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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 N2 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。 Web
では入力するだけで採点・集計できる Excel シートや解答用紙などご提供。
https://www.ask-books.com/jp/goukaku/
□アルク
・
【新刊】
『改訂版 多文化共生のコミュニケーション－日本語教育の現場から－』
徳井厚子著 2,200 円＋税
2002 年発行『多文化共生のコミュニケーション－日本語教育の現場から－』の
改訂版。日本語教育の現場を軸に，理論，事例，実践活動の多方向から，多文
化共生に必要とされるコミュニケーションとは何かをわかりやすく説明する。
https://ec.alc.co.jp/book/7020024/
・
【新刊】
『Casual Nihongo / カジュアル日本語』
あっきー著 1,800 円＋税
学習者の間違えやすい学習項目を選定し，日本人の友達や恋人と「自然な日本語」
で話せるようになるための教材。リアルな場面設定，かわいいイラストと会話例
が満載。著者が主宰する YouTube チャンネル「三本塾」の動画と連動。
https://ec.alc.co.jp/book/7020026/

□くろしお出版
・
【新刊】
『読む力 初中級』
奥田純子 監修 竹田悦子/久次優子/丸山友子/矢田まり子/内田さつき 著
大好評読解教材の初中級編。書き下ろしから生の文章まで，多様な
読み物と，言語・認知タスクを通して一歩先の「読み」を身につける。
http://www.9640.jp/book_view/?827
・
【新刊】第二言語習得研究モノグラフシリーズ 4
『第二言語習得研究の波及効果 ―コアグラマーから発話まで』
白畑知彦/須田孝司 編
日本における言語習得研究の最前線をわかりやすくまとめた好評の
シリーズ第 4 巻。前半は文法を，後半では発話現象を取り扱う。
http://www.9640.jp/book_view/?826
・
【新刊】
『ことばと文字 13 号 ―地球時代の日本語と文字を考える』
公益財団法人日本のローマ字社 編集・発行
特集「俳句のことば俳句の表記」
。浅川芳直／神野紗希／堀切克洋／
福田浩之／木山幸子／臼井直也／保坂敏子
http://www.9640.jp/book_view/?15
・
【新刊】
『日本語文法 20 巻 1 号』
日本語文法学会 編集・発行
西山佑司／三好伸芳／澤田淳・澤田治／由志慎／金水敏
http://www.9640.jp/book_view/?833
□三修社
・
【新刊】
『漢字マスターN5 改訂版』
アークアカデミー 編著 ISBN978-4-384-05965-6

本体 1,800 円＋税

日本語能力試験 N5 を目指す方に。学習の土台となる漢字 119 字を，効率的・体系的
に学べます。UD デジタルフォントの採用と 2 色刷りで，文字の形や書き順が更にわ
かりやすくなりました。漢字学習の決定版！
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059656/
・
【近刊】
『ねっこ 日日学習辞書 動詞・形容詞 300』
Nekko Japanese-Japanese Learner's Dictionary 300 of the Most Common Verbs
and Adjectives
監修：砂川有里子／執筆：関かおる・尾沼玄也／解説：小室夕里

ISBN978-4-384-05761-4 本体 2,800 円＋税 5 月刊行予定
教科書で一度は見たことがある語彙を，いろんな場面で自由に使えるようになる！
語釈は「文定義」を採用し，例文は「見出し語の意味が推測できること」にこだわ
りました。初級学習者から使えるモノリンガル学習辞書。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384057614/
・
【近刊】
『多文化社会のコミュニケーション―買いかぶらず，決めつけない基本スキル―』
山本喜久江著／八代京子著 ISBN 978-4-384-05976-2 本体 2,000 円＋税

