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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】
『はじめての日本語能力試験 N3 単語 2000 [中国語・韓国語版]』
アークアカデミー 著 1,400 円＋税
既刊テキストの「中国語」
「韓国語」対訳付き版。場面や文脈がわかりや
すい例文で，意味はもちろん，使い方も習得できる単語帳です。モジュール
型なので，どこからでも学習が可能,。オンラインで音声や模試もご提供。
https://www.ask-books.com/jp/hajimete-jlpt/
□くろしお出版
・
【新刊】
『キャラで学ぶ友だち日本語』
酒井彩/高木祐輔/川鍋智子/斉藤信浩 1800 円＋税
友だちと日本語が話せるよう，カジュアルな「友だちことば」を学ぶ。
好きなキャラクターになりきって，楽しくロールプレイをしよう。
http://www.9640.jp/book_view/?808
・
【新刊】
『親と子をつなぐ継承語教育―日本・外国にルーツを持つ子ども』
近藤ブラウン妃美/坂本光代/西川朋美 編 3400 円＋税
複言語環境下で生きる子どものために，家庭，教育機関，コミュニティで
何ができるか。海外で子育てする親や継承日本語教育関係者に。
http://www.9640.jp/book_view/?807

□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/
・
【近刊】
『日本語文法演習
小川誉子美・三枝令子 著

ことがらの関係を表す表現-複文-改訂版』
1,300 円＋税

10 月発売予定

『日本語文法演習 ことがらの関係を表す表現―複文―』の改訂版です。
学習項目はほとんど変更ありませんが，説明や用例などをよりわかりやす
く変更いたしました。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4929/
・
【近刊】
『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１』
にほんごの会企業組合・宿谷和子・天坊千明 著 2,400 円＋税 9 月発売予定
地域の日本語教室で学ぶ人のための総合教科書
『いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級１』の新装版です。
旧版に付属していたＣＤ内のコンテンツを当社ウェブサイトにて
全て公開するに当たり，新装版としました。内容の変更はありません。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3081/
□凡人社
・
【新刊】
『2019 年度 日本留学試験（第 1 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=13091
・
【新刊】
『実践 研究計画作成法［第 2 版］―情報収集からプレゼンテーションまで―』
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

■イベント・その他活動■
□スリーエーネットワーク
・スリーエーネットワーク主催研修会
能動的な読み書きの力を養う中級の指導
―『改訂版 日本語中級 J301-中級前期-英語版』を使って―
講師：新内康子（志學館大学 名誉教授）外崎淑子（東海大学 教授）
日時： 9 月 8 日(日) 14:00-16:00 (13:30 受付開始)
会場：九州英数学舘国際言語学院 本舘 4 階 41 番教室（福岡市中央区）
定員：80 名（先着順・要事前申込）
，無料
https://www.3anet.co.jp/np/seminar-detail/13/
・丸善仙台アエル店・スリーエーネットワーク共催研修会
日本語教師のスタートライン―学んだことを現場に活かす技術―
日時：10 月 5 日(土) 14:00-16:30（13:30 受付開始）
講師：荒川洋平（東京外国語大学 国際日本学研究院 教授）
会場：TKP 仙台カンファレンスセンター ホール 2B（仙台市青葉区）
対象：これから日本語を目指す方から日本語教師 3 年未満の方。
それ以上の方も参加可。
定員：80 名（先着順・要事前申込）
，無料
https://www.3anet.co.jp/np/seminar-detail/11/
・
【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。
◆ 『中級へ行こう 日本語の文型と表現５５ 第２版』付属 CD の音声
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/330701/
◆ 『人を動かす！実戦ビジネス日本語会話』付属 CD の音声
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/401020/
□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
・子どものための日本語教育体験セミナー【参加者募集！】
教科書の内容をわかりやすく伝えるスキルを身につけませんか？
日時：9 月 13 日(金) 16：00-17：30/9 月 14 日(土) 10：00-12：30/
9 月 18 日(水) 10：00-12：30〔各回約 90 分〕
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）
※定員 20 名，要予約（先着順）
https://bit.ly/2MW4k3F
□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！
◆[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
◆[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] 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・京都・長野] ISI グループ
http://visit.nihonmura.jp/ISI.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] JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.html
◆[東京] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆[大阪] 大阪バイオメディカル専門学校
http://visit.nihonmura.jp/obm.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
□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/

・
【10/31 締切】第 15 回「博報日本研究フェローシップ」
<第 15 回招聘期間>
長期招聘・1 年間

2020 年 9 月 1 日～2021 年 8 月 31 日

短期招聘・6 ヶ月間

2020 年 9 月 1 日～2021 年 2 月 28 日〈前期〉または，
2021 年 3 月 1 日～2021 年 8 月 31 日〈後期〉

<第 15 回スケジュール>
応募受付期間

2019 年 6 月 3 日（月）～10 月 31 日（木）

結果通知

2020 年 3 月頃予定

※第 15 回より Web で応募を受け付けています。
https://www.hakuhofoundation.or.jp/program/
□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＠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
・日本語サロン研修会＠高知
日本語支援をはじめるために必要なもの
日時：10 月 19 日（土）11:00-12:30（受付開始 10:00）
会場：高知県教育会館 高知城ホール／2 階中会議室
（高知市丸ノ内 2-1-10）
定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：西川寛之氏
・日本語サロン研修会＠富山
これからの地域日本語学習支援は何を目指すか
～日本語教育から民主的シティズンシップ教育へ～
日時：10 月 26 日（土）14:00-16:30（受付開始 13:30）
会場：富山県教育文化会館／501 会議室（富山市舟橋北町 7-1）

定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：名嶋義直氏
=====================================================================
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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＜発行年月＞ 2019 年 9 月 2 日
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