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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 よくわかる語彙』
秋元美晴 押尾和美 丸山岳彦著 2,000 円＋税
外国語学習の中心とも言える「語彙」は，日本語教育の現場でも
注目度の高い分野である。本書では，語彙の構造，歴史的変遷，
また社会との関わりまで，多数のデータを使ってわかりやすく
説明しており，教壇で役立つ知識を身に付けることができる。
https://ec.alc.co.jp/book/7018045/
※ウェブサイトは近日中に公開予定です。
□くろしお出版
・
【新刊】
『The Great Japanese 30 の物語 初中級 ―人物で学ぶ日本語』
石川智/米本和弘
2000 円＋税
30 のストーリーから日本や日本人について理解を深める読解教材
『The Great Japanese 30 の物語』の初中級編。
http://www.9640.jp/book_view/?798
・
【新刊】
『超基礎・日本語教育』
森篤嗣 編著
太田陽子/奥野由紀子/小口悠紀子/嶋ちはる/中石ゆう子/栁田直美 著
1800 円＋税

日本語教育のイロハから実習まで。最新で最もわかり易い日本語教育の
入門書。日本語教育を知る，日本語教師になりたい人の入り口に。
http://www.9640.jp/book_view/?803
・
【新刊】
『日本語教育はどこへ向かうのか
―移民時代の政策を動かすために』
牲川波都季 編著 庵功雄/有田佳代子/寺沢拓敬 著
1500 円＋税
外国人の受入れは一気に加速した。ニーズが高まる日本語教育だが手放し
では喜べない。現状から脱するためのヒントを与える論考集。
http://www.9640.jp/book_view/?805
・
【新刊】
『日本語教師のためのアクティブ・ラーニング』
横溝紳一郎/山田智久
2400 円＋税
学習者の「主体的・対話的で深い学び」のために授業をどうデザイン
すればよいのか。教師の自己成長を促すための具体的な手法が満載。
http://www.9640.jp/book_view/?802
・
【新刊】
『コミュニケーションとは何か
―ポスト・コミュニカティブ・アプローチ』
佐藤慎司 編
2400 円＋税
コミュニカティブ・アプローチの変遷を見つめ直し，その問題点を乗り
越えるための実践方法を紹介。コミュニケーションの意義を問う。
http://www.9640.jp/book_view/?801
□国書刊行会
・
【新刊】
『 ストーリーを楽しむ！ 日本語初級読解』
初級レベル（JLPT N５～N４レベル）の読解教材です。ストーリーを楽し
みながら，読解力を養成できます。初級文法や語彙の復習ができる練習
問題や，自分の意見を記述する問題も収録しています。
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063649/
・
【新刊】
『日本語能力試験 20 日で合格Ｎ３ 文法力アップドリル』
日本語能力試験 N3 の「文法」対策問題集です。必要な文法項目・機能語
を 100 項目にしぼり，１日分５項目，20 日で「文法」対策ができるように
なっています。様々な練習問題も収録しています。

https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063526/
□ジャパンタイムズ
･【新刊】
『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
･【近刊】
『４技能でひろがる 中級日本語カルテットⅠ』
坂本正 監修 安井朱美・井手友里子・土居美有紀・浜田英紀 著
テキストⅠ（７月上旬発売予定）予価 3,000 円+税

ISBN978-4-7890-1695-7

ワークブックⅠ（７月下旬発売予定）予価 1,500 円+税 ISBN978-4-7890-1696-4
課ごとに共通するテーマの下で「読・書・話・聞」の４技能をバランスよく
伸ばし，上級につながる日本語力を養成する，新しい中級総合日本語テキス
トです。音声無料ダウンロード。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b456866.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 にて公開中です。
2,000 円+税

