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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】
『日本語教育 よくわかる教授法』
小林ミナ著 2,000 円＋税
コース・デザイン，教室活動、教材・教具，評価，外国語教授法の歴史の
５章を通して，
「何を」
「どうやって教えるのか」をさまざまな角度から
考察する。日本語の授業について総合的に学べる１冊。
https://ec.alc.co.jp/book/7018043/
□三修社
・
【新刊】
『外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本語 Vol.1』
アークアカデミー編著・松下やえ子監修

本体 2,800 円+税

EPA 介護日本語研修のノウハウが詰まった 1 冊。
介助場面で必要とされる表現，その声かけの理由や介助のポイントが学べます。
英語・ベトナム語の対訳つき。JLPTN4 レベル相当の方に。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059250/
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『新装版 いっぽ

にほんご さんぽ

暮らしのにほんご教室 初級２
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 2 月上旬発売予定
地域の日本語教室に寄り添う、
『いっぽ にほんご

さんぽ 初級 2』

の新装版です。付属 CD-ROM がなくなり、CD-ROM 収録物が全て WEB からの
ダウンロードとなります。新装版発行にあたって，ダウンロード
できるベトナム語訳が新たに追加されます。
（練習など，書籍の内容に変更はありません）
http://www.3anet.co.jp/ja/6795/
・
【新刊】
『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】
『日本語能力試験公式問題集 第二集 N1／N2／N3／N4／N5』
国際交流基金、 日本国際教育支援協会 編
各 700 円+税 好評発売中
N1：http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12862
N2：http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12863
N3：http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12864
N4：http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12865
N5：http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12866
・
【新刊】
『平成 30 年度日本留学試験（第 2 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=12868
■イベント・その他活動■
□アルク
・OPI ワークショップ日本開催 30 周年・アルク創立 50 周年記念シンポジウム
日時：4 月 7 日（日）13：30-17：00
会場：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター（東京都新宿区）
定員：200 名

参加費：3,000 円（税込）

講師：牧野成一（プリンストン大学名誉教授）
，鎌田修（南山大学元教授）他

http://www.alc.co.jp/seminar/1410108/
※懇親会も別途申し込みを受け付けています。
http://www.alc.co.jp/seminar/1410107/
□くろしお出版
・セミナー「
『は』と『が』の一歩進んだ教え方」
講師：庵 功雄（一橋大学国際教育交流センター教授）
日時：2 月 16 日（土）10:00-12:00（9:45 開場）
会場：TKP 麹町駅前会議室
参加費：1,000 円（要事前申込）
http://www.9640.jp/gakkai/2251/
・イベント「日本手話ネイティブと学ぶ手話言語学」
司会・コーディネーター：松岡和美（慶應義塾大学経済学部教授）
講演者：知久博和，馬場博史，林雅臣，前川和美，森田明，矢野羽衣子
日時：3 月 21 日（木・祝）13:00-16:10（12:30 開場）
会場：名古屋市立大学 医学研究科・医学部研究棟 11 階 講義室（大）
参加費：2,500 円（要事前申込）
http://www.9640.jp/gakkai/1995/
・イベント「教材セミナー『おひさま ［はじめのいっぽ］
―子どものための日本語』
」
講師：山本絵美（ライデン大学日本学科 日本語講師）
日時：3 月 16 日（土）14:00-16:00（13:30 開場予定）
会場：TKP 麹町駅前会議室
参加費：無料（要事前申込）
http://www.9640.jp/gakkai/2485/
□学校法人長沼スクール東京日本語学校
・日本語教師春季集中セミナー
「日本語教育の設計図を描く－目標・活動・評価をつなぐ－」
講師：奥村三菜子（鹿児島医療技術専門学校）
日時：3 月 23 日（土）9:20-16:45
パート１：ナゼ教育の設計図が必要か？（9:20-12:30）
パート２：わたしの授業設計を振り返る（13:30-16:45）
https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers/seminar.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！
◆[神奈川] 横浜 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.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] 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
◆[東京・京都・長野] ISI グループ
http://visit.nihonmura.jp/ISI.html
◆[東京] 東京王子外国語学院
http://visit.nihonmura.jp/ojigaigo.html
◆[京都・名古屋・大阪・福岡] 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
◆[大阪] 大阪 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.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
◆[神奈川] 学校法人深堀学園 外語ビジネス専門学校
http://visit.nihonmura.jp/cbc.html
◆[東京] JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.html
◆[東京] 城東日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/joto.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
・日本語教師塾福岡 Vol.8 日本語の教え方 7 つの勘所
日時：3 月 2 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:40）

会場：博多バスターミナル第 1＋2 ホール（福岡市博多区）
定員：30 名 参加費：2,000 円（税込） ※要予約
講師：金子史朗氏（友ランゲージグループ校 教頭）
・日本語サロン研修会＠東京
学んだことを現場に活かす技術～こんなミカタで知識をミカタにつけよう～
日時：3 月 23 日（土）13:30-16:30（受付開始 13:00）
会場：TKP 麹町駅前会議室／カンファレンス 8A（東京都千代田区）
定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：荒川洋平氏（東京外国語大学 国際日本学研究院）
・凡人社教材説明会＠福井
『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
日時：3 月 31 日（日）14:00-16:30 （受付開始 13:40）
会場：福井県国際交流会館／第一会議室（福井市）
定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：嶋田和子氏（アクラス日本語教育研究所代表理事）
□横浜デザイン学院
・勉強会「漢字圏・非漢字圏学習者がそれぞれに Worthwhile と感じられる
漢字の授業を目指して」
講師：徳弘康代先生（名古屋大学特任教授）
日時：3 月 23 日（土）14：00-17：00
会場：横浜デザイン学院

3 階多目的ホール

https://www.jpn.ydc.ac.jp/info/study_group/apply0323
=====================================================================
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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