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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】
『つなぐにほんご 初級 教師用マニュアル』
ヒューマンアカデミー日本語学校 著 3,500 円＋税
つなぐにほんご『初級 1』
『初級 2』について,本書のコンセプトを理解
した上で,「コミュニケーション力を育てる」指導をしていただけるよう
編集しました。スライドやパート別チェックリスト等は Web よりご提供。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-357-5/
・
【新刊】
『日本語を学ぶ人のためのアカデミック・ライティング講座』
伊集院郁子・髙野愛子 著 1,600 円＋税
日本語学習者がアカデミック・ライティングの書き方を学ぶ実践的教材。
大学や大学院で必要な小論文・レポートを書く力を養います。日本語レ
ベル中級から上級者が対象,補助教材はダウンロードでご提供します。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-360-5/
□くろしお出版
・
【新刊】
『新・シャドーイング 日本語を話そう！

初～中級編

[英語・中国語・韓国語訳版]』斎藤仁志ほか
大好評シャドーイング教材を大幅改訂。刷新されたテーマ,トピック,
シチュエーションでリアルな日本語が自然に身につく。
https://www.9640.jp/book_view/?850

・
【新刊】
『国語を教えるときに役立つ基礎知識 88』山田敏弘
日々刻々と変化する国語教育を取り巻く環境についていけるか。
88 のＱ&Ａで,教員免許取得後の知識の更新度をチェック。
https://www.9640.jp/book_view/?848
・オンラインセミナー「いまこそ授業を改善しよう！
―With/After コロナにおけるアクティブ・ラーニングの実践」
講師：横溝紳一郎 先生（西南女学院大学教授）
山田智久 先生（北海道大学准教授）
日時:2021 年 2 月 6 日（土）14:00-16:30
参加費:1,000 円
申込受付開始日：2020 年 12 月 20 日（日）10:00 AM（先着順）
https://www.9640.jp/gakkai/4789/
□三修社
・
【新刊】
『コミュニケーション・タスクのアイデアとマテリアル
教室と世界をつなぐ英語授業のために』
本体 2,800 円+税 ISBN978-4-384-05940-3
加藤由崇 / 松村昌紀 / Paul Wicking ［編著］
横山友里 / 田村祐 / 小林真実 ［著］
タスクに基づく言語指導の研究知見をふまえ開発された教材集。教室内に
リアルで豊かな「意味」のやりとり機会を創出する授業アイデアを紹介し
ています。英語に限らず外国語教育全般にお勧めできる 1 冊。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059403/
・
【既刊】
『ねっこ日日学習辞書 動詞・形容詞 300』
本体 2,800 円+税 ISBN978-4-384-05761-4
砂川有里子［監修］
，関かおる／尾沼玄也［執筆］
，小室夕里［解説］
日本語を母語としない人々の協力のもと，日本の常識や日本文化の知識が
なくても見出し語の意味が推測できるような例文作成を目指し，わかりや
すい語釈のために文定義を採用しました。これまでにないユニークな日日
学習辞書。
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384057614/
・
【電子書籍】
『まるごと 日本のことばと文化』
シリーズ全巻，電子書籍でも購入いただけるようになりました！
『まるごと』の電子書籍版を Amazon Kindle，Google play ブックスで，全世
界に向けて発売しています。
（＊電子書籍は，三修社が刊行している『まる

ごと』に基づいて制作されています。海外版の電子書籍版はありません。
）
https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/62/
□ジャパンタイムズ出版
・
【新刊】
『４技能でひろがる 中級日本語カルテット VOL.2』
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。
テキスト https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b546854.html
ワークブック https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b546855.html
・
【アプリ】
「GENKI Vocab for 3rd Ed.」
（iOS 版/Android 版）
げんき第 3 版，全 23 課の単語が音声・イラスト・例文付きで学べるアプリです。
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。iOS 版は発売中，
Android 版は 12 月リリース予定。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b547243.html
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『JLPT 聴解 N3 ポイント＆プラクティス』
中村則子,田代ひとみ,初鹿野阿れ,大木理恵 著
音声 CD2 枚付き 1,500 円＋税 / 12 月発売予定
短期間で聴解問題のポイントを理解し，効率的に学ぶ「問題パート」，「模擬
試験」
，試験によく出る敬語や話しことばをまとめ，イントネーションにも注目
させる「リストパート」の３部構成。日・英・中・越語の解説付。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3884/
・
【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/
【補助教材コンテンツ無料ダウンロード】
◆『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』資料
◇参考リンク集とダウンロード
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/491400/
◆『はじめて学ぶ介護の日本語 基本の知識』
◇紹介動画 １教材紹介，２授業の進め方例
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/422240/
◆『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』
◇カラー写真（Part1「4. 日本の食事」の料理や食材）
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/422400/
◇色を表す言葉（Part1「5. 衣服・身のまわりのもの」補足資料）
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/422402/
◇音声（Part2「3. 職員とのコミュニケーション １申し送り」）
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/422420/
◆『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/
□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】
・日本語教材展示会 in 福岡
日時：12 月 11 日（金）13:00-18:00
12 月 12 日（土）13:00-18:00
会場：博多バスターミナル 9 階貸ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2）
・限定オープン in 凡人社大阪店
日時：12 月 18 日（金）10:00-18:00
12 月 19 日（土）10:00-18:00
会場：凡人社大阪店（大阪市中央区久太郎町 4-2-10 大西ビルディング 1 階）
※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
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13423
=====================================================================
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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