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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/ 

 

□アルク 

・【新刊】『生活者としての外国人向け 私らしく暮らすための日本語ワークブック』 

 深江新太郎 著 2,300円＋税 

  ※教師（パートナー）用ガイド PDF無料ダウンロード付き 

 地域の日本語教室で使うのに最適なワークブック。「希望に沿った病院 

 が選べる」「なりたい髪型が伝えられる」というような，日本で暮らす 

 外国人の望みをかなえる日本語から学びます。英・中・ベトナム・ポル 

 トガル語訳付き。 

 https://www.alc.co.jp/entry/7021030 



 

・【新刊】『改訂版 耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニング N1』 

 安藤栄里子/惠谷容子/阿部比呂子 著   2,200円＋税 

 日本語能力試験N1レベルの主要語彙 1,170語を総合的にマスターするための 

 語彙対策本の改訂版。デザインを見やすく調整，例文を一部修正，ベトナ 

 ム語訳を追加し，音声がmp3ダウンロードになりました。 

 https://www.alc.co.jp/entry/7021014 

 

・【新刊】『改訂版 耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニング N2』 

 安藤栄里子/惠谷容子/阿部比呂子 著  2,200円＋税 

 日本語能力試験N2レベルの主要語彙 1,160語を総合的にマスターするための 

 語彙対策本の改訂版。デザインを見やすく調整，例文を一部修正，ベトナ 

 ム語訳を追加し，音声がmp3ダウンロードになりました。 

 https://www.alc.co.jp/entry/7021015 

 

・【新刊】『改訂版 耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニング N3』 

 安藤栄里子/惠谷容子/飯嶋美知子 著  2,200円＋税 

 日本語能力試験N3レベルの主要語彙 876語を総合的にマスターするための 

 語彙対策本の改訂版。デザインを見やすく調整，例文を一部修正，ベトナ 

 ム語訳を追加し，音声がmp3ダウンロードになりました。 

 https://www.alc.co.jp/entry/7021016 

 

□インターカルト日本語学校 日本語教員養成研究所 

・日本語教育能力検定試験 スタートダッシュセミナー 

 日本語教育能力検定試験対策コース指導歴 30年のベテラン講師が 

 検定試験合格に導く勉強方法，試験の全体像を解説します。 

 講師：池田悠子  

 日時：6月 12日（土）10:30-11:30 参加費無料・オンライン開催 

 https://www.incul.com/jpyosei/news.php?id=250 

 

・インターカルト日本語教師養成講座日本語教育能力検定試験対策 

 コース（全オンライン） 

 本講座では過去問の傾向を把握しつつ日本語教育の 3領域 5区分の 

 基礎力をつけ，多方向の角度から数年に渡って出題される問題が 

 何を問うているか推測する力をつけます。 

 https://www.incul.com/jp/yosei/test_preparation.php 

 

 



□一般財団法人 海外産業人材育成協会(AOTS) 

・【新刊】『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』 

 一般財団法人海外人材育成協会 著  1,200円＋税 

 初級レベルの日本語学習者でも研修・就労場面に特化して「話す」 

 「聞く」ための練習ができる教材。補助教材として動画，音声，語彙 

 リスト（英語・中国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語）が無料 

 で使えます。同応用編も発売中。 

 基礎編 https://www.3anet.co.jp/np/books/4230/ 

 応用編 https://www.3anet.co.jp/np/books/4232/ 

 

□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 

 

□一般社団法人Ｇｌｏｂａｌ８ 

・日本語コミュニケーションテスト「OPIｃ日本語」のサイトナビゲーション 

 を独立設置しました。 

 http://global8.or.jp/opic_j.html  

 日本語教育学会春季大会（5月 22日）の Zoom出展（討議会）に先立ち， 

 大会特設ホームページで 5月 14日より事前紹介動画（15分版）を公開予定です。 

 http://global8.or.jp/posts/opic_j1.html 



 

□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『あたらしいじっせんにほんご』を活用した授業の方法（入門編） 

   5月 15日（土）13：00～15：00（受付終了） 

 ②『あたらしいじっせんにほんご２』を活用した授業の方法（ステップアップ編） 

   5月 15日（土）15：30-17：30（受付終了） 

 ③『かんじだいすき』シリーズ（学年別編）を活用した授業の方法 

   5月 29日（土）10：00-12：00 

 ④『かんじだいすき』シリーズ（教科編）を活用した授業の方法 

   5月 29日（土）13：00-15：00 

 【受講料】各回 5,500円（税込） 

 【お申込】ただいまお申込み受付中です。当協会ホームページからお申し込みください。 

      https://www.ajalt.org/teach/teacher/ 

 【締 切】5月 10日（月）17時 ＊①②は受付を終了しました。 

 

□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 

 

□ジャパンタイムズ出版 

・【近刊】『初級日本語 げんき【第 3版】教師用ガイド』 

 坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 著 

 定価 4,180円（10％税込） ISBN978-4-7890-1734-3 

 『初級日本語げんき［第 3版］』の教え方がわかる教師用指導書です。テキストの 

 全練習について，導入例，文法上の留意点、練習を行う上での留意点，応用例を 

 詳しく解説します。別冊解答付き。※本書には CD-ROMは付属しません。 

 https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b577477.html 

 

