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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】『日本人の心がわかる日本語[改訂新版]』 

  森田六朗 著 1,900 円＋税 

  「世間」「けじめ」「空気を読む」など,よく使われることばの説明を通 

 して,日本人の感性や日本文化が学べます。初版発売後 10 年間の日本社会 

 の変化に対応し,用語や説明などを修正しました。英・中・韓国語訳付き。 

 https://www.ask-books.com/9784866393773-2/ 

 

・【新刊】『はじめての日本語能力試験 N2 漢字 550』 

 アスク出版日本語編集部 編 1,700 円＋税 

 日本語能力試験の N2 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/jp/jlptkanji/ 

 

□インターカルト日本語学校 

・日本語教師養成講座通信コース 開講記念  

 「日本語教師のための can-do statements“3W1H”ブラッシュアップセミナー」 

◆「Can-do 型授業は，日本語学校でも地域の日本語教室でもできるんです。」 

 『Weekly J』シリーズ著者 秋山信子によるさまざまな現場で使える『～が 

 できる』ようになる Can-do 型授業の進め方についてのセミナー。 

 日時：4 月 3 日（土）13：00-15：00（オンラインセミナー） 

 https://www.kokuchpro.com/event/2b5077dac705d4f23d1f2a78a4aed27a/1560185/ 

 

◆「『オンラインは当たり前』がもたらす”これから”を考える！」 

 アメリカでの事例を問題提起として，インターカルト日本語学校校長の加藤が 

  モデレーターとなり，タイ，マレーシアの日本語教育関係者と今後の展望について 



 語ります。 

  日時：4 月 4 日（日）13：00-15：00（オンラインセミナー） 

  https://www.kokuchpro.com/event/2b5077dac705d4f23d1f2a78a4aed27a/156018 

 

◆「たくさんある語彙，どうやったら 効率よく身につけさせられる？」 

 『きらり☆日本語』シリーズ著者齋藤美幸が語彙の授業について，きらり☆日本語 

 を使った効果的で楽しい語彙の授業について自身の実践と工夫を交えて講義します。 

 日時：4 月 10 日（土）13：00-15：00（オンラインセミナー） 

 https://www.kokuchpro.com/event/2b5077dac705d4f23d1f2a78a4aed27a/1560192/ 

 

□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 

  [インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版]』 

 斎藤仁志/深澤道子/掃部知子/酒井理恵子/中村雅子/吉本惠子 著 

 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/?858 

 

・【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 著 

 「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 

 

・【ウェブサイト公開】日本語学習者向け WEB サイト『日本語多読道場』 

 紀行的なもの，あるいはグルメ情報など，学習者が興味を持つ日本に 

 ついての読み物をレベル別に掲載。PC やスマホで気軽に読める。 

 https://www.yomujp.com/ 

 

□公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT） 

・AJALT 著作教材電子書籍化 

 『Japanese for Busy People (以下、JBP) I』に続き，3 月 3 日に 

  『Japanese for Professionals Revised Edition』が電子書籍化されました。 

  4 月 7 日に『JBP Ⅱ』，5 月 5 日に『JBP Ⅲ』も電子書籍化される予定です｡ 

  https://www.ajalt.org/textbook/#01 



□三修社 

・『ねっこ日日学習辞書 動詞・形容詞 300』の紹介動画を YouTube で限定公開中（16 分 13 秒） 

 『ねっこ』は，初級の日本語教科書で一度は見たことがある基本的な語彙を， 

 もっと自由に，様々な場面で使えるようになりたい人のための日日学習辞書です。 

 この辞書の詳しい内容を動画でご紹介しています。 

 https://www.youtube.com/watch?v=OQfKjn3RVkw 

 

・『まるごと』のバーチャル背景ができました！ 

 「コロナ禍にある学習者を日本語教材のキャラクターで励まそう」という企画に 

 賛同した国際交流基金が、『まるごと』のバーチャル背景を公開しています。 

 明るく盛れる仕上がりです。ぜひご利用ください。 

 https://www.marugoto.org/news/2021/#nw0301_1 

 

