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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■
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語を教えるための教材研究入門』
深澤のぞみ/本田弘之 1,800 円＋税
日本語教科書の分析をとおして，授業のあり方を考える初の入門書。
日本語教育における教科書の役割とは？ 教師用資料を Web 公開。
http://www.9640.jp/book_view/?820
・
【新刊】
『日本語教師のための シャドーイング指導』
迫田久美子/古本裕美 編著 倉品さやか/山内豊/近藤妙子 著
2,000 円＋税
シャドーイングを授業に取り入れるための入門書。実践するための
指導法や評価の仕方，日本国外の実践例などを紹介。
http://www.9640.jp/book_view/?817
・
【新刊】
『日本語教師のための 実践・読解指導』
石黒圭 編著 2,200 円＋税
学習者の「つまずき」を解消するポイントを解説，「読む力」と
「考える力」を育む授業実践を紹介。授業の難しさを解決するヒントに。
http://www.9640.jp/book_view/?816
□国書刊行会
・
【新刊】
『教室への ICT 活用入門』

藤本かおる 著 1,600 円+税
ICT についての基本の解説から，歴史的概観，目的に合わせた「反転授業」
などのやり方，便利なツールの紹介など，ICT を使って授業をよりよくす
るためのヒントがつまった１冊。
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063397/
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『新訂版 留学生のための論理的な文章の書き方』
二通信子 監修・著 佐藤不二子 著
1,400 円＋税 / 2020 年 2 月発売予定
本書は，論理的な文章を書くために必要な基本的な知識や，文章の構造や
表現を学んで作文課題に取り組み，最後にまとめとしてレポートを作成し
ます。改訂に際し，文章を一部新しいものに差し替えています。構成に大
幅な変更はありません。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4049/
・
【新刊】
『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 / 好評発売中
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/
・
【新刊】
『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 / 好評発売中
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/
・
【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/
・
【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。
◆『小説 ミラーさんⅡ ―みんなの日本語初級シリーズ―』
注釈の各国語訳（英語，中国語，韓国語，ベトナム語）
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/247200/
□凡人社
・
【新刊】
『思考力を育てる
後藤倫子 著 2,000 円+税

実践！ 発表プロジェクト』
好評発売中

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13206
■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/
・教材セミナー『The Great Japanese 初中級 ―人物で学ぶ日本語』
日時：2020 年 1 月 11 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:45）
会場：TKP 麹町駅前会議室 カンファレンスルーム 8A（千代田区麹町）
講師：石川 智（ボストン大学世界言語文学学科 専任講師）
米本和弘（東京医科歯科大学統合国際機構 助教）
参加費：無料
http://www.9640.jp/gakkai/3466/
□スリーエーネットワーク
・KICA セミナー「外国につながりのある生徒のための日本語支援のあり方

について―『中学生のにほんご』を例として―」
日時：2020 年 1 月 19 日（日）14:00-16:00（13:30 受付開始）
会場：kokoka 京都市国際交流会館 3 階研修室（京都市左京区粟田口鳥居町）
講師：志村 ゆかり（関西学院大学日本語教育センター 日本語常勤講師）
定員：40 名 参加費：1,000 円（KICA 会員 無料）
主催：一般財団法人 京都国際文化協会（KICA）
協力：スリーエーネットワーク
http://kicainc.jp/seminar/images/s20200119.pdf
□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] 大阪 YWCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaywca.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
◆[東京・京都・長野] ISI グループ
http://visit.nihonmura.jp/ISI.html
◆[大阪] 大阪 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.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] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.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

□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＠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）
・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：下郡麻子氏
・凡人社麹町店 店頭イベント
外国人のための「介護のにほんご１００時間」
日時：2020 年 1 月 18 日（土）14:00-15:30（受付開始 13:30）
会場：凡人社麹町店
（千代田区平河町 1-3-13 ヒューリック平河町ビル 8 階）
定員：20 名 参加費：無料 ※要予約
講師：古市輝子氏
=====================================================================
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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