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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】
『PRACTICAL KANJI 現代社会を読む 700 漢字 Vol.2』
公益社団法人国際日本語普及協会 著 2,200 円＋税
中級レベルの総合漢字教材。現代社会に関する様々な文章やニュース記事
によく出る N3‐N1 レベルの漢字を厳選。文脈の中で「読む・書く・聞く」練習
を通じて,漢字語彙を増やしながら読解力も養えます。英語訳・音声 DL あり。
http://www.ask-books.com/978-4-86639-283-7/
・
【新刊】
『介護のにほんご１年生 現場でさいしょに使うことば・表現』
加藤真実子・奥村恵子・生出亜希 著 2,000 円＋税
日本における介護 1 年目に必要な日本語に絞ったコンパクトな内容の総合テ
キスト。N4 レベル修了レベルの日本語で学習できます。活動案もあり,授業用
教材としてもお薦め。英語・ベトナム語・インドネシア語訳付き。
http://www.ask-books.com/978-4-86639-281-3/
・
【新刊】
『新・はじめての日本語教育 基本用語事典 増補改訂版』
高見澤孟・伊藤博文・ハント蔭山裕子・池田悠子・西川寿美・恩村由香子・
新山忠和・林千賀 共著 2,600 円＋税
ロングセラーの日本語教育用語事典として使われてきた同書の増補改訂版。
増補改訂にあたり,242 語を追加し,2 色刷りにして「赤シート」を付属させま
した。検定試験対策に向けた自習教材としてもご利用になれます。
http://www.ask-books.com/978-4-86639-286-8/

□くろしお出版
・
【新刊】
『学習力を育てる日本語 教案集
―外国人児童・生徒に学び方が伝わる授業実践』
とよなか JSL 著 田中薫 監修 3,400 円＋税
外国人児童に対する学習指導の方法，教案，実践素材などを提供。
短期間で学習力を養成する。指導に使える CD-ROM 付。
http://www.9640.jp/book_view/?790
□三修社
・
【新刊】
『28 日間で基礎から応用まで完全マスター！
日本語能力試験対策 N3 文法・語彙・漢字 改訂版』
N３合格を目指す方のための問題集。英語，中国語，ベトナム語訳で独習を
サポート。26 日間で重要事項を徹底的にさらい，本試験の出題形式に合わせ
た 2 日分の「模擬テスト」で実力をチェック。試験直前の総仕上げに！
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059502/
・
【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.2』
Can-do で目標到達度がひと目でわかる！介護現場での基本的な声かけ表現を
学ぶ本。vol.2 は衣類着脱・身体清潔・排せつの３つの介助の声かけ表現を掲載。
英語・ベトナム語の対訳つき。N４レベル相当の方に。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059267/
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】 『はじめて学ぶ介護の日本語 基本の知識』
三橋麻子・丸山真貴子 著

1,400 円＋税

好評発売中

「はじめて学ぶ介護の日本語」シリーズ，第二冊です。介護現場で最低限必要
な知識 39 項目を「法律・制度」
「専門職種」
「高齢者に見られる主な病気・
症状」
「業務で必要な知識」の 4 分野に分けて取り上げています。「介護保険」
「認知症」などを短い文章で解説し，内容確認問題をはじめ，段階を踏んで
知識を深めていきます。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4222/
・
【新刊】
『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

2,000 円+税

好評発売中

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。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3940/
・
【新刊】
『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
1,300 円+税 好評発売中
『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 550 語に増えました。
英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き。
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。
◆『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―』
練習シートとその解答，並びに言葉を覚えるためのチェックシートです。
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/394000/
言葉リスト（課順，英語・中国語・スペイン語訳付き）です。
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/394002/
□凡人社
・
【新刊】
『実践 研究計画作成法［第 2 版］―情報収集からﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝまで―』
北原保雄 監修 日本学生支援機構東京日本語教育センター 著
2,400 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13039
・
【新刊】
『日本語プロフィシェンシー研究 第７号』
日本語プロフィシェンシー研究学会 編
2,000 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13047
・
【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
■イベント・その他活動■
□アークアカデミー
・令和元年度日越 EPA 日本語研修事業
ベトナム派遣日本語講師

