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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 N4 単語 1500
[タイ語・インドネシア語版]』
アークアカデミー著 1,400 円＋税
・
【新刊】
『はじめての日本語能力試験 N5 単語 1000
[タイ語・インドネシア語版]』
アークアカデミー著 1,300 円＋税
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
単語帳シリーズにタイ語・インドネシア語版が登場。モジュール型でどこ
からでも学習可能,模試で実践力も養成。単語と例文の音声もご用意。
https://www.ask-books.com/jp/hajimete-jlpt/
・
【無償】
『ハイレベル 総合科目［改訂第二版］』重要用語リスト
書籍『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］
』に
対応した語彙リスト。
「提出順」と「50 音順」それぞれの各言語別リスト
をダウンロードしてご利用になれます。越・英・中・韓の各言語をご用意。
https://www.ask-books.com/jp/eju/dl/
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語と世界の言語のとりたて表現』
野田尚史 編 4,500 円＋税
「だけ」
「さえ」
「も」のようなとりたて表現について，
日本語と世界のさまざまな言語の共通点と相違点を明らかにする。
http://www.9640.jp/book_view/?812

・
【新刊】
『日本語統語論研究の広がり ―記述と理論の往還』
竹沢幸一/本間伸輔/田川拓海/石田尊/松岡幹就/島田雅晴 編 4,500 円＋税
日本語における述語や述語周辺部の事象（否定，定形性等）を，
生成統語論に依拠しつつ記述面も重視してまとめた論文集。
http://www.9640.jp/book_view/?811
・
【新刊】
『日本語配慮表現の原理と諸相』
山岡政紀 編 4,200 円＋税
「つまらないものですが」などに代表される，日本語配慮表現研究の
全体像が把握できる。研究の基本とその広がりが掴める好著。
http://www.9640.jp/book_view/?815
□ジャパンタイムズ出版
･【新刊】
『JLPT 日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ３』（11 月 5 日発売）
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
1,900 円+税

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】
『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 / 好評発売中
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/
・
【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 / 好評発売中
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/

【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。
『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』
＜会話の音声＞
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/308120/
＜新出語訳＞（英語，中国語，韓国語，ベトナム語，スペイン語，ロシア語）
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/308100/
＜イラスト，解答，音声スクリプト＞
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/308110/
・
【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/ 好評発売中

『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】 『中学生のにほんご 社会生活編―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・渋谷実希・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 / 11 月下旬発売予定
日本語支援を受ける，外国につながりのある中学生を対象とした
日本語教科書シリーズの第二冊目です。初級を修了した生徒が，
教科学習への橋渡しを目指して，教科を学ぶ際に必要な「改まった
日本語」を学びます。英語・中国語・スペイン語の語彙訳付き。
当社 WEB に言葉リスト（五十音順）を公開予定。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3942/
・
【近刊】
『外国人生徒のための教科につなげる日本語 基礎編』
有本昌代 著 2,000 円＋税 / 11 月下旬発売予定
外国にルーツを持つ高校生を主な対象とした初級日本語教材です。
日本語学習を通し，教科の基礎となる語彙・知識を学びながら，
考える力，表現する力を育てることを目的としています。
当社 WEB には，リスニング音声，絵カード，言葉カード，指導の目安，
評価表，サンプルトピックを公開予定です。今後，応用編，発展編も
発行予定です。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3934/

□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■
□くろしお出版
・
「
『学習力を育てる日本語教案集』出版記念
セミナー「子どもへの日本語学習支援の取り組み・その実践と成果」
日時：12 月 14 日（土）13:30-16:30（受付開始 13:10）
会場：中野サンプラザ 研修室 13（中野区中野）
講師：田中 薫（
『学習力を育てる日本語教案集』監修者）
とよなか JSL（
『学習力を育てる日本語教案集』著者）
参加費（資料代）
：300 円
http://www.9640.jp/gakkai/3344/
□スリーエーネットワーク
・大学・大学院で，講義を聞く力を養うために
―『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』を使って―
日時：11 月 9 日（土）14:00-16:00（13:30 受付開始）
会場：愛日会館 （大阪市中央区）
講師：坂本惠（日本大学文理学部 教授）
対象：大学・大学院進学を目指す留学生に日本語を指導する日本語学校，専門学校の方
定員：80 名（先着順。定員になり次第締め切ります。
）
参加費：無料
https://www.3anet.co.jp/np/seminar-detail/17/
□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] 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
◆[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
◆[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
□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
・地域日本語支援セミナー
“
「聞く」協力”からはじまる外国人との日本語会話
日時：11 月 10 日（日）14:00-16:00
会場：博多バスターミナル第 1・第 2 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
定員：80 名 参加費：無料 ※要予約
講師：深江新太郎氏
・日本語サロン研修会＠福岡
～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
日時：11 月 30 日（土）13:00-15:30（受付開始 12:40）
会場：博多バスターミナル第 8 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
定員：50 名 参加費：無料 ※要予約
講師：(一財)日本国際協力センター(JICE・ジャイス)
（
『はたらくための日本語』シリーズ 編著者）
・日本語サロン研修会＠名古屋
語彙学習を考えよう
～『語彙ドン！』
（くろしお出版発行）コンセプト・活用例とともに～
日時：12 月 1 日（日）13:30-15:30（受付開始 13:00）

会場：ECC 日本語学院名古屋校（名古屋市金山 1-16-16 金山ビル 7 階）
定員：60 名 参加費：無料 ※要予約
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）
・日本語サロン研修会＠北海道
読む！考える！初中級読解
～『日本語学習者のための読解厳選テーマ 25＋10 初中級』（凡人社）を使って～
日時：12 月 14 日（土）10:00-12:00（受付開始 9:30）
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 2D
（北海道札幌市北区北 7 条西 2 丁目 9 ベルヴュオフィス札幌 2 階）
定員：50 名 参加費：無料 ※要予約
講師：下郡麻子先生
・日本語サロン研修会＠北海道
～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
日時：12 月 14 日（土）13:30-16:00（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 2D
（北海道札幌市北区北 7 条西 2 丁目 9 ベルヴュオフィス札幌 2 階）
定員：50 名 参加費：無料 ※要予約
講師：(一財)日本国際協力センター(JICE・ジャイス)
（
『はたらくための日本語』シリーズ 編著者）
□横浜デザイン学院
・勉強会「宿題やテストのかたちが変わる？～学習者の本当の力を見極め，
一人一人に最適な指導を考えるために～」
講師：橋本洋輔先生（国際教養大学）
日時：11 月 16 日（土）13：00-16：00
会場：横浜デザイン学院
https://www.jpn.ydc.ac.jp/info/study_group/apply1116
=====================================================================
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 11 月 1 日
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