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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】
『にほんご活用マスター』
菊池富美子 著

1,300 円＋税

ありそうでなかった,活用形をまとめて練習できる自学自習テキスト。
「辞書形,て形,ます形…」などたくさん存在する活用形を効率的・体系的
に練習できる教材として刊行しました。英語・中国語・ベトナム語付き。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-233-2/
・
【非売品】
『つなぐにほんご 初級１ ワークブック』内容見本
総合教科書『つなぐにほんご 初級１』に準拠した待望のワークブックを
刊行するにあたり,使い方を含めた内容の抜粋版を進呈いたします。
本冊をお使いの方やご検討中の方,ぜひお申込み下さい。
https://www.ask-books.com/tsunagu/siryou/
□くろしお出版
・
【新刊】現場に役立つ日本語教育研究 6『語から始まる教材作り』
岩田一成 編 2,400 円＋税
これまで文法中心だった日本語教育に，語彙を中心とする新たな視点を
提示。語彙中心の教材案を提案し，将来のあるべき姿を示す。
http://www.9640.jp/book_view/?781

・
【新刊】
『NIJ テーマで学ぶ中級日本語』
西口光一 2,200 円＋税
『NEJ』に続く，初中級・中級総合日本語教科書。話し合い・エッセイ
といったテーマを巡る豊かな自己表現活動で中級日本語へ。
http://www.9640.jp/book_view/?775
□国書刊行会
・
【新刊】
『 留学生のための漢字の教科書 上級 1000［改訂版］』
非漢字圏学習者に人気の漢字教材の改訂版。上級レベルの漢字 1000 字と
語彙を厳選。ベトナム語（漢越語）
，インドネシア語翻訳と語彙索引を
追加しました。掲載している漢字・語彙、練習問題に変更はありません。
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063021/
・
【新刊】
『21 世紀のカレッジ・ジャパニーズ 大学生のための日本語で
読み解き，伝えるスキル』
大学での学びに必要なアカデミック・ジャパニーズ・スキルを習得しながら，
知識基盤社会で求められる能力「21 世紀型スキル」を養成。ノートの取り方
からプレゼン・レポート作成までの学習を，この１冊で総合的に実現。
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336062840/
□ジャパンタイムズ
･【アプリ】アンドロイド版「GENKI Conjugation Cards」
『初級日本語 げんき』の人気アプリ，動詞・形容詞の活用が学べる
「GENKI Conjugation Cards」のアンドロイド版ができました。マス
形から難関のテ形，受身・使役・使役受身まで 28 の動詞活用形と形容
詞の 10 の活用形を，音声や例文付きで徹底マスター。各国の Google
Play で発売中。
https://goo.gl/73gbxi
･【新刊】
『マルチメディア日本語基本文法ワークブック
Multimedia Exercises for Basic Japanese Grammar』
筒井通雄（監修・著） 榊原芳美・渡会尚子・岡まゆみ（著）
2,800 円+税

ISBN978-4-7890-1698-8

日本語学習書のロングセラー『日本語基本文法辞典』
（牧野成一・筒井
通雄著）で扱っている初級の文法項目について，活用や語形の基本練習
から，会話形式の応用練習，読解・聴解の発展練習まで，段階的に練習
できる圧巻のワークブック。無料ダウンロードの付属パワーポイント教
材を使えば，教室でも個人でも効果的な練習が可能。

https://goo.gl/iuJJmG
･【近刊】
『日本語でビジネスメール－書き方の基本と実用例文』
松本節子・佐久間良子・長友恵美子・難波房枝・松倉有紀・浜畑祐子（著）
1,400 円+税

ISBN978-4-7890-1709-1

自信をもって日本語のＥメールが書けるようになりたい人，必携のハンド
ブック。ビジネス場面にふさわしい書き方のマナーを知り，豊富な例文の
中から目的に合った表現を選ぶことができます。11 月下旬発売予定。
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『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

11 月上旬発売

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/
・
【近刊】
『ことばでおぼえる やさしい漢字ワーク 初級２
―日本語初級２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

12 月中旬発売予定

非漢字圏の学習者を対象に、言葉の復習と同時に無理なく日本語能力試験
Ｎ５・Ｎ４レベルの漢字を学べるよう作成したワークブックです。初級後
半レベルの漢字 140 字を収録、
「初級 1」の 160 字と合わせて，300 字の漢字
を学習することができます。
http://www.3anet.co.jp/ja/6594/
□ひつじ書房
・
【近刊】
『ひとりでも学べる日本語の発音--OJAD で調べて Praat で確かめよう』
木下直子・中川千恵子 著

1,600 円＋税 2018 年 11 月発売予定

日本語初級後半以降の学習者を対象とした，発音の自律学習教材。発音の
基礎はもちろん，バリエーションも扱い、喜怒哀楽や「考え中」のイント
ネーションなど，
「気持ちの伝え方」を学ぶことができるテキスト。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-851-2.htm

・
【近刊】
『そのまんまの日本語--自然談話コーパスの会話で学ぶ』
遠藤織枝 編 2,000 円＋税 2018 年 11 月発売予定
本物の会話だけで作った，中級学習者向けの日本語会話教科書。型どおりの
話し方ではなく，自然談話資料を元にした会話文で，日本人のコミュニケー
ションの実際と，今の日本語の本当の姿をつかみとる。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-921-2.htm
■イベント・その他活動■
□アルク
・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
□インターカルト日本語学校
・文化庁委託事業「生活者としての外国人」のための日本語教師初任者研修
※11 月 10 日（土）開講 全 90 時間研修（集合研修 60 時間・実践研究 30 時間）
※通学コース／WEB コース（遠隔地の方も受講が可能です）
日時：11 月 10 日，17 日，24 日，12 月 2 日，16 日，2019 年 1 月 12 日，26 日，
2 月 9 日，2 月 23 日，3 月 2 日の土曜全 10 回
会場：インターカルト日本語学校
対象：検定合格または日本語教師養成講座 420 時間修了後０～３年程度の方
または地域のボランティア活動歴１年以上３年程度の方
参加費：通学コース 25,000 円 WEB コース 15,000 円
内容：文化庁『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）
』の
「日本語教師【初任】
（生活者としての外国人）
」における教育内容に
準じます。
http://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=216
□スリーエーネットワーク
・介護に関わる外国人への日本語指導
～『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～
主催：九州日本語教育連絡協議会

共催：スリーエーネットワーク

講師:三橋 麻子（明海大学・大原学園 非常勤講師）
丸山真貴子（明海大学・大原学園 非常勤講師）
日時:12 月 8 日（土）13：00-16：30（受付開始：12：30）

会場:福岡女子大学 講義棟 C302（福岡県福岡市）
定員:70 名（参加費：1,000 円）
お申込みはこちらから https://bit.ly/2oLj6fW
□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
◆東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.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
◆学校法人新井学園 赤門会日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/akamonkai.html
◆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
◆エリート日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/elite.html
◆大阪 YWCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaywca.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＠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）
=====================================================================
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 11 月 1 日
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