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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】
『日本留学試験対策問題集 ハイレベル総合科目［改訂第二版］』
伊佐治康成 著 2,200 円＋税
既刊の改訂第一版に掲載されている統計データや内容を更新,さらに別冊
の模擬試験が 1 回から 2 回に増えました。出題範囲を網羅した参考書で,重要
用語が隠せる赤シート付き。重要用語リストは Web にて提供をいたします。
https://www.ask-books.com/jp/eju/
・
【新刊】
『はじめての日本語能力試験 N1 単語 3000[韓国語・ベトナム語版]』
アークアカデミー 著 1,700 円＋税
既刊本 N1 の「韓国・ベトナム語」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。テーマごとに学んで
単語動詞を関連させて定着させます。Web サイトから音声や模試をご提供。
https://www.ask-books.com/jp/haji
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語文法 19 巻 2 号』
日本語文法学会 編集・発行 3,500 円＋税
大西拓一郎／青木博史／田中佑／LEE Hungwei／久保田一充／周世超／
氏家啓吾／張明／田川拓海／衣畑智秀／千田俊太郎
http://www.9640.jp/book_view/?810

・
【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 1,800 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
□ジャパンタイムズ出版
･【近刊】
『JLPT 日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ３』（11 月上旬発売予定）
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（予価） ISBN978-4-7890-1743-5
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。英語・ベトナム語訳付き。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b481498.html
□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１』
にほんごの会企業組合・宿谷和子・天坊千明 著 2,400 円＋税
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。
新出語訳に新たにベトナム語訳が加わりますが、書籍内容に変更はありません。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3081/
・
【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】
『小説ミラーさん II －みんなの日本語初級シリーズ－』
横山悠太 著 1,000 円＋税 / 10 月発売予定
日本語能力試験Ｎ３レベルで読める、マイク・ミラーさんが主人公の本格的
な小説です。
『みんなの日本語初級』の登場人物、ミラーさんを主人公とし
た小説のパートⅡです。
https://www.3anet.co.jp/np/books/2472/

・
【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】
『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］
』
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■
□インターカルト日本語学校
・日本語教育能力試験対策講座 これで合格！検定追い込み講座！
日時：①10 月 12 日（土）試験Ⅰの模擬試験・解説と試験Ⅲ対策
②10 月 19 日（土）試験Ⅱ（聴解対策）と試験Ⅲ対策
時間は両日とも 9：30-15：15
受講料：通学 10,000 円，通信 8,000 円，資料代 800 円
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=234
□一般財団法人 海外産業人材育成協会（AOTS)
・観覧者募集「第 8 回 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。観覧者を募集しています。入場無料です。
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）
内容：外国人から見た日本の看護・介護について，
一次審査を通過した 10 名によるスピーチ
https://www.aots.jp/about/publications/action/japanese-speech-contest/

□研究社
・
『アクティブラーニングで学ぶコミュニケーション』(研究社刊)
初級編第 2 回ワークショップ 参加者募集
日時：11 月 17 日(日)13:00-16:30
会場：研究社 1F 会議室
※参加費無料，要事前申込，定員 36 名で締切
https://www.kokuchpro.com/event/c2597f8b96eb735bad0b5a2161c12923/
・
『異文化理解入門』(研究社刊)第 7 回ワークショップ 参加者募集
日時：2019 年 12 月 15 日(日)13:00-16:30
会場：研究社 1F 会議室
※参加費無料，要事前申込，定員 34 名で締切
https://www.kokuchpro.com/event/20c32cc63b0cd9bbae9d037ff3f8b9b3/
□公益社団法人 日本漢字能力検定協会
・
【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] JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.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] エリート日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/elite.html
◆[神奈川] 横浜 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/yokohamaymca.html
◆[東京] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.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＠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
日本語支援をはじめるために必要なもの
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
・日本語サロン研修会＠大阪／東京
～日本ではたらく外国人に、職場で必要な日本語を教えたい人、注目！～
『はたらくための日本語』シリーズの特長と使い方
定員：40 名～50 名 参加費：無料 ※要予約

講師：日本国際協力センター（
『はたらくための日本語』シリーズ 編著者）
＜大阪＞
日時：10 月 20 日（日）13:30-16:00（受付開始 13:00）
会場：愛日会館 2F イベントホール（大阪市中央区本町 4-7-11）
＜東京＞
日時：11 月 9 日（土）13:30-16:00（受付開始 13:00）
会場：新宿三井ビルディング 15F 南 ベネッセ大会議室
（東京都新宿区西新宿 2-1-1）
□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 中上級レベルの作文の教え方 受講者募集中
日時：10 月 18 日（金）～12 月 6 日 毎週（金）17：30-20：20 全 8 回
会場：ラボ日本語教育研修所（東京都新宿区）
受講料：33,000 円（税込）
，大学生・大学院生含む学割 22,000 円（税込）
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。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜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 10 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