採用説明会

日時：8 月 17 日（土）10：30-12：30／14：00-16：00
会場：アークアカデミー研修事業部（東京都新宿区）
※参加費無料，要事前申込。電話またはメールでお申込みください。
問合先：アークアカデミー研修事業部
TEL：03-5348-7672 E-mail： saiyou@arc-academy.net
https://yousei.arc-academy.net/2019/06/18/
□一般財団法人 海外産業人材育成協会（AOTS）
・
【出場者募集】看護介護に関わる外国人のためのスピーチコンテスト
AOTS では看護や介護に携わる外国人人材のためのスピーチコンテストを開催します。
エントリーシートの送付締切：8 月 30 日（金）17:00
応募用紙の送付締切：9 月 13 日（金）17：00
開催日時：11 月 2 日（土）13：30-16：30
会場：東京芸術センター 天空劇場（東京都足立区）
https://www.aots.jp/jp/project/nihongo/sp2019/index.html
□公益社団法人 日本漢字能力検定協会
・BJT Facebook ページのご案内
日本の日常生活でよく耳にする，リアルな会話やビジネスで使うフレーズを
クイズ形式で紹介しています。また，日本企業で働く外国人が，日々奮闘す
る姿を 4 コマ漫画で掲載しています。
https://www.facebook.com/bjt.businessjapanese/
・
【10/31 締切】2019 年度（第 14 回）漢検漢字文化研究奨励賞論文募集
https://www.kanken.or.jp/project/investigation/incentive_award/2019.html
□日本教育クリエイト 三幸日本語教師養成カレッジ

・
【8 月末まで途中入校 OK！】日本語教育能力検定試験対策講座 受講生募集中
検定試験 18 年連続合格中の青山豊講師が皆さんに検定合格の必勝法を伝授します。
日時：7 月 28 日～9 月 29 日の毎週(日）9：30-13：30 ※8 月 11 日・18 日は休講
会場：新宿ファーストウエスト 7F（JR 新宿駅西口より徒歩 6 分）
https://lp.sanko-nihongo.com/
□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【出願締切迫る！】
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発売中
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！
◆[大阪] 大阪 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.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・東京] アークアカデミー EPA(経済連携協定)日本語教師派遣
http://visit.nihonmura.jp/arcepa.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] 城東日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/joto.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・京都・長野] ISI グループ
http://visit.nihonmura.jp/ISI.html
◆[東京] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆[東京] ECC ベストキャリア（派遣・紹介）

http://visit.nihonmura.jp/eccbestcareer.html
◆[大阪] 大阪バイオメディカル専門学校
http://visit.nihonmura.jp/obm.html
◆[京都・愛知・大阪・兵庫] 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] 学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校
http://visit.nihonmura.jp/eccosaka.html
□公益財団法人 博報児童教育振興会
・
【10/31 締切】第 15 回児童教育実践についての研究助成
https://www.hakuhofoundation.or.jp/subsidy/
□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
・日本語教材まつり 2019 in 大阪
日時：8 月 31 日（土）13:30-17:20（受付開始 13:00）
会場：TKP 大阪本町カンファレンスセンターホール 3B
（大阪府大阪市中央区久太郎町 3-5-19 大阪 DIC ビル 3F）
定員：120 名 参加費：1,000 円（税込） ※要予約
講師：宿谷和子氏,下郡麻子氏,鈴木英子氏
・日本語サロン研修会＠福岡
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：9 月 15 日（日）14:00-16:30（受付開始 13:30）
会場：博多バスターミナル／第 9 ホール
（福岡市博多区博多駅中央街 2-1 9 階）
定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：西口光一氏
=====================================================================
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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