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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】
『TRY! 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語
［ベトナム語改訂新版］
』1,800 円＋税
・
【新刊】
『TRY! 日本語能力試験 N2 文法から伸ばす日本語
［ベトナム語改訂新版］
』1,800 円＋税
・
【新刊】
『TRY! 日本語能力試験 N5 文法から伸ばす日本語
［ベトナム語改訂新版］
』1,500 円＋税
公益財団法人アジア学生文化協会 著
初版刊行時に十分ではなかったベトナム語の対訳を,より学習・理解
し易いよう全面的に見直しました。N1 は 129,N2 が 149,そして N5 は 46
の文型数を網羅しています。N5 には JLPT の模擬試験 1 回分を収録。
https://www.ask-books.com/jp/jlpt-try/
□アルク
・
【新刊】
『令和３年度 日本語教育能力検定試験 合格するための本』
アルク日本語編集部編 2,800 円＋税 ISBN：978-4-7574-3662-6
◆「聴解問題」音声ダウンロード付き
日本語教育能力検定試験受験者必携の対策ムック最新版。詳細な解説で
問題をわかりやすく説明した演習問題，日々変化する日本語教育界を
紐解く特集記事や検定試験当日の流れなど，合格に役立つ情報が満載！
https://amzn.to/3qtqNpJ

・
【イベント】アルク日本語教育オンラインセミナーシリーズ
テーマ：授業を再構築する
日時：3 月 6 日（土）①10 時～12 時 ②14 時～16 時
会場：オンライン開催（zoom を利用します）
定員：各 30 名

参加費：5,000 円（税込）

講師：山田智久（北海道大学准教授）
主催：アルク
①https://alcnihongoseminar-yamada1.peatix.com/view
②https://alcnihongoseminar-yamada2.peatix.com/view
□くろしお出版
・WEB 論文誌『リテラシーズ』
（リテラシーズ研究会）23 巻 全文公開中
対話の場の形成と発展 ―『リテラシーズ』のバイオグラフィからの知見／
細川英雄
日本語日本事情教育研究の“踊り場”にて／砂川裕一
ほか，計 8 本の論文を掲載。今回で終刊。
http://literacies.9640.jp/
□Ｊリサーチ出版
・
【新刊】
『日本語能力試験問題集 Ｎ１漢字スピードマスター』
非漢字圏学習者のための JLPT 漢字問題集。1200 の問題をテンポよく解
きながら，N1 レベルの漢字を効率よく学習。実際的なフレーズとともに
900 以上の熟語をマスター。英語・ベトナム語の部分訳，漢越音付き。
https://www.jresearch.co.jp/book/b553528.html
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『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 / 好評発売中
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/
◇付属 CD の音声無料ダウンロード
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/388420/

・
【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/
◇補助教材コンテンツ無料ダウンロード
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/491400/
【電子版・電子書籍教材のご案内】
◆「みんなの日本語 初級」シリーズ電子版のご案内
新たに『みんなの日本語初級 第 2 版 標準問題集』の電子版を追加いたしました。
※日本語教材電子版ご購入の手引き
https://www.3anet.co.jp/denshi_guide.html
◆電子書籍のご案内
以下の 4 点を 2021 年 1 月より発売しております。
『日本語初級１ 大地 メインテキスト』
https://www.3anet.co.jp/np/books/3200/
『日本語初級１ 大地 文型説明と翻訳 英語版』
https://www.3anet.co.jp/np/books/3202/
『シャドーイングで日本語発音レッスン』
https://www.3anet.co.jp/np/books/3412/
『改訂版 聞く・考える・話す 留学生のための初級にほんご会話』
https://www.3anet.co.jp/np/books/4057/
◆2021 スリーエーネットワーク日本語・外国語図書目録
2021 年版の図書目録を公開しました。
https://www.3anet.co.jp/np/books/9898/
□にほんご書店そうがく社
【店舗のご利用を予約制に変更します】
緊急事態宣言の発令に伴い，弊社の店舗販売の営業形態を変更することにしました。
専門書を手に取って見て頂く機会を提供することは，専門書店である弊社の
社会的役割であるとの認識から，店舗営業は継続いたします。

一方で，現在の爆発的な感染拡大の防止のためには，弊社スタッフの在宅ワークの
推進，ご来店の皆様への感染防止策の徹底が必要です。
そこで１月 12 日より緊急事態宣言発令の期間中は，店舗のご利用を事前予約制に変更
することといたしました。予約方法につきましては，弊社ＨＰサイト，メール，
電話のいずれかにて承ります。
ご来店可能時間帯は，次の各時間帯です。
11 時-12 時／12 時-13 時／13 時-14 時／14-15 時／15 時-16 時／16 時-17 時
各時間帯とも１組（最大人数３名様まで）のみのご利用となります。
ご利用時間は最大で１時間以内です。
ご来店の際には，お客様の連絡先情報等を記入していただきます。
＊弊社を由来とする感染が発生した場合の連絡として利用します。
情報保管期間は１か月で，その後は裁断処理いたします。
ご入店時には，検温とアルコール消毒を行い，マスク着用は絶対条件といたします。
上述の利用制限をご承諾いただけない場合は，弊社の店舗利用はお断りいたします。
＊弊社は路面店ではなく，複数他社の入居するビルの１テナントであり，
不特定多数のお客様が出入りする物販業のため節度ある営業が必要と判断しました。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
※通信販売は変わらずご利用いただけます。
http://www.sogakusha.co.jp/
□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
・
【新刊】
『2020 年度日本留学試験（第 2 回）試験問題』
日本学生支援機構 編集 1,800 円+税 1 月末発行
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13502

・
【新刊】
『第二言語としての日本語の習得研究 第 23 号』
第二言語習得研究会 編集 1,500 円+税
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13489
【イベント開催のご案内】
・日本語教師塾 classic vol.1
こんな今だからこそチャンスに！ これからの「授業力」を磨こう
―言い訳を探すより挑戦するほうが―
日時：2 月 6 日（土）10:00-12:30
講師：河野俊之氏
会場：オンライン（ZOOM）
参加費：3,000 円（税込み）
（要予約）
・インターアクション教育実践研究会読書会セミナー＜第１回＞（全３回シリーズ）
ケース教材を使った授業活動とは？
～『留学生のためのケースで学ぶ日本語 問題発見解決能力を伸ばす』の
基本コンセプト～
日時：2 月 7 日（日）10:00-12:00
講師：宮崎七湖氏，中山由佳氏
会場：オンライン（ZOOM）
参加費：無料（要予約）
・インターアクション教育実践研究会読書会セミナー＜第２回＞（全３回シリーズ）
接触場面のインターアクションからケースを見てみよう
日時：2 月 28 日（日）10:00-12:00
講師：サウクエン・ファン氏，武田誠氏
会場：オンライン（ZOOM）
参加費：無料（要予約）
上記イベントの詳細や申し込み，その他のイベントなど，
最新の情報は以下のウェブページをご参照ください。
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。
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