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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。
□インターカルト日本語学校
・インターカルト日本語教師養成講座 通信コース開講記念第４弾短期講座
「教師の声，出していますか」
日時：8 月 21 日（土）16：00-18：00
学習者に説明がうまく伝わらないと悩んでいる教師は多い。
それは，教え方ではなくて「声」の問題かもしれません。
フリーアナウンサー大迫ゆかりが，アナウンサーならではの声を磨く
テクニックを伝授いたします。
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=289
・インターカルト日本語教師養成講座 通信コース開講記念第４弾短期講座
「発音指導，どうやっていますか」
日時：9 月 4 日（土）14：00-16：00
「音声教育」の基礎知識をどのように教室現場に役立てていくか。
実例を交えながら，日本語の音声に関わる知識をおさらいし，
教育実践の創意工夫について考えてみましょう。
講師は当校日本語教師養成講座「音声」担当石澤徹先生です。
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=290

□くろしお出版
・
【新刊】
『初級日本語 とびら Ⅰ』
岡まゆみ他
新時代の初級日本語教科書。明確なゴール設定，知的なトピック，
SNS を取り入れた言語学習などを盛り込む。
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?870
・
【新刊】
『関係作りの日本語会話 ―雑談を学ぼう』
今田恵美/髙井美穂/吉兼奈津子/藤浦五月/田中真衣
雑談を通してお互いを知り，友だち関係を深めるための中上級会話教材。
関係の深化に応じた話題，会話展開，表現などを学ぶ。
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?864
・
【オンラインセミナー】
日本語学習者の言語発達を促進する授業とは？
―第二言語習得研究の成果を現場に生かす―
講師：小柳かおる先生
日時：9 月 18 日(土) 14:00-15:30
https://www.9640.jp/events/6231/
□公益社団法人 国際日本語普及協会（AJALT）
・2021 年度 AJALT 主催講座
AJALT の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）」
少人数制による，実践的な対象別教え方講習会です。
『1 日 10 分のシャドーイング！就活・仕事のにほんご会話』を活用した授業の方法
日時：8 月 21 日（土）13：00-15：00
受講料：5,500 円（税込）
お申込：当協会ホームページからお申し込みくだい。
締切：8 月 6 日（金）17：00
https://www.ajalt.org/teach/teacher/
・
【新刊】
『改訂版 新しい学習指導要領対応 かんじだいすき
漢字カード・絵カード(四)』
，
『同（五）』，『同（六）』
小学校では 2020 年度より新学習指導要領に移行しました。
新しい「学年別漢字配当表」に合わせた「かんじだいすき」シリーズの
『漢字カード・絵カード』(四)～(六)の改訂版を 8 月 16 日に発売します。
https://www.ajalt.org/textbook/kanji/

□Ｊリサーチ出版
・
【新刊】イラストと写真でよくわかる 外国人のための実践介護 入門編
英語・ベトナム語版
外国人介護スタッフのための入門書。介護サービスの基本的な内容や専門用
語，現場で使われる日本語の表現を，イラストや写真を交えてわかりやすく
解説。現場で日々使われる声掛けフレーズ（無料音声付き）も豊富に紹介。
https://www.jresearch.co.jp/book/b583122.html
□ジャパンタイムズ出版
・
【近刊】
『全科目攻略！JLPT 日本語能力試験 ベスト総合問題集 N2』
五十嵐香子・佐藤茉奈花・金澤美香子・杉山舞・植村有里沙 著
1,980 円（税込）
１冊に JLPT 全試験科目の問題を収録した総合問題集。試験５回分の豊富な
問題数とわかりやすい解説つき例題で，N2 合格の実力を着実に養成。
言語知識（文字・語彙・文法）編，読解編，聴解編の 3 部制で，12 週間で完成。
多言語翻訳付き解答解説と聴解音声をダウンロードで提供。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b588374.html
・
【げんきオンラインのご案内】
「げんきオンライン」では，授業や自宅学習でご使用いただける『初級日本語
げんき［第３版］
』のデジタル教材を掲載しています。
https://genki3.japantimes.co.jp/
◆学習者用ページ Self-study Room
学習者が自由に使えるオンラインドリルがあります。
各課で学習する「単語」
「活用」
「かな・漢字」を繰り返し学習することができます。
https://genki3.japantimes.co.jp/en/student/
◆教師用ページ
授業でお使いいただける補助教材がダウンロードできます。（＊一部有料）
「追加アクティビティ」
「音声付き『練習』スライド」
「動詞・形容詞 活用練習
スライド」
「会話場面イラスト集 1・2」
「カラー版 げんきな絵カード［第３版］1・2」
など，対面授業だけでなく、オンライン授業でもお使いいただけます。
https://genki3.japantimes.co.jp/teacher/resources/

