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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。
□アスク出版
・
【新刊】
『入門・やさしい日本語 外国人と日本語で話そう』
やさしい日本語ツーリズム研究会代表 吉開章著
「外国人＝英語」と思い込んでいませんでしょうか。実は,日本に住んで
いる外国人には日本語が通じる事が多いのです。本書では,短文で簡潔な
日本語の作り方などを提示しました。
“やさしい日本語”で話せるように
なれば,やりとりが可能な外国人がたくさんいます。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-352-0/
□アルク
・
【新刊】
『日本留学試験模擬テスト３回分 文系編』
東京国際ビジネスカレッジ神戸校，時事日本語学院 著 3,850 円（税込）
日本留学試験の「文系」の得点力向上を目指し，本試験と同レベルの模擬
問題３回分を掲載。230 ページに及ぶ詳細な解説は無料ダウンロードでご提供。
問題を繰り返し解き，解説を丹念に読むことで実戦力が身に付きます。
https://ec.alc.co.jp/book/7020034/
・
【新刊】
『日本留学試験模擬テスト３回分 理系編』
東京国際ビジネスカレッジ神戸校，時事日本語学院 著 4,180 円（税込）
『文系編』と同様に模擬問題３回分掲載。日本語の問題は『文系編』に収録
されているものと同じものです。問題，解説は日本留学試験を徹底的に
分析し，自ら試験対策の授業を行っている講師陣が作成しています。
https://ec.alc.co.jp/book/7020041/

□インターカルト日本語学校
・
【文化庁委託事業】海外に赴く日本語教師【初任】研修（11 月 7 日開講）
海外の日本語教育の現状や求められる資質など必要な知識を海外の日本語
機関と国内の日本語教育の専門家から学べる全 10 回のオンライン講座。
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=260
□くろしお出版
・
【新刊】
『基本語力アップ！ 初級から学ぶ 日本語コロケーション』
惠谷容子/飯嶋美知子
名詞を中心語に，日常で役に立つ基本的・実用的なコロケーション
（連語）を掲載。
「知っている」から「使える」へ。JLPT の勉強にも。
http://9640.jp/book_view/?841
・
【新刊】
『留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション』
仁科浩美
プレゼンテーションに関する基本的な構成や具体的で豊富な日本語表現
（文理対応）を，タスクを通して学ぶ。中級後半～上級向け。
http://9640.jp/book_view/?842
・オンライン ワークショップ
日本語教師のためのシャドーイング指導
―「わかる」を「できる」に繋ぐために―
講師：迫田久美子 先生（広島大学 特任教授、国立国語研究所 客員教授）
古本裕美 先生（長崎大学 留学生教育・支援センター 准教授）
リード真澄 先生（上智大学 言語教育研究センター 非常勤講師）
日時：2020 年 10 月 17 日（土）10:00-12:00
会場：オンライン上 Zoom 会議室
参加費：無料、定員：80 名（抽選）
https://www.9640.jp/gakkai/4288/
□一般社団法人 Ｇｌｏｂａｌ８
・ACTFL（全米外国語教育協会）準拠多言語コミュニケーションテスト
ＯＰＩｃ新プラットフォームサービスのご案内と無償体験機会のご案内
http://global8.or.jp/

※トピックスをご覧下さい。

□公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）
・2020 年度 AJALT 主催講座
AJALT 著作教材を活用した「日本語教師のための教え方講習会（オンライン）
」
現場に役立つ実践的対象別教え方講習会です。
①『一日 10 分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話』
9 月 19 日（土）13：00-15：00
②『Japanese for Busy PeopleⅠ』
9 月 26 日（土）10：00-12：00／13：00-15：00
③『Japanese for Busy PeopleⅡ』
10 月 3 日（土）13：00-15：00
講座料：①③5,500 円（税込） ②11,000 円（税込み）
申し込みは 9 月より開始
https://www.ajalt.org/teach/teacher/
□国書刊行会
・
【新刊】
『医療にかかわる人のための漢字ワークブック』
医師国家試験から漢字 800 字を抽出し，医療系分野を学ぶ際に必要な漢字と，
読み，語彙（英訳付き）を厳選しました。別冊として，解剖学の基礎が学
べる『解剖学用語ノート』がついています。
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063229/
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『はじめて学ぶ介護の日本語 生活知識とコミュニケーション』
三橋麻子,丸山真貴子,堀内貴子,鈴木健司 著 1,500 円＋税 / 10 月発売予定
介護福祉士を目指す外国人のための「はじめて学ぶ介護の日本語」シリーズ
3 冊目です。
「現場で触れ合う人々とコミュニケーション力をつける」こと
を目指し，現場で働く日本人・外国人スタッフ双方のニーズを反映し，
「生活知識」と「コミュニケーション」の 2 パートで学びます。対象者の
レベルは中級前半。音声，カラー写真など Web よりダウンロード可。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4224/
・
【近刊】
『外国人のための ケーススタディで学ぶビジネス日本語 中級』
千駄ヶ谷日本語教育研究所 著 2,400 円＋税 / 9 月発売予定
日本・日系企業への就職を希望する方が，日本のビジネス習慣への理解を深め，
社内外で円滑にコミュニケーションできるようになることを目指した教材です。
読解，会話パートに分かれており，表現，語彙に英語・中国語・ベトナム語訳
が付いています。Web より補助教材，授業のヒント，音声ダウンロード可。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4030/

