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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 合格模試 N3』
アスク出版日本語編集部 編著 1,800 円＋税
はじめて試験を受ける人でも問題形式ごとの解説があり安心の 3 回分模試。
解答用紙は試験ごとの別冊で英中越語訳が付いた詳しい解説を収録。入力
するだけで採点・集計できる Excel シートや解答用紙を Web にてご提供。
https://www.ask-books.com/jp/goukaku/
□アルク
・
【新刊】
『必ずできる！JLPT「読解」N2』
安藤栄里子 足立尚子著

1,800 円＋税

短文から長文へステップアップしながらバラエティーに富んだ問題を解い
ていくことで，N２レベルに必要な自立した読解力を身に付けられる問題集。
同シリーズの『N3』で好評だった，基礎文型を復習しながら読解に慣れる
ための「ウォーミングアップ」もあり、N３に受かってすぐに使える。
https://ec.alc.co.jp/book/7020007/
・
【新刊】
『改訂版 書き込み式でよくわかる 日本語教育文法講義ノート』
山下暁美編著 沢野美由紀著 2,000 円＋税
「教えるための日本語文法」をこれ１冊で学びます。書き込み式なので，
一つ一つ確認しながら知識をまとめ，しっかり自分のものにできます。
教壇に立つ前の教師，教え始めたばかりの教師におすすめです。

https://ec.alc.co.jp/book/7019040/
□三修社
・
【新刊】
『かなマスター 改訂版』
ひらがな・カタカナを初めて学ぶ方に。少ない負担で効率的に学べ、独学でも
正しい筆順で美しく読みやすい文字が書けるようになる！改訂版では見やすく
間違えにくい UD デジタル教科書体を採用。英・中・越訳付。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059601/
□ジャパンタイムズ出版
・
【近刊】
『初級日本語 げんき【第 3 版】
』テキスト・ワークブック Vol. 1
坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 著
テキスト 1 本体 3,600 円+税 ISBN978-4-7890-1730-5
ワークブック 1 本体 1,700 円+税 ISBN978-4-7890-1731-2
欧米をはじめ世界で愛用されている初級テキストの改訂第 3 版です。シラバス
構成はそのままに，会話・単語のアップデート，文法説明の見直し，練習の充
実など，全面的にきめ細かく改訂。さらに使いやすく進化しました。音声はス
マホでダウンロード＆再生できます。2 月下旬発行。Vol. 2 は 8 月発行予定。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b497707.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 / 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】
『みんなの日本語初級Ｉ 第 2 版 教え方の動画』第 7 課・第 14 課
スリーエーネットワーク 制作・著作
各課 400 円＋税 / 好評発売中
これから日本語を教える・教え始めたばかりの方に，
『みんなの日本語初級
第 2 版 本冊』を使った授業の流れをイメージしていただくための動画です。
無料サンプル動画あり
https://www.3anet.co.jp/np/books/9004/

・
【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。
◆『こどものにほんご 1・2』文型導入用イラスト
『こどものにほんご 1・2』のうち、イラストで導入すると効果的な
文型を選び，35 枚の絵カードにまとめました。
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/390000/
・
【2020 スリーエーネットワーク日本語・外国語図書目録】
送付ご希望の方は、当社ウェブサイト「各種お申込み」から
「図書目録の申し込み」を選択して，必須項目にご入力いただき
お申し込みください。
お申込みはこちら https://www.3anet.co.jp/apply.html
※発送は，日本国内のみとさせていただきます。
□凡人社
・
【新刊】
『OPI による会話能力の評価
―テスティング、教育、研究に生かす―』
鎌田修，嶋田和子，三浦謙一 編著
牧野成一，奥野由紀子，李在鎬 著
2,800 円+税 1 月末発行
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13239
・
【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
■イベント・その他活動■
□くろしお出版
・日本語教師のための研修会
「語彙学習 ―効率的、効果的な語彙学習の方法
教師の役割、かかわり方―」
（講師：石澤徹 先生）
主催：岡山外語学院 共催：瀬戸内日本語教師会
日時：3 月 7 日（土）13:30-16:30
会場：岡山外語学院ホール（岡山市北区舟橋町 2-10）
参加費：1000 円（一般）
，500 円（瀬戸内日本語教師会 会員）
https://okg-jp.com/kensyu.html
□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
□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] JCLI 日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/JCLI.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
◆[大阪] 大阪 YMCA
http://visit.nihonmura.jp/osakaymca.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] 学校法人新井学園 赤門会日本語学校
http://visit.nihonmura.jp/akamonkai.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

・地域で活動する日本語ボランティアのための交流研修会 in 新宿
日時：2 月 15 日（土）13:30-17:25（受付開始 13:00）
会場：新宿文化センター３階小ホール（新宿区新宿 6－14－1）
定員：200 名 参加費：無料 ※要予約
講師：田中祐輔氏，深江新太郎氏，志村ゆかり氏
主催：公益財団法人新宿未来創造財団
協力：アルク，スリーエーネットワーク，凡人社
・日本語サロン研修会＠福岡
思考力を育てる 実践！発表プロジェクト
日時：3 月 15 日（日）13:30-15:30（受付開始 13:00）
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）
定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：後藤倫子氏
=====================================================================
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。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜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 2 月 3 日
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