□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『改訂版 新完全マスター単語 日本語能力試験Ｎ３ 重要１８００語』
石井怜子 監修 齋藤明子・小谷野美穂・鈴木英子・山崎洋子・青柳方子・王亜茹・
大野純子・木村典子・塩田安佐・田川麻央・森田亮子・守屋和美・米原貴子 著
1,760 円（税込） A5 変型判 8 月下旬発売予定
日本語能力試験Ｎ３合格のための単語帳。新たに中国語訳と音声アプリを追加。
厳選された 1800 語を品詞やカテゴリごとに提示。例文と関連語も確認できる。
読み物もあり，実践的な復習が可能。英・中・越語訳付。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3665/
・
【新刊】
『ＪＬＰＴ読解Ｎ３ ポイント＆プラクティス』
熊田道子・福岡理恵子・清水知子 著
1,430 円（税込） B5 判 好評発売中
短期間で効率よく学べる JLPT 対策シリーズ。重要表現に着目して読む「読み方
のポイント」
，
「いろいろなタイプの文章」の２部構成。模擬試験 1 回分付。
別冊は充実した解説があり独習も可能。英，中，越語訳付。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3864/
・
【無料補助教材】
『中級レベルロールプレイで学ぶビジネス日本語』の無料補助教材
「ワークシート」と「会話作成シート」を公開しました。
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/401802/
・
【教材紹介動画のご案内】
弊社ウェブサイトでは、JLPT 対策，ビジネス，介護，アカデミックジャパニーズなど，
様々な教材の著者に教材概要や使い方のポイントをお話しいただいています。
ひとつ 10 分～20 分程度です。
『上下ルビで学ぶ 介護の漢字ことば』今夏公開予定。
http://bit.ly/KyozaiShokaiDoga
□公益財団法人 日本国際教育支援協会
・令和 3 年度日本語教育能力検定試験【出願締切迫る！】
試験日：令和 3 年 10 月 24 日（日）
出願期間：令和 3 年 7 月 5 日（月）～8 月 2 日（月）当日消印有効
受験案内（出願書類付）は全国主要書店にて発売中
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm

□凡人社
・
【凡人社（麹町店）
（大阪店）の営業について】
【麹町店】新型コロナウイルスの感染拡大にともない，麹町店は臨時休業しています。
営業再開の見込みが立ちましたら，ウェブ，SNS 等でお知らせいたします。
【大阪店】大阪店は予約制による営業を再開しています。
ただし，感染状況に応じて変更することがございます。
予約営業の詳細や最新の情報は以下をご覧ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/osaka
※通信販売や書店さまからの注文は通常どおり承っています。
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9443.html
・
【近刊】
『日本語×世界の課題を学ぶ日本語で PEACE ［Poverty 中上級］』
奥野由紀子 編著 小林明子，佐藤礼子，元田静，渡部倫子 著
定価：2,640 円（税込）

8 月中旬発行

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13671
・
【新刊】
『日本語雑談マスター［青］
』
清水崇文，西郷英樹 著
定価：1,650 円（税込）

6 月下旬発行

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13652
・
【新刊】
『日本語プロフィシェンシー研究 第 9 号』
日本語プロフィシェンシー研究学会 編
定価：2,200 円（税込）

6 月下旬発行

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13659
・
【イベント開催のご案内】
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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＜発行者＞
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＜編集者＞
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＜発行年月＞ 2021 年 8 月 1 日
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