 

 

 

 



・【近刊】『初級日本語 げんき【第 3版】』教師用データ集 

 坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 著 

 カラー化した「げんきな絵カード」，「会話」をイラストで見せる音声付きスライド 

 教材，第２版教師用指導書の付属 CD-ROM内コンテンツの一部など，教師をサポート 

 するデジタル教材をげんきオンラインでダウンロード販売します。 

 ５月末より順次販売開始予定。 

 https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/news/n40542.html 

 

・【近刊】『JLPT日本語能力試験 ベスト総合問題集 N1』 

 1,980円（10%税込） ISBN978-4-7890-1781-1 

 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、N1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/b570440.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。 

 英語ページも追加されました。 

 https://quartet.japantimes.co.jp 

 

□スリーエーネットワーク 

・【近刊】『上下ルビで学ぶ 介護の漢字ことば』 

 にほんごの会企業組合 著 

 1,650円（税込） B5判 5月中旬発売予定 

 基本的な介護の漢字語（入浴、褥瘡など）373語を収録。漢字語の上に読み方， 

 下にやさしい言い方（意味）をひとまとめにし，覚えやすくしました。会話， 

 介護記録で使用される例文も併記。一部の語彙に英・中・越・インドネシア語訳付。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/4226/ 

 

 

 

 

 



・【新刊】『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/ 

 

・【新刊】『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。 

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

 

・【新刊】『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 好評発売中 

 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。 

 『新完全マスター読解 日本語能力試験 N1』『同 N2』『同 N3』『同 N4』 

 ※5月中旬公開予定『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』 

『同 応用編』 

 

 

 

 



□ひつじ書房 

・【新刊】『統計で転ばぬ先の杖』 

 島田めぐみ・野口裕之 著 1,400円＋税 2021年 3月発売 

 

  統計分析を使った論文で「やってはいけない」こと，気をつけるべき注意点 

 を解説。図表・記号の書き方から検定結果の報告の仕方まで，統計分析を使 

 うための必須知識。 

 https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1028-4.htm 

 

 

・【新刊】『アジアに広がる日本語教育ピア・ラーニング 

  -- 協働実践研究のための持続的発展的拠点の構築』 

 協働実践研究会 池田玲子 編 3,000円＋税 2021年 2月発売 

 

  中国・台湾・韓国・タイ・モンゴル・マレーシア・インドネシア。その国の 

  人や文化にあったピア・ラーニングとは？ 教師達の学びと実践の報告。 

 日本語教師に必読の書。 

 https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1088-8.htm 

 

 

・【新刊】『日本語学習者による多義語コロケーションの習得』 

 

  大神智春 著 6,800円＋税  2021年 2月発売 

 

  学習者がコロケーション習得の際に形成する中間言語を解明し， 

 コロケーションの習得過程を明らかにする。また研究結果をコロケーションの 

 教材開発に活かすことを目指した。 

 https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1067-3.htm 

 

□凡人社 

【イベント開催のご案内】 

・凡人社オンライン日本語サロン講座 

 ベトナム人に対する音声指導 

 日時：6月 12日（土）14:00-16:00 

 講師：河野俊之氏 

 会場：オンライン（ZOOM） 

 参加費：2,000円（税込）（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 

  

【店舗営業のお知らせ】 

  ＜大阪店＞ 

  大阪店は予約のお客さまのみとさせていただいています。 

  予約のしかたは以下のページでご確認ください。 

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

 

  ※4月から開始予定だった OPENデーは，大阪府における 

  新型コロナウイルスの感染拡大にともない中止しています。 

 

  ＜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】『『日本がわかる、日本語がわかる』準拠 

 文字・語彙・文法を学ぶための実践練習ノート』【日本語能力試験N1 対応】 

 田中祐輔 編著 牛窪隆太，陳秀茵，森篤嗣，小口悠紀子，張ユエ（＊ユエは「王」偏に月）著 

 定価：1,650円（税込） 4月下旬発行 

   https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13585 

   

・【新刊】『令和 2年度日本語教育能力検定試験 試験問題』 

 日本国際教育支援協会 編著 

 定価：1,540円（税込） 4月下旬発行 

  https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13586 

   

・【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 

  

 



・【新刊（電子書籍）】 

 『文化初級日本語 テキスト I 改訂版』 

 『文化初級日本語 テキスト II 改訂版』 

 【Kindle版】【GooglePlay Books版】1月下旬発行 

 ※各サイトで「文化初級」と検索してお求めください。 

  

□公益財団法人ラボ国際交流センター ラボ日本語教育研修所 

・日本語教師スキルアップ オンライン講座 

 「中上級レベルの教え方 ―オンライン授業での「音読」を考える―」 

 日時：5月 12日（水）～6月 2日（水）毎週水曜 17：30-20：20（全 4回） 

 受講料 13,500円（税込み） ＊学割：10,000円 

 http://www.labo-nihongo.com/wprs/skill-up2/ 

  

===================================================================== 

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 5月 1日 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 

 

 

 

 

 

 

 


