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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。
□アルク
・
【新刊】
『にほんごで文化体験』
村田晶子監修 長谷川由香・池田幸弘・竹山直子著
1,800 円＋税 ※「教師用ガイド」PDF 無料ダウンロード付き
文化体験を通して日本語の表現力や応用力を身に付けるための教材。実施しや
すく汎用性の高いテーマを厳選，学習者に合わせてアレンジでき，様々なクラ
スに対応できる。
「教師用ガイド」には授業のヒントが満載。
https://www.alc.co.jp/entry/7021021
・
【電子書籍版発売】
『できる日本語』初級／初中級／中級
嶋田和子監修
2,890 円＋税 ※音声は ALCO でダウンロード
日本語総合教科書『できる日本語』の本冊が電子書籍になりました。
Amazon や楽天など、国内の主要電子書店ウェブサイトでご購入いただけます。
https://amzn.to/3tILHmp

※アマゾンのサイト

□インターカルト日本語学校
・
「カリスマ日本語教師」笈川幸司先生の授業見学。型を用いて，テンポよく
授業が進みます。学習者の意欲をどのように高めているのか，どのように
自信を持たせているのか，是非体感してみてください。
日時：3 月 27 日（土）13:00-14:50(zoom 配信・録画なし)
講義後，交流会（30 分）があります。
（希望者のみ）
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=275

・日本語教育能力検定試験対策コース 7 月 31 日～10 月 2 日の土曜日（全 9 回）
過去に出題された問題から特に重要な頻出問題をとりあげ，解説します。
オンラインでの双方向授業なので，疑問点は講師に即質問できます。
記述対策も担当講師が直筆で指導するので，丁寧さに定評があります
https://www.incul.com/jp/yosei/test_preparation.php
・インターカルト日本語教師養成講座の「通信コース」が開講しました！
最近教えていない，行き詰っている，などもう一度学び直したい方，
理論は学んだが現場に立ったことがないという方，「実践講座」のみ
も受講いただけます。
申し込み随時受付中 https://www.incul.com/jp/yosei/tsushin.php
□くろしお出版
・
【新刊】
『産学連携でつくる多文化共生
―カシオとムサビがデザインする日本語教育』
三代純平／米徳信一 編
企業と大学が連携し，ドキュメンタリー映像を制作，発表する産学共同
プロジェクト。社会全体で学び合う環境をつくるヒントがここに。
https://www.9640.jp/book_view/?853
・
【新刊】
『
「移動する子ども」学』
川上郁雄
「移動する子ども」学という新しい学問領域を提案。移動性・複文化性・
複言語性のリアリティを大胆かつ斬新に切り拓く。
https://www.9640.jp/book_view/?855
・
【オンライン セミナー】
『留学生のための 考えを伝え合うプレゼンテーション
―留学生にとって難しいこと＆その指導―
講師：仁科浩美 先生（山形大学学術研究院 准教授）
日時：3 月 20 日（土）14:00-15:30
会場：オンライン上 Zoom 会議室
参加費：無料，定員：70 名
https://www.9640.jp/events/5324/
□公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）
・AJALT の著作教材を活用した 2020 年度日本語教師のための教え方

講習会(オンライン)『Japanese for Professionals Revised Edition
（JFP）
』を活用した授業の方法
ビジネスパーソン（中上級）を対象とした現場に役立つ実践的な教え
方講習会です。
日時：3 月 10 日（水）18：00-20：00（申込みは 3 月 3 日 15 時ご入金まで）
講座料：5,500 円（税込）別途テキスト代
https://www.ajalt.org/teach/teacher/
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『ゲンバの日本語 基礎編 働く外国人のための日本語コミュニケーション』
『ゲンバの日本語 応用編 働く外国人のための日本語コミュニケーション』
一般財団法人海外産業人材育成協会 著
各 1,200 円＋税 / 3 月発売予定
動画や音声を視聴し、製造業やＩＴ産業の現場に即したタスクを通して，
必要な日本語力，文化的知識と行動力を身につける教材。基礎編は『み
んなの日本語初級』13 課，25 課終了程度の 2 レベルに対応。応用編は 48 課
終了程度の学習者対象。英・中・越・泰・インドネシア語訳付。
「基礎編」 https://www.3anet.co.jp/np/books/4230/
「応用編」 https://www.3anet.co.jp/np/books/4232/
・
【近刊】
『日本語能力試験Ｎ４模擬テスト〈１〉
』
『日本語能力試験Ｎ４模擬テスト〈２〉
』
千駄ヶ谷日本語教育研究所 著
各 900 円＋税 / 3 月発売予定
日本語能力試験の模擬試験１回分を収録。本試験と出題数・形式を同じにし，
試験前のレベルチェック，腕試し，総仕上げ等にご利用いただけます。
2020 年 12 月からの試験時間と問題数の変更に対応しています。
〈１〉 https://www.3anet.co.jp/np/books/3830/
〈２〉 https://www.3anet.co.jp/np/books/3832/
・
【近刊】
『みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 シンハラ語版』
スリーエーネットワーク 編著
2,000 円＋税 / 3 月発売予定
『みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 本冊』の内容（新出語，文型，会話，文法
解説など）を各国語で解説する『翻訳・文法解説』のシンハラ語版がライン
ナップに加わります。予習，復習などでの利用に効果的です。
https://www.3anet.co.jp/np/books/2328/

・
【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。
http://bit.ly/KyozaiShokaiDoga
◇2021 年 3 月公開予定の教材紹介動画◇
『JLPT 聴解 N3 ポイント＆プラクティス』
『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ 動画で学ぶ大学の講義』
□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】日本語 5 つのとびら 初級編 第 3 版
【GooglePlay Books 版】1 月下旬発行
【Kindle 版】
※各サイトで「5 つのとびら」と検索してお求めください。
・
【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 12 月下旬発行
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13489
【イベント開催のご案内】
・オンライン日本語サロン研修会
再話を取り入れた読解活動―初中級クラスでの実践―
【基礎編；再話を取り入れた読解活動ってどんなもの？】
日時：3 月 20 日（土祝）10:00-12:00
講師：小河原義朗氏，木谷直之氏

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 3 回＞（全 3 回シリーズ）
オリジナル・ケース教材を考えてみよう
日時：3 月 28 日（日）10:00-12:00
講師：中野玲子氏，長崎清美氏
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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