公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp
◆◇◆ＮＫＧメールマガジン◆◇◆【NKG・MM】2020.1_2 賛助会員情報
======================================================================
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】
『つなぐにほんご 初級 文法解説書 英語版』
辻和子・小座間亜依 執筆

2,700 円＋税

『つなぐにほんご』 初級１と２（全 30 課）収録文型の使い方を，英語で
解説しました。文型の使い方はできるだけ会話で示し，翻訳も入れてい
ます。実際の使い方を知ることで，より文型の理解が深まります。
https://www.ask-books.com/jp/tsunagu/
□くろしお出版
・
【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】
『日本語を教えるための教材研究入門』
深澤のぞみ/本田弘之 著
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

□ジャパンタイムズ出版
･【アプリ】
『OTO Navi』
（iOS/Android）
ジャパンタイムズ出版の無料音声アプリ「OTO Navi（音ナビ）」がリリース
されました。教材に付属する音声をダウンロードして，スマホやタブレット
で簡単に再生できます。学習をサポートする便利な機能付き。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b491839.html
□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
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）を公開しています。
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，音声，教師用ガイド，解答，評価表，言葉カード，
絵カード，クイズ，パワーポイント資料，慣用句一覧，
サンプルトピックを公開しています。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】
『第二言語としての日本語の習得研究 第 22 号』
第二言語習得研究会 編
1,500 円+税 好評発売中
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13209
・
【新刊】
『思考力を育てる

実践！ 発表プロジェクト』

後藤倫子 著
2,000 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13206
■イベント・その他活動■
□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：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
□学校法人長沼スクール東京日本語学校
・日本語教師春季集中セミナー
「
“リフレクション”入門

―ひとに相対するプロフェッショナルの

まなびをめざして―」(午前：基礎編／午後：応用編)」
講師：矢野博之（大妻女子大学家政学部／(一社)REFLECT 理事）
坂田哲人（大妻女子大学家政学部／(一社)REFLECT 理事）
日時：3 月 28 日（土）9:20-16:45
https://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers/seminar.html#spring
□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 結果の概要等について
2019 年 10 月 27 日（日）に実施された，
2019 年度日本語教育能力検定試験の「結果の概要等」及び「試験問題の正解」を

下記 URL にて公表いたしました。
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] 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] 東進ランゲージスクール
http://visit.nihonmura.jp/tsschool.html
◆[東京] エリート日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/elite.html
◆[東京・京都・長野] ISI グループ
http://visit.nihonmura.jp/ISI.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
□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
・多文化共生シンポジウム
地域連携，異文化コミュニケーション，多文化共生，人づくり，街づくり
日時：1 月 25 日（土）13:30-17:30（受付開始 13:00）
会場：TKP 大阪本町カンファレンスセンター
（大阪市中央区久太郎町 3-5-19 大阪 DIC ビル３F）
定員：100 名 参加費：1,000 円 ※要予約
講師：伊東祐郎氏，澤田幸子氏，徳井厚子氏，深江新太郎氏，増田麻美子氏
主催：アルク・凡人社
・日本語サロン研修会＠名古屋
明日から始められる！ ICT を活用した教室活動へのヒント
日時：2 月 15 日（土）13:30-16:00（受付開始 13:00）
会場：名古屋 YMCA 日本語学院（名古屋市西区花の木 1-1-18）
定員：30 名 参加費：無料 ※要予約

講師：藤本かおる氏
=====================================================================
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。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜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＞ 2020 年 1 月 6 日
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