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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】
『初中級のにほんご』
赤木浩文・大谷みどり 著 価格 2,100 円＋税
中級レベルへのウォーミングアップ総合テキスト。「中級表現」と「よく
使う口頭表現」を,会話練習で楽しく身に付けます。初級学習の総復習に
も最適。音声や教師用マニュアル,宿題シートをダウンロード提供します。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-264-6/
□くろしお出版
・
【新刊】
『たのしい音声学』
竹内京子/木村琢也 著 岩松奈央子 イラスト
2,600 円＋税
音声学の知識や面白さを学び，実際にその知識が使えるになろう！
様々な実験を通じて自然に音声学が好きになる。サポートサイトも充実。
http://www.9640.jp/book_view/?788
・
【新刊】
『Reading Road ―多様な日本を読む』
公益社団法人国際日本語普及協会
2,200 円＋税
初中級（N4, N3）から始められる多読教材。日本にまつわる多様な
トピックを，学習者のレベルに合わせて好きなところから。
http://www.9640.jp/book_view/?792

・
【新刊】
『中国語母語話者のための漢字語彙研究
―母語知識を活かした教育をめざして』
小室リー郁子
3,400 円＋税
日中の漢字語彙の類似点および相違点を明らかにし，母語知識を活かした
漢字語彙教育の重要性を提案。
「日中対照語彙リスト」も公開。
http://www.9640.jp/book_view/?796
□Ｊリサーチ出版
・Ｎ６レベルのテキスト『ゼロからスタート 日本語』
日本語の知識が全くゼロの人が日本語に親しみ，無理なく最初の一歩を
踏み出すための入門書。ローマ字，対訳，絵でサポート。３ヵ月無料の
専用 E ラーニング付で本を見ながら練習もできる。5 月下旬発売。
https://www.jresearch.co.jp/book/b449068.html
□ジャパンタイムズ
･【新刊】
（５月下旬発行予定）
『JLPT 日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ１』
『JLPT 日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ２』
インターカルト日本語学校：筒井由美子・大村礼子・沼田宏（著）
各 1,900 円+税 Ｎ１：ISBN978-4-7890-1717-6
Ｎ２：ISBN978-4-7890-1718-3
本試験の仕様に合わせた模擬試験を３回分収録。問題冊子は１回分ずつ
取り外すことができます。JLPT の形式に慣れながら，真の日本語力を養
うことを目指した１冊です。聴解音声無料ダウンロード。英訳付き。
Ｎ１ https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b454187.html
Ｎ２ https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b454188.html
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『中学生のにほんご 学校生活編
―外国につながりのある生徒のための日本語―』
庵功雄 監修 志村ゆかり 編著 志賀玲子・武一美・永田晶子・
樋口万喜子・宮部真由美・頼田敦子 著
中学校で日本語の支援を受ける生徒を対象とした日本語総合教科書
シリーズの第一冊目です。日本語の基礎を効率的に学ぶための初級教材で，
学校生活のストーリーとなっています。英語・中国語・スペイン語の
語彙訳付き。動詞活用練習シートやチェックシートなど WEB にて公開予定です。

2,000 円+税 6 月発売予定
https://www.3anet.co.jp/np/books/3940/
・
【近刊】
『改訂版 分野別カタカナ語彙トレーニング』
島野節子・世良明美・辻野裕子・妻形ひさゐ・永見洋子・山岡園枝 著
『分野別カタカナ語彙トレーニング』の改訂版です。従来の語彙に加え，
時代の変化に合わせて IT 分野などの語彙が新しく追加され，
掲載語彙数は初版の約 400 語から，約 600 語に増えました。
英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き。
1,300 円+税 6 月発売予定
https://www.3anet.co.jp/np/books/3591/
・
【新刊】
『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ
動画で学ぶ大学の講義』
東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著
2,000 円+税 好評発売中
20 分の動画を使用し，大学の講義を聞く練習，
ノートを取るタスクを通して，大学の講義を理解する
ための実力を養成します。大学進学を控えた
学習者の皆様に最適な教材です。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4086/
・
【新刊】
『中級を学ぼう 日本語の文型と表現 56 中級前期 第２版』
平井悦子・三輪さち子 著
2,200 円+税 好評発売中
中級教科書の定番，
『中級を学ぼう 日本語の文型と表現 56
中級前期』がついに改訂。本文の表現や練習問題を
見直したほか，
「ベトナム語訳」
「漢字の読み練習」
「ルビがない本文に挑戦するパート」などが新たに加わり，
教える方にも学ぶ方にもより使いやすく生まれ変わりました。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3313/
・
【新刊】
『改訂版 聞く・考える・話す 留学生のための初級にほんご会話』
小池真理・中川道子・宮崎聡子・平塚真理 著
2,200 円+税 好評発売中
大学の場面を中心に，初級レベルの学習者が，
「ある場面や
状況でどう話すか」
「言いたいことをどう伝えるか」
「どう答えるか」を「考えながら」学ぶ会話教材です。

指示文，重要表現に英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き。
付属 CD の音声，上記４か国語の語彙リスト，教師用ガイドを
WEB にて公開中。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4057/
・
【スリーエーネットワーク ウェブサイトリニューアルのお知らせ】
約 8 年ぶりにウェブサイトをリニューアルしました。
ユーザー登録をしていただき，マイページ内でお気に入り登録をしていただくと，
おすすめの教材やセミナーなど，便利な情報が受け取れるようになります。
教材の音声，語彙訳，練習シートなど補助教材も充実しています。
https://www.3anet.co.jp/
・
【補助教材コンテンツ無料ダウンロード】
登録不要，無料でダウンロードしてすぐに使えるコンテンツです。
◆『中級を学ぼう 日本語の文型と表現５６ 中級前期 第２版』
教師用手引き
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/331300/
◆『中級を学ぼう 日本語の文型と表現５６ 中級前期 第２版』
総合練習問題
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/331302/
□凡人社
・
【新刊】
『メタ認知を活用した
アカデミック・リーディングのための 10 のストラテジー』
グループさくら（福島智子,白頭宏美,藤田裕子,三宅若菜,伊古田絵里,
梅岡巳香,鈴木理子 著

