
牧野昭子・田中よね・北川逸子 著 CD3 枚付 2,400 円＋税 好評発売中

『みんなの日本語』で学んだ文型・語彙を基本に，「必要な情報を聞き取り
タスクを行う練習」で聴解力とコミュニケーション能力を育てます。
（総ルビ，語彙の翻訳付（英語、中国語、韓国語、ベトナム語），音声アプリ配信）
http://www.3anet.co.jp/ja/6369/
・
【新刊】
『文法まとめリスニング 初級２―日本語初級２ 大地準拠―』
佐々木薫・西川悦子・大谷みどり 著 CD2 枚付

2,200 円＋税 好評発売中

「習った初級文法を耳から確認する教材」としておすすめです。巻末には
文型対応表があり『日本語初級大地』以外の総合教材とも組み合わせ可能です。
（総ルビ、音声アプリ配信）
http://www.3anet.co.jp/ja/6410/
・
【新刊】
『BJT ビジネス日本語能力テスト 読解 実力養成問題集 第２版』
宮崎道子 監修 瀬川由美 著 1,200 円＋税 好評発売中
http://www.3anet.co.jp/ja/6466/
【新刊】
『BJT ビジネス日本語能力テスト 聴解・聴読解 実力養成問題集 第２版』
宮崎道子 監修 瀬川由美・北村貞幸・植松真由美 著
CD2 枚付 2,500 円＋税

好評発売中

http://www.3anet.co.jp/ja/6427/
2017 年 4 月から CBT 方式での試験実施による，
「BJT ビジネス日本語能力テスト」の
問題構成の一部変更に伴い，本シリーズも対応する一部改訂を行いました。
出題傾向を踏まえて問題パターンを豊富に揃え，試験よりも多く収録しています。
□凡人社
・
【新刊】
『日本語プロフィシェンシー研究第 6 号』
日本語プロフィシェンシー研究学会 編 2,000 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12679&pt=1
・
【新刊】
『
〈日本語教師のための〉日常会話力がグーンとアップする「雑談指導」のススメ』
西郷英樹,清水崇文 著 1,800 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12591&pt=1
・
【新刊】
『日本語教師のための CLIL（内容言語統合型学習）入門』
奥野由紀子 編著 小林明子,佐藤礼子,元田静,渡部倫子 著 1,800 円＋税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12603&pt=1
・
【新刊】
『できる日本語 中級 ことば・表現ワークブック』
嶋田和子 監修 1,600 円＋税 好評発売中

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12627&pt=1
■イベント・その他活動■
□アルク
・平成 30 年度日本語教育能力検定試験 直前対策セミナー【東京】
日時:9 月 22 日（土）10:30-16:30
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/1400126/index.html
・平成 30 年度日本語教育能力検定試験 直前対策セミナー【大阪】
日時:9 月 29 日（土）10:30-16:30
会場:愛日会館（大阪府大阪市）
定員:80 名 参加費:8,640 円（税込）
https://www.alc.co.jp/seminar/1400125/index.html
・第 107 回 ACTFL-OPI 試験官養成ワークショップ
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）
https://www.alc.co.jp/jpn/article/seminar/2016opi/index.html
□インターカルト日本語学校日本語教員養成研究所
・日本語教育能力検定試験対策講座
インターカルト日本語学校の検定対策講座は通学，通信コース（ネット
環境があればどこでも受講可能）とも録画した授業が何度でも見ること
ができます。メインテキストは過去 3 年分の過去問題。実際に出題された
問題の中から頻出の最重要項目を抽出し，ベテラン講師陣が徹底解説します。
http://www.incul.com/jp/yosei/test_preparation.php
□一般社団法人 Ｇｌｏｂａｌ８
日本語の「話せる能力」を可視化するＯＰＩｃ－Ｊ:ＡＣＴＦＬ基準に則って，
受験し易い形式で提供出来るＯＰＩｃ－Ｊの紹介フライヤーを以下の通り
公開させて頂きました。
http://global8.or.jp/service.html

の４，以下をご覧ください。

http://global8.or.jp/OPIc-J.pdf
□学校法人長沼スクール東京日本語学校

・日本語教師のための対照言語講座
◆日中対照言語講座「翻訳言語というのは，実にわれわれの鏡像そのものだ。
―純文学で楽しめる又吉直樹の日本語表現を実例にして―」
講師:毛丹青(神戸国際大学)
日時:8 月 14 日(火)
◆日越対照言語講座「ベトナムの学習者のためのリズムとアクセントの教え方実践編」
講師:金村久美(名古屋経済大学)
日時:8 月 16 日(木)
https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers/seminar.html#summer
・日本語教師夏季集中セミナー
日時:8 月 13 日(月）～8 月 17 日（金）
◆学習者のコミュニケーション能力を伸ばす語用論的指導
講師:清水崇文(上智大学)
◆さまざまな日本語を分析する
講師:野田尚史(国立国語研究所)
◆漢字の面白さ再発見
講師:笹原宏之(早稲田大学)
◆漢字授業の作り方―漢字を楽しく効果的に教えるために―
講師:鈴木英子(宮城県国際化協会)
◆学生を惹きつける教材・教具―指さし棒から紙芝居まで―
講師:三門準(亜細亜大学)
◆よりよい授業をするための文法―そのセンスとスキルをみがく―
講師:菊地康人(東京大学)
https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers/seminar.html#summer
□公益財団法人 日本国際教育支援協会
・平成 30 年度日本語教育能力検定試験【出願締切迫る！】
試験日:平成 30 年 10 月 28 日（日）
出願期間:平成 30 年 6 月 18 日（月）～8 月 6 日（月）当日消印有効
受験案内（出願書類付）は全国主要書店にて発売中
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
□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！

◆京進ランゲージアカデミーグループ西地区
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
http://visit.nihonmura.jp/klaeast.html
◆学校法人深堀学園 外語ビジネス専門学校
http://visit.nihonmura.jp/cbc.html
◆大阪 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.html
◆東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆大阪バイオメディカル専門学校
http://visit.nihonmura.jp/obm.html
◆横浜 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.html
◆学校法人新井学園 赤門会日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/akamonkai.html
◆学校法人柴永国際学園 JET 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/jet.html
◆城東日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/joto.html
◆北九州 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/kitakyushuymca.html
◆学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校
http://visit.nihonmura.jp/eccosaka.html
◆東京王子外国語学院
http://visit.nihonmura.jp/ojigaigo.html
◆アークアカデミー EPA(経済連携協定)日本語教師派遣
http://visit.nihonmura.jp/arcepa.html
◆エリート日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/elite.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。
詳細はすべてこちら http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語教材まつり 2018 in 大阪
日時：8 月 25 日（土）13：30-17：20（受付開始 13：00）

会場：大阪本町カンファレンスセンターホール 3B
講師：原沢伊都夫氏・八木真奈美氏・山内博之氏
定員：120 名 参加費：1,000 円(税込）
主催：アルク・スリーエーネットワーク・凡人社
・日本語で外国人と話す技術
～交流場面におけるコミュニケーションのコツ～
日時：8 月 25 日（土）13:30-17:20 （受付開始 13:40）
会場：凡人社麹町店
講師：高嶋幸太氏 定員：20 名 参加費：無料
・日本語教師塾福岡 Vol.7
「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～
日時：9 月 8 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:40）
会場：TKP ガーデンシティ博多アネックス
講師：栁田直美氏 定員：35 名 参加費：2,000 円（税込）
=====================================================================
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 8 月 1 日
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