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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■
□アルク
・
【新刊】
『考える・理解する・伝える力が身につく

日本語ロジカルトレー

ニング 初級』
西隈俊哉著

1,800 円＋税

学習者が「論理的思考力」を身につけることを目指したワークブック。多彩な
練習問題で初級レベルの日本語でも自分の意見や考えを相手に正しく伝えるた
めのトレーニングができる。別冊「解答・解答例」「教師用ガイド」付き。
https://ec.alc.co.jp/book/7018038/
・
【新刊】
『考える・理解する・伝える力が身につく

日本語ロジカルトレー

ニング 中級』
西隈俊哉著

2,400 円＋税

学習者が「論理的思考力」を身につけることを目指したワークブックの中級編。
自分の意見や考えを，理由を述べながら説得力を持って相手に伝えるトレーニン
グができる。別冊「解答・解答例」
「教師用ガイド」付き。
https://ec.alc.co.jp/book/7018039/
・
【新刊】
『話す・書くにつながる！ 日本語読解 初中級』
小野恵久子・遠藤千鶴・大久保伸枝・山中みどり著 2,000 円＋税
既刊の『中級』
『中上級』に続き、
『初中級』が刊行。読んでから話したくなる・
調べたくなる読解素材を 13，掲載。日本語能力試験Ｎ４終了～Ｎ３終了レベルの

学習者向け。中級の読解への橋渡し教材としても最適。
https://ec.alc.co.jp/book/7018015/
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】日本語類義表現と使い方のポイント―表現意図から考える―
市川保子 著 2,400 円+税

好評発売中

表現の意味の違いだけでなく、
「なぜその表現を選ぶのか」に
焦点を当てた解説書。違いを確認し、授業に役立てたい先生には
もちろん、類義表現を整理したい上級日本語学習者の方にもご利用頂けます。
http://www.3anet.co.jp/ja/6565/
・
【新刊】いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級３
にほんごの会企業組合・宿谷和子・天坊千明・森桂子 著 2,400 円+税 好評発売中
地域の日本語教室向けの総合テキスト、シリーズ第３冊を刊行。
スーパーのチラシを見て、わかることを答える問題など、
暮らしに密着した練習やタスクも盛り込みました。
http://www.3anet.co.jp/ja/6550/
・
【新刊】ことばでおぼえる やさしい漢字ワーク 初級１―日本語初級１大地準拠―
中村かおり・伊藤江美・梅津聖子・牧野智子・森泉朋子 著 1,200 円+税

好評発売中

『日本語初級 大地』シリーズに新たな副教材が登場。
「初級で必要な言葉ごとに漢字を学ぶ」が本教材のコンセプト。
単語の復習をしながらＮ５・Ｎ４レベルの漢字を覚えていく教材です。
http://www.3anet.co.jp/ja/6520/
・
【近刊】新完全マスター漢字 日本語能力試験Ｎ4
石井怜子・鈴木英子・守屋和美・田川麻央・米原貴子 著 1,200 円+税 10 月下旬発売予定
278 字（書く練習はうち 186 字）の漢字を 15 回に分けて学習する、
日本語能力試験 N4 に対応した教材。日常生活での漢字運用力も
身に付きます。N4 レベルの漢字語彙に英語、ベトナム語訳付。
http://www.3anet.co.jp/ja/6595/
□凡人社
・
【新刊】
『平成 30 年度日本留学試験（第 1 回）試験問題』
日本学生支援機構 編 1,800 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12708&pt=1
■イベント・その他活動■

□アルク
・日本語教師のための ICT 活用セミナー
日時：10 月 27 日（土）10：30-16：30
会場：AP 市ヶ谷（東京都千代田区）
定員：50 名
参加費：10,800 円（税込）
講師：小山暁子（フリーランス日本語教師），山田智久（北海道大学准教授）
https://www.alc.co.jp/seminar/1410101/index.html
・第 107 回 ACTFL-OPI 試験管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（元南山大学教授）
https://www.alc.co.jp/jpn/article/seminar/2016opi/index.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！
◆東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校
http://visit.nihonmura.jp/eccosaka.html
◆城東日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/joto.html
◆JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.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
◆東京王子外国語学院
http://visit.nihonmura.jp/ojigaigo.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

・日本語サロン研修会＠広島
これからの地域日本語学習支援は何を目指すか
～日本語教育から民主的シティズンシップ教育へ～
日時：10 月 20 日（土）14:00-16:30（受付開始 13:30）
会場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前ミーティングルーム 5B
（広島市南区大須賀町 13-9 ベルヴュオフィス広島）
講師：名嶋義直氏
定員：20 名 参加費：無料
・日本語サロン研修会＠名古屋
日常会話力がアップする雑談指導のススメ
～良好な人間関係を実現する日本語力を学習者へ～
日時：10 月 28 日（日）14:00-15:30（受付開始 13:30）
会場：ECC 日本語学院名古屋校 7 階
（名古屋市中区金山 1-16-16）
講師：西郷英樹氏
定員：50 名 参加費：無料
・凡人社教材説明会＠横浜
『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：11 月 4 日（日）13:30-16:30（受付開始 13:00）
会場：TKP 横浜ビジネスセンター／カンファレンスルーム 7A
（横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-8SY ビル 7 階）
講師：嶋田和子氏、渡辺響子氏
定員：50 名 参加費：無料
・日本語サロン研修会＠福岡
日常会話力がグーンとアップする教室指導のススメ
～課題遂行会話と雑談のやり方を教えよう～
日時：11 月 10 日（土）14:30-17:30（受付開始 14:00）
会場：博多バスターミナル第 15 ホール
（博多区博多駅中央街 2-1）
講師：清水崇文氏、西郷英樹氏
定員：35 名 参加費：1,000 円（税込。当日会場でお支払いください）
・日本語サロン研修会＠鹿児島

日常会話力がグーンとアップする教室指導のススメ
～課題遂行会話と雑談のやり方を教えよう～
日時：11 月 11 日（日）11:00-14:00（受付開始 10:40）
会場：鹿児島大学郡元キャンパス共通教育棟 1 号館 4 階グローバルセンター研修室 1
（鹿児島市郡元 1-21-24）
講師：清水崇文氏、西郷英樹氏
定員：20 名 参加費：1,000 円（税込。当日会場でお支払いください）
□公益財団法人ラボ国際交流センター ラボ日本語教育研修所
日本語教師スキルアップ講座
日本語教育中上級レベルの教え方 －「聞く」「話す」－
日時：10 月 19 日（金）～12 月 14 日（金）（毎週金曜日全８回）
17：30-20：20（80 分×2）
会場：ラボ日本語教育研修所
内容：中上級レベルの日本語教授内容
http://www.labo-nihongo.com/wprs/recruit/
=====================================================================
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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＜発行者＞
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＜編集者＞

広報委員会

＜発行年月＞ 2018 年 10 月 1 日
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