1,500 円+税 好評発売中

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12947
・
【新刊】
『ことばで社会をつなぐ仕事―日本語教育者のキャリア・ガイド―』
義永美央子,嶋津百代,櫻井千穂 編著 1,400 円+税

好評発売中

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12927
□ラーンズ
・
【近刊】
『はたらくための日本語』シリーズ
日本国際協力センター（JICE）編集・著作 ラーンズ 発行・販売
５月下旬発売予定

初級レベルの学習者も就労場面での会話や読み書きを身につけ,
さらに求職者はキャリアプランを考え自立的な活動ができること
を目的にしています。
https://www.learn-s.co.jp/shop/c/chata01/
■イベント・その他活動■
□くろしお出版
・日本語サロン研修会＠大阪 第１部
テーマを中心とした言語活動・学習活動で日本語を教える
～表現活動中心の日本語教育～
日時：5 月 11 日（土）10:30-12:00（受付開始 10:00）
会場：愛日会館／3 階多目的室
講師：西口光一先生（大阪大学国際教育交流センター教授）
定員：50 名

参加費：無料

http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語サロン研修会＠大阪 第２部
『NIJ：テーマで学ぶ中級日本語』
（くろしお出版）の使い方
～表現活動中心の日本語教育～
日時：5 月 11 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:40）
会場：愛日会館／3 階多目的室
講師：西口光一先生（大阪大学国際教育交流センター教授）
定員：50 名

参加費：無料

http://www.bonjinsha.com/wp/event
・くろしお出版教材セミナー＠東京
『NIJ：テーマで学ぶ中級日本語』の使い方
～表現活動中心の日本語教育～
日時：6 月 15 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:40）
会場：TKP 麹町駅前会議室 カンファレンスルーム 8A
講師：西口光一先生（大阪大学国際教育交流センター教授）
定員：50 名

参加費：無料

http://www.9640.jp/gakkai/2923/
□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！
◆[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] JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.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
◆[大阪] 大阪 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.html
◆[京都・愛知・大阪] 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
◆[神奈川] 横浜 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.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] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆[東京] エリート日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/elite.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
・トークイベント
日本で外国人と共に生きるとは
～ニューヨークに暮らす非正規移民との比較から考える～
日時：5 月 16 日（木）19:00-20:30（18:30 受付開始）
会場：中国茶カフェ「甘露」
（東京都新宿区）
定員：20 名 参加費：無料（ワンオーダー制）※要予約
講師：加藤丈太郎氏
・日本語サロン研修会＠東京
現役日本語教師が大学院に入るということ
日時：6 月 2 日（日）14:00-16:00（13:40 受付開始）

会場：凡人社麹町店（東京都千代田区）
定員：20 名 参加費：無料 ※要予約
講師：河野俊之氏
・凡人社麹町店イベント
Power PointR 教材で，初級文法を徹底マスター！
『マルチメディア日本語基本文法ワークブック』で何ができるか
日時：6 月 8 日（土）14:00-16:00（13:30 受付開始）
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区）
定員：20 名 参加費：無料 ※要予約
講師：榊原芳美氏,渡会尚子氏
・日本語サロン研修会＠札幌
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：6 月 8 日（土）13:30-16:30（受付開始 13:00）
会場：TKP 札幌駅カンファレンスセンター／カンファレンスルーム 2A（札幌市北区）
定員：50 名 参加費：無料 ※要予約
講師：荒川洋平氏
・日本語サロン研修会＠東京
協働学習で学ぶスピーチの授業を考える ―型にはまるな，異なれ！―
日時：6 月 15 日（土）13:00-15:00（12:30 受付開始）
会場：C-WORK 半蔵門貸会議室（東京都千代田区）
定員：40 名 参加費：1,000（税込） ※要予約
講師：渋谷実希氏,勝又恵理子氏,古谷知子氏,前川志津氏,森幸穂氏
・日本語サロン研修会＠札幌
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：6 月 15 日（土）14:30-17:30（受付開始 14:00）
会場：TKP 札幌駅カンファレンスセンター／カンファレンスルーム 2B（札幌市北区）
定員：80 名 参加費：無料 ※要予約
講師：清水崇文氏,西郷英樹氏
・日本語サロン研修会＠福岡
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：6 月 22 日（土）13:30-16:30（受付開始 13:00）
会場：博多バスターミナル／第 12 ホール（福岡市博多区）

定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：荒川洋平氏
□学校法人石川学園横浜デザイン学院
・横浜デザイン学院漢字語彙研究会
「子ども向けの漢字のしくみをとらえた合理的な読み書き指導が
日本語学習者に応用できるか？」
日時：5 月 18 日（土）10：00-13：00
会場：横浜デザイン学院３階多目的ホール
講師：道村静江先生(元横浜市立盲特別支援学校・中学校・小学校教諭)
参加費：無料
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/KK190518ydc.pdf
□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 中上級レベルの語彙・文法教え方
－テストの作り方－
日時：5 月 10 日（金）～6 月 14 日 毎週（金）17：30-20：20
会場：ラボ日本語教育研修所
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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