5 月刊行予定

＊『多文化社会の人間関係力』ISBN978-4-384-04092-0 の改訂版
異なる文化的背景を持つ人々の間で起こる難しく見える状況を，建設的な学びの場
とするために。具体的な事例からより良い人間関係を構築するためのコミュニケー
ション・スキルを考えていく実践的な一冊。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059762/
□ジャパンタイムズ出版
･【近刊】
（５月下旬発売予定）
『ＪＬＰＴ日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ４』
『ＪＬＰＴ日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ５』
インターカルト日本語学校：筒井由美子・大村礼子・沼田宏（著）
N4：1,800 円+税 ISBN978-4-7890-1754-1
N5：1,700 円+税 ISBN978-4-7890-1755-8
本試験の仕様に合わせた模擬試験を３回分収録。問題冊子は１回分ずつ取り外す
ことができます。JLPT の形式に慣れながら，真の日本語力を養うことを目指した
１冊です。聴解音声無料ダウンロード。英語・ベトナム語訳付き。
(N4) https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b505858.html
(N5) https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b505861.html
※５月下旬発売予定のため URL がまだつながらない場合はしばらくお待ちください。
・
【電子書籍】
『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
2 月に発行した『初級日本語 げんき【第 3 版】
』の電子書籍を発売しました。音声
はスマホアプリ「OTO Navi」でダウンロード＆再生できます。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b508956.html
・
【無料ダウンロード】
◆『げんき（第 2 版）
』補助教材
『げんき（第２版）
』の「練習」を音声付きでスライド化した補助教材を公開しま
した。オンライン授業・対面授業にも，個人学習にも，自由にお使いいただけます。

http://genki.japantimes.co.jp/archives/3494
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『新訂版 トピックによる日本語総合演習
テーマ探しから発表へ 中級前期』
佐々木薫,赤木浩文,安藤節子,草野宗子,田口典子 編著
1,500 円＋税 / 6 月発売予定
改訂版の発行から約 10 年を経たことを機に，古くなったグラフ等のデータ
を新しくし，時代に合わせて本文にも一部修正を加えました。ことばと
文法解説にベトナム語訳を追加。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4910/
・
【新刊】
『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 / 好評発売中
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より配信。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/
・
【電子書籍化】
『初級からはじまる「活動型クラス」―ことばの学びは学習者がつくる―
『みんなの日本語』を使った教科書・活動型クラスを例に』
細川英雄,武一美 編著 金龍男,坂田麗子,村上まさみ,森元桂子 著
価格は各電子書店にてご確認下さい。/ 好評発売中
https://www.3anet.co.jp/np/books/4860/
スリーエーネットワークの電子書籍一覧はこちら
https://www.3anet.co.jp/np/list.html?af=2
・
【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。
◆『新完全マスター単語 日本語能力試験Ｎ１ 重要２２００語』◆
無料音声アプリ
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/366220/
◆『日本語能力試験Ｎ３模擬テスト〈１〉
』◆
付属 CD の音声
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/382020/
◆『日本語能力試験Ｎ３模擬テスト〈２〉
』◆
付属 CD の音声
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/382220/
□ひつじ書房
・
【新刊】
『使える日本語文法ガイドブック
やさしい日本語で教室と文法をつなぐ』
中西久実子・坂口昌子・大谷つかさ・寺田友子 著

1,600 円＋税 2020 年 1 月発売
「使える日本語」を教えるために必要な情報を平易な日本語で書いた
ガイドブック。初心者の日本語教員でも，授業の前に読んで使える
よう配慮した文法の苦手な人向けの入門書。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-997-7.htm
・
【新刊】
『そのまんまの日本語 自然な会話で学ぶ』
遠藤織枝 編 2,000 円＋税 2020 年 3 月発売
実際の談話を素材とした中級学習者向けの日本語会話教科書。日本語
のコミュニケーションの実際をつかみとる。英韓中訳を掲載した語彙
リストと音声 CD つき。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-921-2.htm
□凡人社
【臨時休業のお知らせ】
弊社の店舗（麹町店，大阪店）は 5 月 6 日（祝・水）まで
臨時休業としております。その後の営業予定については
随時弊社ウェブサイト，SNS 等でご案内いたします。
お客様にはご迷惑をおかけしますが，ご理解のほどお願い申し上げます。
※ウェブ，e メール，FAX などによる通信販売は通常通り承っています。
ぜひご利用ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9344.html
・
【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 3 月末発行
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 1 月末発行
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，日本語／ベトナム語」
執筆者：中原由貴・萬浪絵理
10,000 円＋税

好評発売中

協力：神吉宇一

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 5 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

