公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp
◆◇◆ＮＫＧメールマガジン◆◇◆【NKG・MM】2019.1_2 賛助会員情報
======================================================================
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
※各書籍のご案内は 1 月下旬の予定で下記 Web サイトにて行う予定です。
https://www.ask-books.com/
・
【新刊】
『日本語総まとめ N1 漢字 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,200 円＋税

1 日見開き 2 ページの学習し易いレイアウトで,1550 字・約 2300 語を約 8 週間
で学習。各週 7 日目は試験形式に合わせた実戦問題に取り組む構成で,試験
に必要な知識とスキルを強化します。英・ベトナム語の翻訳付き。
・
【新刊】
『日本語総まとめ N1 読解 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,200 円＋税

左側に学習項目,右側に練習問題を配置した学び易いレイアウト。接続表現や
5W1H などの読解のテクニックを 6 週間で学習します。各週 7 日目は試験形式に
合わせた実戦問題で効果的に練習できます。英・ベトナム語の翻訳付き。
・
【新刊】
『日本語総まとめ N1 聴解 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,600 円＋税

聞き間違い易い発音や文法の聞き取りを通して聴解対策の準備を 4 週間で完成。
日常生活でよく聞く語彙表現をタイプ別に整理,試験と同じ形式の問題で練習
できます。英語とベトナム語の翻訳付き。

□アルク
・
【新刊】
『2019 年 日本語教育能力検定試験 合格するための本』
株式会社アルク出版編集部 編 2,800 円＋税
「日本語教育能力検定試験」の受験者必携対策本の最新版が発売になりました。
聴解，記述問題を含めた豊富な問題演習に加え，得点アップのための力試し
練習問題など，合格に近づくためのサポートコンテンツが満載です！
https://ec.alc.co.jp/book/7018041/
・
【サービス追加】
『しごとの日本語 FOR BEGINNERS 会話編』
清ルミ 著 2,400 円＋税
ビジネスパーソンに必要な基本会話をスピード習得できる本書。全編，英語・
中国語で解説していますが，この度，解説部分の日本語訳ダウンロードサービス
を追加しました。教師の助けになる日本語訳，ぜひお役立てください。
https://www.alc.co.jp/dl/list/
・
【期間限定】
『日本語授業の進め方 生中継』一部 PDF ダウンロードサービス
金子史朗 著 2,300 円＋税
ベテラン教師の授業を一挙公開している本書。23 のうちの３つの授業のページが，
１月 31 日までダウンロードできますので，この機会に試し読みしてみてください。
３つの授業のうち一つは，動画も併せてご覧いただけます。
https://ec.alc.co.jp/book/7018049/
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『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 好評発売中
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/
・
【近刊】
『新訂版 トピックによる日本語総合演習
テーマ探しから発表へ 中級後期』
安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・田口典子・鈴木孝恵 編著
1,500 円+税 2 月上旬発売予定
学習者自身があるトピックからテーマを探し，調査，考察，

発表をするという活動を通して，
「自ら学ぶ力」を伸ばします。
本書は改訂版発行から 10 年を経て，古くなったグラフや表を
刷新した「新訂版」です。
http://www.3anet.co.jp/ja/6750/
□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■
□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 結果の概要等について
平成 30 年 10 月 28 日（日）に実施された，
平成 30 年度日本語教育能力検定試験の「結果の概要等」及び
「試験問題の正解」を下記 URL にて公表いたしました。
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！

◆[神奈川] 横浜 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.html
◆[東京] 城東日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/joto.html
◆[東京] JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.html
◆[大阪] 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] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆[東京] ヒューマンアカデミー日本語学校東京校
http://visit.nihonmura.jp/humantokyo.html
◆[東京] 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] 学校法人新井学園 赤門会日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/akamonkai.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
・地域で活動する日本語ボランティアのための交流研修会 in 新宿
日時：2 月 2 日（土）13:30-17:25（受付開始 13:00）
会場：新宿文化センター３階小ホール（東京都新宿区）
講師：金子史朗氏，清水正幸氏，宿谷和子氏
定員：200 名 参加費：無料
主催：公益財団法人 新宿未来創造財団
協力：アルク，スリーエーネットワーク，凡人社
=====================================================================
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＞ 2019 年 1 月 4 日
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