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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】『はじめての日本語能力試験 N1 漢字 800』
アスク出版日本語編集部 編 1,980 円（税込）
日本語能力試験の N1 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，漢字語彙力を養うため約 1,700 の語彙を収録しました。覚えた
漢字は，試験形式の練習問題で復習（Web ドリル），試験対策に最適です。
https://www.ask-books.com/jp/jlptkanji/
□アルク
・【新刊】『キャラクターと学ぶ リアル日本語会話』
山本弘子・松尾恵美・増田アヤ子著
B5 判

音声 DL・教師用マニュアル付

2,420 円（税込）

４コママンガのキャラクターになりきって会話練習。リアルなやりとりの中で
の日本語表現を理解し，自分の思いを伝えられるようになります。会話の教材
としても，ボランティア教室でも楽しく使っていただけます。
https://www.alc.co.jp/entry/7021009
・【新刊】『どう教える？日本語教育「読解・会話・作文・聴解」の授業』
望月雅美著

B５判

2,530 円（税込）

技能別の授業、なんとなく進めていませんか。本書では授業のゴールに向けて
３ステップで授業を組み立てることを提案し，各ステップの活動も豊富に提案。
学習者や状況に合わせた授業を組み立てられるようになります。
https://www.alc.co.jp/entry/7021042
□くろしお出版
・【近刊】『オンライン授業を考える ―日本語教師のための ICT リテラシ―』
山田智久/伊藤秀明 編

対面授業からオンライン授業へと移行する今を記録し，これからの授業と
どのように向き合っていくべきかという未来への展望を提案。
https://www.9640.jp/book_view/?879
・【近刊】『構文と主観性』
天野みどり/早瀬尚子 編
「構文」の持つ全体性や形式と意味の固定化・慣習化，また実際の言語運用や
歴史的変化事象について，とりわけ「主観性」という観点から論じる。
https://www.9640.jp/book_view/?877
・【近刊】『点と線の言語学 ―言語類型から見えた日本語の本質』
影山太郎

著

多くの面で対照的な英語と日本語の文法・意味など言語構造の違いを，
〈点（個）
〉と〈線（つながり）〉という観点から整理しなおす。
https://www.9640.jp/book_view/?875
・【オンラインセミナー】
食文化で学ぶ上級日本語『めしあがれ』
―学んで，作って，食べてみよう―
講師：畑佐一味先生，福留奈美先生
日時：11 月 7 日（日） 9:00-10:30
https://www.9640.jp/events/6522/
□一般社団法人

Ｇｌｏｂａｌ８

・日本語教育学会秋季大会賛助会員ブース出展（11 月 27 日 16:10-16:40）
秋季大会では，コロナ禍環境で活用が進んだＣＯＩＬ（Collaborative Online
International Learning＜オンライン国際交流学習＞）型学習での OPIｃ活用
につき Zoom 討議します。大会特設ホームページで 11 月 19 日より事前紹介動画
（15 分版）公開予定です。
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/2021autumn-sanjo.pdf
□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『Japanese for Busy People Ⅰ』を活用した授業の方法
12 月４日（土）13:00-17:15 （15:00-15:15 休憩）
②『Japanese for Busy People Ⅱ』を活用した授業の方法
12 月 11 日（土）13:00-15:00
③『Japanese for Busy People Ⅲ』を活用した授業の方法
12 月 18 日（土）13:00-15:00
【受講料】①11,000 円（税込）

②③5,500 円（税込）

【お申込】10 月 18 日よりお申込み受付中。
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/
申込締切：①11 月 19 日（金）

②11 月 26 日（金）

③12 月 3 日（金）

□ジャパンタイムズ出版
・【新刊】『ミニストーリーで覚える JLPT 日本語能力試験ベスト単語 N3 合格 2100』
中俣尚己 編著

中俣尚己・加藤恵梨・小口悠紀子・小西円・建石始 著

1,430 円（税込）
JLPT N3 に合格するための単語帳。コーパス研究に基づき，複数の単語を「科学的に
よく出る組み合わせ」で例文にまとめて提示。試験でも日常生活でも本当に役に立つ
語彙力と読解力が同時に身につけられる。音声はダウンロードと YouTube で提供。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b592314.html
・【新刊】『リアルな会話で学ぶ にほんご初中級リスニング Alive』
鎌田修 監修