・
【近刊】
『理系留学生のための 自然科学の日本語』
細井和雄 編著 1,600 円＋税/ 9 月発売予定
理系学部進学を目指す留学生を対象に，自然科学系の文章に慣れ親しみ，スム
ーズに専門分野の学習へ進められるように作成された読解教材です。重要単語
に，英語，中国語，ベトナム語訳付き。対象レベルは N２～N１。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4046/
・
【近刊】
『みんなの日本語初級 II 第２版 翻訳・文法解説 ビルマ語版』
スリーエーネットワーク編著 2,000 円＋税 / 9 月発売予定
『みんなの日本語初級 II 第 2 版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。
各課の「語彙」
「文型・例文・会話の翻訳」
「参考語彙と情報」「文法解説」
を掲載しています。
https://www.3anet.co.jp/np/books/2426/
・
【新刊】
『新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ４』
三好裕子,本田ゆかり,伊能裕晃,来栖里美,前坊香菜子 著
1,200 円＋税/好評発売中
日本語能力試験Ｎ４合格を目指すとともに，初級語彙の定着と
中級へステップアップするための「語彙力」を養う問題集です。
初級語彙約 690 語選定。英語，ベトナム語訳付き。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3636/
・
『みんなの日本語 初級 第２版』電子版を販売開始いたしました
詳細は以下よりご覧ください。
https://www.3anet.co.jp/denshi_guide.html
・ 【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。
◆ 『新装版 ビジネスのための日本語』付属 CD の音声
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/400420/
◆ 『新装版 商談のための日本語』付属 CD の音声
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/400620/

□大修館書店
・
【新刊】
『＜ビジネス・就活で活きる＞「伝え方」のベストプラクティス』
高嶋幸太・木村久美 著
あなたの話，聞き手にちゃんと伝わっていますか？ もしかしたら
「伝え方」で損しているかもしれません。ことばの専門家である
日本語教師とアナウンサーが手を組み，スピーチやプレゼンテー
ション，面接，話し合いなどで活かせる話し方・伝え方の極意を
ストーリー形式で明快に解説！ ビジネスや就活に役立ちます！
https://www.taishukan.co.jp/book/b517216.html
□ひつじ書房
・
【新刊】
『ベトナム人に日本語を教えるための発音ふしぎ大百科』
金村久美・松田真希子 著

3,200 円＋税 2020 年 8 月発売

ベトナム人の日本語学習者に日本語の発音指導をする際の悩みの声に
応える 1 冊。ベトナム語母語話者のさまざまな発音の特徴を解説し，
その原因と効果的な指導法を紹介する。
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-919-9.htm
□凡人社
・
【臨時休業のお知らせ】
弊社の店舗（麹町店・大阪店）は臨時休業しています。
再開時期について目途が立ちましたら，
弊社ウェブサイト，SNS 等で随時ご案内いたします。
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-9443.html
【イベント開催のご案内】
・書籍の説明会をはじめ，オンラインのイベントを開催しています。
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
・
【新刊】
『おしゃべりしながら 書くことを楽しむ中級作文』
杉浦千里, 木戸光子 著 1,500 円+税 8 月下旬発行
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13381

・
【新刊】
『考える人のための上級日本語読解』
奥山貴之，宇津木奈美子，東会娟 著 2,000 円+税

6 月下旬発行

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13353
・
【新刊】
『
「再話」を取り入れた日本語授業 初中級からの読解』
小河原義朗，木谷直之 著

2,000 円+税 5 月末発行

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13333
=====================================================================
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。
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