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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】
『つなぐにほんご 初級 1 ワークブック』
ヒューマンアカデミー日本語学校 著 2,000 円＋税
総合教科書『つなぐにほんご 初級１』に準拠したワークブックです。各課の
学習項目に沿って文法問題と聴解問題をご用意しました。音声はダウンロード
提供,さらに「Web ドリル」もご用意。授業でも宿題としても利用できます。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-231-8/
・
【新刊】
『日本語総まとめ N1 文法 ＜英語・ベトナム語版＞』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,200 円＋税

日本語総まとめ「N1」シリーズに，
「英語・ベトナム語版」が加わりました。
左ページに学習項目，右ページに練習問題を配置された見やすい見開きの構成
で 1 日 2 ページずつ，負担なく学習を進めることができます。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-239-4/
・
【新刊】
『日本語総まとめ N1 語彙 ＜英語・ベトナム語版＞』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,200 円＋税

日常生活でよく使われる N1 レベルの語彙を 1,300 語収録し，場面・機能別にご
紹介。1 日見開き 2 ページ，8 週間で受験前の総仕上げができます。豊富なイラ
ストも理解の助けに。英語・ベトナム語の対訳付き。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-240-0/

□アルク
・
【新刊】
『日本語授業の進め方 生中継』
金子史朗 著 2,300 円＋税
ベテラン教師の授業を一挙公開！ 23 の授業の初めから終りまでを，写真入り
で詳細に紹介しています。これから日本語教師になる方，なったばかりの方に
向けた，授業を効果的に進めるヒントが満載です。授業の WEB 動画付き。
https://ec.alc.co.jp/book/7018049/
【新刊】
『日本語教育 よくわかる音声』
松崎寛，河野俊之著 2,000 円+税
「音声を学習するのは初めて」
「音声はなんとなく苦手」という方でも理解し
やすいように，
「易→難」へと学習が進められるよう構成を工夫しています。
本文中の音声はダウンロードしてご使用いただけます。
https://ec.alc.co.jp/book/7018044/
【新刊】
『日本語教育 よくわかる文法』
藤原雅憲著 2,000 円＋税
1,000 人以上の日本語学習者を指導してきた著者が，その経験をもとに「日本語
学習者はどのような間違いをするのか」
「なぜ間違えたのか」という視点から
日本語文法を考え，重要ポイントをわかりやすく説明しています。
https://ec.alc.co.jp/book/7018046/
□くろしお出版
・
【新刊】
『大学と社会をつなぐライティング教育』
村岡貴子/鎌田美千子/仁科喜久子 編著 2,800 円＋税
社会で活躍する人材の育成を目指し，そこで必要なライティングについて
さまざまな観点から論じる。
http://www.9640.jp/book_view/?783
・
【新刊】
『一歩進んだ日本語文法の教え方 2』
庵功雄 1,500 円＋税
好評の前作に続く中級編。ボイス表現，
「は」と「が」，
「のだ」など，
産出まで持っていくことが難しい項目を取り上げる。
http://www.9640.jp/book_view/?784
・
【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
・
【新刊】
『ことばと文字 10 号』
公益財団法人 日本のローマ字社 編集・発行 1,200 円＋税
第 10 号記念特集「日本語の文字と表記」鈴木孝夫/杉本つとむ/今野真二/
氏原基余司/武田康弘/庵功雄/金水敏/ほか
http://www.9640.jp/book_view/?780
・
【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
□ジャパンタイムズ
・
【新刊】
『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

ビジネスメールでよく使われる例文を 200 以上掲載。そのまま引用したり単
語を入れ替えたりしながら日本語メールの形式に慣れることで，丁寧でわか
りやすい文を書く力が自然に身につきます。総ルビ・入力用ローマ字表記・
英訳付き。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b417694.html
・
【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://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b371549.html
・
【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://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.japantimes.genkiconjug
□スリーエーネットワーク
・
【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/
□凡人社
・
【新刊】
『プレゼンテーションの基本 協働学習で学ぶスピーチ
―型にはまるな，異なれ！―』
渋谷実希, 勝又恵理子, 古谷知子, 前川志津, 森幸穂 著
1,400 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12766
・
【新刊】
『シャドーイングで学ぶ 介護の日本語 場面別声かけ表現集』
田辺淳子 著 1,600 円+税

好評発売中

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12781
・
【新刊】
『日本語教育のミカタ ―対話で具体的に学ぶ新しい教科書―』
荒川洋平 著 2,000 円+税

好評発売中

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12832
・
【新刊】
『多文化共生 人が変わる, 社会を変える』
松尾慎, 山田泉, 加藤丈太郎, 田中宝紀, 飛田勘文 著
2,000 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12833
■イベント・その他活動■
□アルク

・アルクオンライン日本語スクール講師募集説明会
アルクオンライン日本語スクールは 2015 年５月に開講し，Skype を使った
オンラインによるマンツーマンの日本語レッスンを提供しております。
当日はアルクオンライン日本語スクールの説明だけでなく，レッスンの
様子もご覧いただけます。ぜひこの機会にご参加ください。
https://goo.gl/K3peJ1
［東京会場］
日時：12 月 22 日（土）14：00-15：30
会場：凡人社麹町店（千代田区平河町）定員：15 名
［大阪会場］
日時：12 月 15 日（土）10：00-12：00
会場：愛日会館（大阪市中央区本町） 定員：30 名
［お申し込み・お問い合わせ］
アルクオンライン日本語スクール事務局 jpn_online@alc.co.jp
アルクオンライン日本語スクール HP https://nihongo.alc.co.jp/home
□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！
◆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

◆大阪 YWCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaywca.html
◆東京王子外国語学院
http://visit.nihonmura.jp/ojigaigo.html
◆学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校
http://visit.nihonmura.jp/eccosaka.html
◆東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆城東日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/joto.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
◆ヒューマンアカデミー日本語学校東京校
http://visit.nihonmura.jp/humantokyo.html
◆日本国際語学アカデミー
http://visit.nihonmura.jp/jila.html
◆横浜 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.html
◆エリート日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/elite.html
◆JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.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
・日本語教師塾大阪 Vol.15
学習者の「学び」を促すためのひと工夫―語彙学習から考えよう！―
日時：12 月 15 日（土） 14:00-16:00 （受付開始 13:40）
会場：愛日会館 3F 多目的ホール （大阪府大阪市中央区本町 4-7-11）
講師：石澤徹氏
定員：40 名
参加費：2,000 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＠麹町
「優れた語り」とは何か：一貫性と結束性から考える日本語学習者の語り
日時：12 月 23 日（日）14:30-16:00（受付開始 14:00）

会場：凡人社麹町店（千代田区平河町 1-3-13 ヒューリック平河町ビル 8 階）
講師：南雅彦氏
定員：20 名 参加費：無料
=====================================================================
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 12 月 3 日
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