□ジャパンタイムズ出版 

・【アプリ】「GENKI Kanji for 3rd Ed.」（iOS 版/Android 版） 

 『げんき（第 3 版）』の全学習漢字 317 字と漢字語彙約 1100 語が，自分の 

 ペースで学べるアプリです。筆順ビデオや，漢字の音と形を記憶できる 

 イラストとストーリーを見ながら，苦手な漢字もしっかり覚えられます。 

 漢字語彙はすべて音声付きで，耳からの学習も可能。 

 https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b564244.html 

 

・【ウェブサイト】『４技能でひろがる中級日本語カルテット』専用サイト 

 「読む・書く・話す・聞く」のスキルをバランスよく伸ばす『４技能で 

 ひろがる中級日本語カルテット』（坂本正 監修 安井朱美・井手友里子・ 

 土居美有紀・浜田英紀 著）の専用サイトができました。著者による紹介 

 動画やよくある質問，授業に役立つリソースライブラリなどがわかりやす 

 くまとまっています 

 https://quartet.japantimes.co.jp 

 

・【近刊】『JLPT 日本語能力試験 ベスト総合問題集 N1』 

 1,800 円＋税（予価） 2021 年 5 月 20 日発売予定 

 五十嵐香子・金澤美香子・杉山舞・佐藤茉奈花・植村有里沙 著 

 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き方の解説つきで、N1 に合格できる実力を着実に 

 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。聴解音声はダウンロードで提供。 

  

□スリーエーネットワーク 

・【近刊】『改訂版 日本語教師のための新しい言語習得概論』 

 小柳かおる 著 

 1,760 円（税込） A5 判 5 月上旬発売予定 

 言語習得研究における「教室習得」をメインに紹介。第一言語習得研究， 



 第二言語習得研究の過去から現在までの様々な「理論」や「アプローチ」 

 を取り上げて解説。改訂に際し、最新の知見を取り入れました。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/4831/ 

 

・【近刊】『ゲンバの日本語 単語帳 製造業 働く外国人のためのことば』 

 一般財団法人海外産業人材育成協会 著 

 990 円（税込） A5 変型判  5 月上旬発売予定 

 日本語初級レベルの働く外国人向け「ゲンバの日本語」シリーズの単語帳。 

 職場の共通基礎語彙，製造業の分野別語彙を厳選。現場で想定される例文 

 も収録。英・中・越・泰・インドネシア・ミャンマー語訳付き。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/4234 

 

・【近刊】『ＪＬＰＴ聴解Ｎ４ ポイント＆プラクティス』 

 田代ひとみ・初鹿野阿れ・大木理恵・中村則子 著 

 1,650 円（税込） B5 判 4 月発売予定 

 短期間で聴解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・話しことば，イントネーションなどをまとめたリスト 

 パートの３部で構成。日・英・中・越語の解説付。ＣＤ２枚付。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/3886 

 

・【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 

 

 新たに下記タイトルの教材紹介動画を公開いたしました。 

 『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 

・【大阪店】一部営業再開のお知らせ 

 大阪店は一部の営業を再開します。予約の仕方，OPEN デーは 

 以下のページでご確認ください。 

 https://www.bonjinsha.com/wp/osaka 

 

（１）来店予約制による営業 

   予約可能日時：月～土曜 10:00～18:00 

（２）月に数度、特別 OPEN デーによる営業（不定期） 

 

・【麹町店】麹町店は引き続き臨時休業中です。 

 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】『介護の専門日本語 介護福祉士国家試験合格をめざす人のために』 

 西郡仁朗 監修 奥村匡子，野村愛，石井清志 著 

 定価：3,080 円（本体 2,800 円+税 10%） 2 月下旬発行 

  https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13523 

   

・【新刊】『日本語学習者のための 読解厳選テーマ 10 ［上級］』 

 清水正幸 著 

 定価：2,200 円（本体 2,000 円+税 10%） 3 月下旬発行 

  https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13562 

  

・日本語 5 つのとびら 初級編 第 3 版 

 【Kindle 版】【GooglePlay Books 版】1 月下旬発行 

 ※各サイトで「5 つのとびら」と検索してお求めください。 

  

・【イベント開催のご案内】 

 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。 

 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 

＜発行者＞  公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/ 

＜編集者＞  広報委員会 

＜発行年月＞ 2021 年 4 月 1 日 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 


