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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】
『
【動画付き】おもてなしの日本語
心で伝える接遇コミュニケーション 基礎編』
林千賀・羽鳥美有紀・齋藤貢著 2,300 円＋税
接客業をする上で必要な「ことば」と「おもてなしの心」を学ぶ動画付き
（Web 配信）教材。各課の Can-do に沿って必要最小限の「おもてなしフレー
ズ 64」を会話練習等を通じて習得します。英越中語訳付き，N3 相当から。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-329-2
・
【新刊】
『はじめての日本語能力試験 合格模試 N5 合格模試 3 回分』
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。
問題冊子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】
『改訂版 日本語教育に生かす 第二言語習得研究』
迫田久美子著 3,080 円（税込）
2003 年発行の『日本語教育に生かす 第二言語習得研究』の改訂版。第
二言語習得研究について，初心者向けに丁寧に紐解きます。改訂版では
新しい研究事例や情報を取り入れ，用語解説も大幅に増やしました。

https://ec.alc.co.jp/book/7020031/
□くろしお出版
・
【新刊】
『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
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
・
【新刊】
『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
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
・
【新刊】
『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
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
・
【新刊】
『第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと』
小柳かおる 3 月発売
外国語教育に役立つと言われる言語習得理論は，日本語教育に
どう生かせるのか。最新の知見を知って，教室活動を見直してみよう！
http://www.9640.jp/book_view/?831
□ジャパンタイムズ出版
・
【ウェブサイト】
「げんきオンライン【第 3 版】
」公開
『初級日本語げんき【第３版】
』VOL.1 の発行に合わせ，
「げんきオンライン
【第 3 版】
」がオープンしました。教師用，学習者用コンテンツを順次拡大予定
です。教師用ページに教師用リソースとして以下のファイルを掲載中です。
＊げんき 1【第 3 版】の解答・スクリプト
＊げんき 1【第 3 版】の改訂箇所リスト（会話／単語／文法／練習）
https://genki3.japantimes.co.jp/
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】 『初中級レベル ロールプレイで学ぶビジネス日本語

－場面に合わせて適切に話そう－』
村野節子,山辺真理子,向山陽子 著
1,800 円＋税 / 4 月発売予定
初級修了時から使えるビジネス日本語教材です。
職場で仕事をする上で必要最小限のビジネス日本語を学び，
相手に失礼のないコミュニケーションがとれることを目指しています。
音声はウェブサイトでダウンロード，ストリーミング再生でご利用いただけます。
英語，中国語，ベトナム語訳付き。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4008/
・
【新刊】
『みんなの日本語初級Ｉ 第２版 教え方の動画』第２４課
スリーエーネットワーク 制作・著作
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/
・
【新刊】
『日本語能力試験Ｎ３ 模擬テスト<１>』
『日本語能力試験Ｎ３ 模擬テスト<２>』
千駄ヶ谷日本語教育研究所 著
各 900 円＋税 / 好評発売中
日本語能力試験の模擬試験 1 回分を収録。本試験と出題数・形式を同じにし，
試験前のレベルチェック，腕試し，総仕上げ等にご利用いただけます。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3820/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3822/
・
【新刊】
『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 /好評発売中
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。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。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4049/
・
【ウェブマガジン「３Ａ Ｐｕｌｓ」
】
「３Ａ Ｐｕｌｓ」は，日本語教育や英語試験対策・勉強法のコラムなど
を紹介するウェブマガジンです。
授業に役立つきほんのＩＣＴ講座：
『みんなの日本語初級 第 2 版 絵教材ＣＤ－ＲＯＭブック』のＣＤ－ＲＯＭを開く
https://plus.3anet.co.jp/tag/ictkoza/
□凡人社
・
【新刊】
『令和元年度 日本語教育能力検定試験 試験問題』
日本国際教育支援協会 編著
1,400 円+税
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13289
・
【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
□ラーンズ
・
【新刊】
『介護のための日本語』プログラム日本語／英語
執筆者：中原由貴・萬浪絵理
10,000 円＋税

協力：神吉宇一

好評発売中

このプログラムは，みなさんが学んでいる基礎的な日本語の知識を使いながら，
日本で介護の仕事をする際に直面するコミュニケーションについて学ぶことを
目的としています。介護の経験がない人はもちろんですが，実際に介護現場で
の経験がある人や，看護に関する知識を持っている人たちも対象としています。
https://www.learn-s.co.jp/shop/c/ckaigo/
■イベント・その他活動■
□凡人社

・新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み，現在企画中のイベントの多くは
やむを得ず中止，延期とさせていただいています。
最新の情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/event
=====================================================================
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 4 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