山森理恵・金庭久美子・奥野由紀子 著

2,860 円（税込）
聞き取りとコミュニケーションの力を同時に伸ばす，初中級向け聴解・会話教材。
初級で学習した文法・表現がカジュアルな話し言葉として使われている会話を聞き，
相手の話の要点を理解し、的確に聞き返したりあいづちを打ったりするために必要
な、リスニングのポイントをつかむ。音声はダウンロードで提供。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b592860.html
・【近刊】『全科目攻略！JLPT 日本語能力試験ベスト総合問題集 N3』
2021 年 12 月発売予定
五十嵐香子・金澤美香子・杉山舞 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，N3 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/b593577.html
・【動画コンテンツ】
「初級日本語 げんき【第 3 版】会話ビデオ」
げんき各課の「会話」が実写ビデオになりました。おなじみのキャラクター
がリアルな世界に登場します。げんきオンライン「学習者用ページ」から
無料でご覧いただけます。
https://genki3.japantimes.co.jp/en/student/dialoguevideo.html
・【デジタルコンテンツ】
げんきオンライン内ではげんきを使ったオンライン授業に役立つ教師向け

デジタルコンテンツを販売しています。詳しくは商品詳細ページをご覧ください。
https://genki3.japantimes.co.jp/shop/
□スリーエーネットワーク
・【近刊】『留学生のための近代文語文入門 －現代の日本と日本語を知るために－』
庵功雄 著
2,200 円（税込） B5 判 12 月発売予定
「古典語の知識がない留学生が基本的な文法を学ぶことで，語釈があれば文語文が
読めるようになる」ことを目指す教材。現代に通じるトピックの読解を通して，
近代から現代に至る日本の思想と日本語を深く理解する。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4066/
・【新刊】『日常会話で親しくなれる！ 日本語会話 中上級』
瀬川由美・紙谷幸子・安藤美由紀 著
1,980 円（税込） B5 判 好評発売中
普通体や縮約形，助詞の省略といった自然な表現，談話展開を学ぶ。ストーリー
仕立ての各場面にタスク・本文会話・表現・コミュニケーション上のポイント・
談話練習があり，日常会話の自然な日本語を身につける。英語・中国語訳付。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3330/
・【新刊】『10 の基本ルールで学ぶ 外国人のためのビジネス文書の書き方』
白崎佐夜子 著
1,540 円（税込） B5 判 好評発売中
ビジネス文書の基本となる社内文書のライティングに特化した教材。間違えやすい
10 のルールを確認し，作成頻度の高い日報・議事録などの構成を学び，実践力を養う。
英語・中国語・ベトナム語訳付。日本語中級レベル以上の学習者が対象。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4026/
・【教材紹介動画のご案内】
スリーエーネットワークの WEB サイトでは教材の内容や使い方を，著者自ら紹介する
「教材紹介動画」を公開しています。
（10 月新規公開『ＪＬＰＴ読解 N3 ポイント＆プラクティス』）
http://bit.ly/KyozaiShokaiDoga
□公益財団法人 日本漢字能力検定協会
・2022 年度「漢字・日本語教育研究助成制度」
漢字・日本語（国語）教育に関する研究活動を支援する制度です。
最長２年間の研究活動に対して，活動費の助成を行います。
・助成金額：50 万円以内
・応募締切：2022 年 1 月 14 日（必着）

助成制度の詳細は，下記のウェブページをご覧下さい。
https://www.kanken.or.jp/project/investigation/aid/2022.html
□凡人社
・【新刊】『私費外国人留学生のための大学入学案内 2022 年度版』
アジア学生文化協会 編集・発行
定価：2,530 円（税込）

10 月上旬発行

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13729
・【新刊】『2021 年度日本留学試験（第 1 回）試験問題』
日本学生支援機構 編著
定価：1,980 円（税込）

8 月下旬発行

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13689&pt=3
・【新刊】『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
【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
技能別授業の組み立て方からリフレクション（振り返り）まで
『どう教える？日本語教育 「読解・会話・作文・聴解」の授業』
日時：11 月 6 日（土）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
・凡人社オンライン日本語サロン研修会
学習者の「私らしく暮らす」をかなえる教室活動
『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』を中心に
日時：11 月 13 日（土）14:00-16:00

（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
・凡人社オンライン日本語サロン研修会
自分のことばで語るのはだれか
自分のテーマを持つこと、その力を身につけること

日時：12 月 4 日（土）14:00-15:30

（オープン 13:40）

定員：120 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研修会
文法の間違いをなくして、自信をもって日本語を使いこなすために
「日本語文法ブラッシュアップトレーニング」の使い方
日時：12 月 11 日（土）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
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
【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
□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「文法の授業」―教案⇒授業⇒テスト―」
日時：11 月 8 日～11 月 29 日，毎週（月）17：30-20：20，全 4 回
https://www.goi.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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