好評発売中

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 好評発売中
https://www.3anet.co.jp/np/books/3591/
・
【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。
◆『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』の動画
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/408640/
□凡人社
・
【新刊】
『日本語の教科書がめざすもの』
今井新悟, 伊藤秀明 編著
加納千恵子, 名須川典子,大野裕, 嶋田和子, 西口光一, 八田直美 著
2,000 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12990
・
【新刊】
『日本語教育へのいざない
―「日本語を教える」ということ』
広島大学大学院教育学研究科日本語教育学講座 編
1,600 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12989
・
【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
■イベント・その他活動■
□くろしお出版
・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（要事前申込）

http://www.9640.jp/gakkai/2923/
・
「語彙学習を考えよう ～『語彙ドン！ ―大学で学ぶためのことば』
開発背景・活用例とともに～」
日時：7 月 6 日（土）13:30-15:30（受付開始 13:00）
会場：ハートンホール 日本生命御堂筋ビル 12 階
講師：石澤徹先生（東京外国語大学 大学院国際日本学研究院）
定員：80 名

参加費：無料（要事前申込）

https://books-osaka.jimdo.com/
・日本語サロン研修会＠名古屋 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：7 月 20 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：30 名

参加費：無料（要事前申込）

http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語サロン研修会＠名古屋 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
日時：7 月 20 日（土）13:30-15:30（受付開始 13:10）
会場：名古屋 YMCA 日本語学院
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：30 名

参加費：無料（要事前申込）

http://www.bonjinsha.com/wp/event

□長沼スクール東京日本語学校
・日本語教師夏季集中セミナー
日時：8 月 12 日(月・祝)～8 月 16 日(金) 9:20-16:45
会場：長沼スクール東京日本語学校
◆よりよい授業につなげる教師の「文法力」―知識とセンスとスキルを高める―
講師：菊地康人(東京大学)
◆外国人労働者の受け入れの観点から考える日本語教育ー高度人材を中心に―
講師：近藤彩(麗澤大学)
◆企業と日本語学校の実践報告―教育現場の改善に向けて―
コメンテーター：近藤彩(麗澤大学)
実践報告(1)(学)長沼スクール：植木香
実践報告(2)(株)デンソー：森島聡
◆日本語教師のための CLIL 入門―理論と実践―
午前：日本語教師のための CLIL 入門―理論と実践例の紹介―
午後：日本語教師のための CLIL 入門―ワークショップ編―
講師：奥野由紀子(首都大学東京)
◆ひとりでも学べる日本語の発音学習者・教師を目指して
―自律的な学習者・教師のための発音学習―
講師：中川千恵子(國學院大學)
◆これからの教室を支えていく ICT と教師の役割
講師：山田智久(北海道大学)
https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers/seminar.html#summer
・日本語教師のための対照言語講座
日時：8 月 13 日(火)・8 月 15 日(木) 18:00-21:10
会場：長沼スクール東京日本語学校
◆ 日伯対照言語講座
講師：アビマエル・マシエル・マルケス(東京外国語大学博士課程)
◆日露対照言語講座
講師：阿出川修嘉(東京外国語大学)
https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers/seminar.html#summer
□公益財団法人 日本国際教育支援協会
・2019 年度日本語教育能力検定試験【6 月 24 日（月）より出願受付開始】
試験日：2019 年 10 月 27 日（日）
出願期間：2019 年 6 月 24 日（月）～8 月 13 日（火）当日消印有効
受験案内（出願書類付）は全国主要書店にて 6 月中旬より販売
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] 学校法人深堀学園 外語ビジネス専門学校
http://visit.nihonmura.jp/cbc.html
◆[神奈川] 横浜 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.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
◆[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] 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] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.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
◆[東京] JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.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
・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
・日本語サロン研修会＠名古屋
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：7 月 14 日（日）13:30-16:30（受付開始 13:00）
会場：ECC 日本語学院名古屋校（名古屋市中区）
定員：50 名 参加費：無料 ※要予約
講師：荒川洋平氏
=====================================================================
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＞

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＞ 2019 年 6 月 3 日
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