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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】
『写真とイラストでわかる！外国人のためのやさしい介護』
加藤美知代・桑原禎子・小林秀樹・黒木葉子著 2,000 円＋税
介護現場に就労するために必要な日本語コミュニケーションや，基本技術
を豊富な写真やイラストを通じて学習できる「JLPT N4 レベル」の教材です。
介護シーンの動画は別売にてご提供，英語とベトナム語訳付き。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-282-0/
・
【新刊】
『はじめての日本語能力試験 合格模試 N4』
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/
□くろしお出版
・
【近刊】
『日本語学習者コーパス I-JAS 入門 ―研究・教育にどう使うか』
迫田久美子/石川慎一郎/李在鎬 編 3 月発売予定
国語研が開発した，世界最大の日本語学習者コーパス「I-JAS」の
構築理念・構築過程および収集したデータの概要・使い方を紹介。
http://www.9640.jp/book_view/?825

・
【近刊】
『データに基づく日本語のモダリティ研究』
田窪行則/野田尚史 編 3 月発売予定
多様な言語データに基づいて多角的・総合的な観点から日本語の
モダリティ研究を開拓しようとする，新しい視点に立った論文集。
http://www.9640.jp/book_view/?828
・
【近刊】
『現代日本語疑問文の研究』
林淳子 3 月発売予定
日本語疑問文の典型である質問文について史的観点も導入しつつ，
文法構造を明らかにしその内容面と言語行為面との関係性を論じる。
http://www.9640.jp/book_view/?823
・
【近刊】
『やさしい日本語のしくみ 改訂版 ―日本語学の基本』
庵功雄/日高水穂/前田直子/山田敏弘/大和シゲミ 3 月発売予定
これから日本語学の勉強を始める人や日本語教師になる人のための
日本語入門書。重要事項がやさしくわかる。ロングセラー書籍を改訂。
http://www.9640.jp/book_view/?830
□三修社
・
【新刊】
『新・日本語教育を学ぶ ―なぜ，なにを，どう教えるか―』
遠藤織枝 編著 ISBN978-4-384-05973-1 本体 2,400 円+税
今までよりずっと多様な日本語教育が求められ自治体も企業もその重要性を
理解する時代。専門家として日本語教育に携わる者が学ぶべき基礎知識・概
要をコンパクトにまとめました。日本語教育概論のテキストとしても最適。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059731/
□ジャパンタイムズ出版
・
【新刊】
『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
欧米を中心に世界で愛用されている初級教科書の改訂第 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。音声はスマホアプリ
「OTO Navi」でダウンロード＆再生ができます。Vol. 2 は 8 月下旬発行予定。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b497707.html
□スリーエーネットワーク

・
【近刊】
『新完全マスター単語 日本語能力試験 N1 重要 2200 語』
石井怜子 監修 守屋和美,米原貴子,青柳方子,王亜茹,大野純子,木村典子,
小谷野美穂,齋藤明子,塩田安佐,鈴木英子,田川麻央,森田亮子,山崎洋子 著
1,600 円＋税 / 3 月発売予定
様々な分野の言葉を幅広く身につける必要がある上級学習者のための単語帳です。
品詞やカテゴリごとに配列し，約 200 語ごとに読み物のページがあります。
音声はアプリにて配信予定。英語，中国語，ベトナム語訳付。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3662/
・
【新刊】
『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 / 好評発売中
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。
◆『外国人生徒のための教科につなげる日本語 基礎編』◆
・音声
・教師用ガイド
・教師用ツール(解答、評価表、言葉カードなど)
https://www.3anet.co.jp/np/list.html?q=GKK
・
【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，以下よりお申込みください。
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。

ウェブ版も同時リリースいたしました。
こちらのページの「立ち読み」ボタンからご覧いただけます。
https://www.3anet.co.jp/np/books/9898/
□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
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13239
■イベント・その他活動■
※新型コロナウィルスの感染の影響で多くの催しが中止・延期となっております。
原稿作成時に開催予定としていても，その後に変更している場合もございます
ので，ご参加予定の方は必ず事前に主催者に開催有無をお問合せください。
□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！
◆[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
□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＠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
・日本語サロン研修会＠名古屋
読む！ 考える！ 初中級読解
日時：3 月 28 日（土）10:30-12:30（受付開始 10:00）
会場：ASAHI 文化学院（名古屋市中川区山王 3 丁目 10-9）
定員：40 名 参加費：無料 ※要予約
講師：下郡麻子氏
=====================================================================
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 3 月 2 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

