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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

日本語教員養成研究所

・通信コース開講記念第 3 弾 どうやって教えていますか？
JLPT 文法・読解 教える土台を作るセミナー
日時：7 月 10 日（土），7 月 24 日（土）両日とも

14：00-16：00

JLPT の文法や読解について，改めて考えてみませんか。
みなさんの教え方が本当に学習者の力を伸ばしているのか，
学習者の貴重な時間をもっと効果的に使うために，私たちはどう工夫できるのか。
これまでのやり方に固執することなく，学ぶチャンスです！
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=287
□一般財団法人

海外産業人材育成協会 (AOTS)

・ＡＯＴＳ「介護の日本語」講座 2021＠オンライン
日時：9 月 4 日（土）
・9 月 11 日（土）・9 月 18 日（土）
"実践的"な「介護の日本語」教授法をワークショップ形式で学びませんか？
申込受付 7/1～ 定員（20 名）に達し次第終了。
https://www.aots.jp/recruit/japanese-teacher/online-seminar/
□日本教育クリエイト

三幸日本語教師養成カレッジ

・検定試験対策講座無料体験セミナー（オンライン開催）
日時：7 月 4 日（日）
，7 月 18 日（日）10：00-11：30 ※２回は同内容。
https://www.sanko-nihongo.com/kentei/
□くろしお出版
・【新刊】『日本語教師教育学』
横溝紳一郎
教師の育成のために教師教育者に求められる力とは何か。養成課程から
現職教師の研修までをまとめた，著者の「学びの集大成」。
https://www.9640.jp/book_view/?863

・【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。
特設ページ：https://www.9640.jp/tobirabeginning/
・【新刊】『関係作りの日本語会話 ―雑談を学ぼう』
今田恵美/高井美穂/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】
一歩踏み込んだ「読み」の学習を仕掛ける ―『読む力』を使って
日時：8 月 22 日（日）14:00-16:30

＊7 月 12 日から申込受付開始予定

https://www.9640.jp/events/6228/
・【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―
日時：9 月 18 日(土) 14:00-15:30 ＊7 月 20 日から申込受付開始予定
https://www.9640.jp/events/6231/
□公益社団法人

国際日本語普及協会（AJALT）

・機関誌『AJALT』44 号発刊
6 月 10 日に機関誌『AJALT』44 号が発刊されました。巻頭インタビューは黛まどか氏，
特集は「文語の力再発見―表現のスパイス」です。日本語の資産である文語の現代
的な価値を探ります。
https://www.ajalt.org/about/bulletin/
・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.『Reading Road ~多様な日本を読む』を活用した授業の方法
8 月 11 日（水）18：30-20：30
2.『Japanese for Young People』シリーズ,『Wadaiko』を活用した授業の方法
8 月 14 日（土）13：30-17：45
3.『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
8 月 21 日（土）13：00-15：00
【受講料】1・3.

5,500 円（税込）

2.

11,000 円（税込）

【お申込】7 月 1 日よりお申込み受付。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：1.7 月 28 日（水）

2.7 月 30 日（金）

3.8 月 6 日（金）

□Ｊリサーチ出版
・【新刊】『日本語単語スピードマスターINTERMEDIATE2500』
（マレーシア語・ミャンマー語・フィリピノ語版）
日本語学習者必携，人気の「日本語単語スピードマスター」シリーズに，
新たにマレーシア語・ミャンマー語・フィリピノ語対訳版の中級編が登場！
日本語能力試験対策にも最適です。
https://www.jresearch.co.jp/book/b583123.html
□ジャパンタイムズ出版
・【新刊】『全科目攻略！JLPT 日本語能力試験 ベスト総合問題集 N1』
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、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
・【新刊】『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
4,180 円（税込）
『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
・【アプリ】
「GENKI Kanji for 3rd Ed.（げんき漢字アプリ）」
（Android 版）
『げんき第３版』の全漢字 317 字と漢字語彙約 1,100 語が学べる「げんき公式アプリ」
のアンドロイド版です。筆順動画や、漢字の音と形が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、耳からも学習できます。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b564244.html
・【デジタルコンテンツ】
「げんき教師用データ集」
げんきオンライン内でのダウンロード販売を開始しました。
以下の各コンテンツが購入できます。
https://genki3.japantimes.co.jp/shop/

・「初級日本語 げんき【第 3 版】会話場面イラスト集」I・II
各 2,200 円（税込）
各課の「会話」を紙芝居のようなカラーの場面イラストにした、音声付きの
スライド教材です。状況や話し手の感情を視覚的に示しながら、会話の導入
や練習ができます。
https://genki3.japantimes.co.jp/shop/products/01.html
・「カラー版 げんきな絵カード［第 3 版］」I・II
各 2,200 円（税込）
〈会話・文法編〉で学ぶすべての形容詞と動詞、およびイラストで表現できる
名詞・表現を、１単語１枚ずつのカラー絵カードにした PDF 教材です。
https://genki3.japantimes.co.jp/shop/products/03.html
・「初級日本語 げんき【第 3 版】ワークブック解答 PDF」
1,100 円（税込）
ワークブックのページに赤字で解答を入れた PDF です。クラスサイトに載せて
学生自身に答え合わせをさせることもできます。ワークブック I・II 全課分収録。
https://genki3.japantimes.co.jp/shop/products/05.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】『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 7 月下旬発売予定
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/
・【新刊】『ＪＬＰＴ文字・語彙Ｎ３ ポイント＆プラクティス』
本田ゆかり・前坊香菜子・菅原裕子・関裕子 著
1,320 円（税込） B5 判 好評発売中
実践的な問題を解き，間違えた問題はリストパートと解答・解説（英・中・ベト
ナム語訳）で確認。厳選された試験頻出語（約 500 語）を漢字（約 180 字）と一緒
に学ぶ。短期間で効率よく試験対策ができる一冊。

https://www.3anet.co.jp/np/books/3874/
・【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
□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【7 月 5 日（月）より出願受付開始】
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 6 月中旬より販売
http://www.jees.or.jp/jltct/index.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研修会
書くことを楽しむ作文授業
～『おしゃべりしながら

書くことを楽しむ中級作文』を使って～【第 2 回】

講師：杉浦千里氏，木戸光子氏
日時：7 月 11 日（日）10:00-12:00（オープン 9:40）
※終了後、20 分程度の質疑応答／懇談タイムを設ける予定です。
定員：100 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：無料
・凡人社オンライン日本語サロン講座
共にくらすために，ことばの教育からのアプローチ
―『多文化社会で多様性を考えるワークブック』を使って
＜第 1 回＞
講師：新井久容氏，有田佳代子氏
日時：7 月 17 日（土）14:00-15:30（オープン 13:40）
定員：250 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：無料
※本イベントの「第 2 回」は定員に達したため応募を締め切りました。
・凡人社オンライン日本語サロン研修会
まだまだ広がる「やさしい日本語」!
講師：岩田一成氏
日時：8 月 22 日（日）10:00-11:30

(オープン 9:40)

定員：250 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：無料

★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
・【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
□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

参加者募集中

「多重シラバスについて考える ー中上級学習者のための学習項目を洗い出せる力ー」
日時：7 月 16 日（金）～9 月 10 日（金）［8 月 13 日は休講］
毎週金曜日（全 8 回）17：30-20：20
https://www.labo-jli.com/
=====================================================================
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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