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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】
『はじめての日本語能力試験 N3 漢字 350』
アスク出版日本語編集部 編 1,500 円＋税
日本語能力試験の N3 レベルに対応した漢字本。赤シート付きの持ち運びに
便利な判型で,漢字の書き順や読み方に加え,当該漢字の語彙までカバー。
覚えた漢字は,試験形式の練習問題で復習，試験対策に最適です。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-362-9/
・
【新刊】
『1 日 10 分 初級からはじめる 毎日の読解 120』
ヒューマンアカデミー日本語学校 著 1,600 円＋税
初級の学習を始めてから 1 ヶ月くらいで取り組める読解テキスト。毎日少し
の時間で,メモや日記,SNS や記事など様々な素材に取り組めます。『つなぐ
にほんご 初級』準拠ですが,使用文型リストを掲載,他教科書でも併用可。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-361-2/
□アルク
・
【新刊】
『かんたんルールとパーツでおぼえる きほんの漢字 99』
本田弘之 著

1,430 円（税込）

日本語入門・初級者など，はじめて漢字を学ぶ方向けのテキスト。
「一，二，三」
「口，中，日」
「見，先，西」など共通のパーツを持つ，
簡単でよく使う漢字を，学習の負担を少なくするため，99 字にしぼって
選んでいます。
https://ec.alc.co.jp/book/7020061/

□インターカルト日本語学校日本語教員養成研究所
・
【文化庁委託事業】令和 2 年度 海外に赴く日本語教師 初任研修
11 月 7 日～2021 年 2 月 27 日 オンライン開催
※11 月 7 日以降でもご参加いただけます。
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=260
□一般財団法人海外産業人材育成協会 (AOTS)
・ＡＯＴＳ「介護の日本語」講座＠ZOOM オンライン（12 月 5 日・12 日・19 日）
豊富な経験を有する介護専門講師，AOTS 登録ベテラン日本語講師が，
介護に関する知識から「介護の日本語」指導方法まで，徹底解説します！
詳細・申込方法・問い合わせ先◆申込受付中◆
https://www.aots.jp/recruit/japanese-teacher/online-seminar/
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語の自然会話分析
―BTSJ コーパスから見たコミュニケーションの解明』
宇佐美まゆみ 編
国内外の気鋭の研究者が『BTSJ 日本語自然会話コーパス』を分析。
ポライトネスなどの点からコミュニケーションの解明をめざす。
https://www.9640.jp/book_view/?835
□三修社
・
【新刊】
『まるごと』シリーズ全巻，電子書籍で発売開始！
強いご要望をいただいていた『まるごと』シリーズの電子書籍化がついに実現。
紙の書籍と電子書籍，みなさまの環境に合わせてお好きな方をお求め頂ける
ようになりました。Amazon と Google Play で好評発売中。
https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/61/
□ジャパンタイムズ出版
・
【新刊】
『初級日本語 げんき【第 3 版】
』解答
坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 著
本体 800 円＋税 ISBN978-4-7890-1736-7
『初級日本語げんき（第 3 版）
』の解答集です。テキスト１・2 の練習とワーク
ブック１・2 の全解答，および「聞く練習」のスクリプトを収録。
Kindle 版も発売中。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b531818.html

・
【アプリ】
「GENKI Vocab for 3rd Ed.」
（iOS 版）
第３版用のげんき単語アプリです。げんき全 23 課の単語を、音声・イラスト・
例文付きでアプリに収めました。Study モードでじっくり学習→Check モードで
覚えていない単語のチェックを繰り返すことで，苦手な単語が効率よく身に付
きます。Android 版は 11 月リリース予定。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b547243.html
・
【近刊】
『中級日本語カルテット VOL.2』（12 月発行予定）
坂本正 監修 安井朱美・井手友里子・土居美有紀・浜田英紀 著
テキスト 3,000 円+税（予価） ISBN978-4-7890-1745-9
ワークブック 1,500 円+税（予価） ISBN978-4-7890-1746-6
「読・書・話・聞」の４技能をバランスよく伸ばし，上級につながる日本語力を
養成する中級総合日本語テキストの第２巻。既刊 VOL.1（第１課～第６課）に続く
VOL.2（第７課～第 12 課）では，N2・N1 レベルを中心に文型・表現，漢字，読みの
ストラテジーを学びます。音声は無料ダウンロード。詳細は近日中公開予定。
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『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 上級』
安藤節子,佐々木薫,赤木浩文,坂本まり子,田口典子 編著
1,500 円＋税 / 好評発売中
『トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ』シリーズの 1 冊，
「上級」の新訂版です。改訂版の発行から約 10 年を経たことを機に，グラフ
等のデータを新しくし，
「読み物」の内容も時代に合わせて見直しをしました。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4914/
・
【新刊】
『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 / 好評発売中
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。
「生活知識」
（初級レベル～）と「コミュニケーション」
（中級前半レベル～）の 2 パートで学びます。音声，カラー写真など Web より DL 可。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4224/
・
【新刊】
『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/ 好評発売中
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/

・
【新刊】
『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 / 好評発売中
『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】
『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 / 好評発売中
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
付き。Web にて音声公開。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4030/
・
『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】
◆『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』
◇教材紹介動画
◇音声
◇語彙リスト（五十音順）
◇表現リスト（読解・会話）
◇授業のヒント
https://www.3anet.co.jp/np/books/4030/
◆『イラスト満載！ 日本語教師のための 活動アイディアブック』
◇付属 CD の音声
https://www.3anet.co.jp/np/books/4624/
□公益財団法人日本漢字能力検定協会
・2021 年度「漢字・日本語教育研究助成制度」
漢字・日本語（国語）教育に関する研究活動を支援する制度です。
最長２年間の研究活動に対して，活動費の助成を行います。
助成金額：50 万円以内
応募締切：2021 年 1 月 12 日（必着）

助成制度の詳細は，下記のウェブページをご覧下さい。
https://www.kanken.or.jp/project/investigation/aid/2021.html
□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】
・オンライン日本語サロン研修会
「教科書を“探す・選ぶ・活用する”
」
日時：11 月 8 日（日）10:30-12:00（オープン 10:00）
会場：オンライン（ZOOM）
講師：田中祐輔氏
定員：120 名 参加費：無料
https://www.bonjinsha.com/wp/event
※そのほかにも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】
『2021 年度版 私費外国人留学生のための大学入学案内』
アジア学生文化協会 編集 2,300 円+税 10 月上旬発行
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13423
・
【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
=====================================================================
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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