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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
・徳山大学×インターカルト日本語学校 包括連携協定締結記念セミナー
「これからの日本語教師の可能性 地域の活性化を支える存在に」
日時：12 月 12 日（日）13：00-14：30
第一部：地域における日本語教師の可能性
講師：伊東祐郎氏(国際教養大学専門職大学院 日本語教育実践領域代表)
第二部：地域におけるリカレント教育としての日本語教師養成の意義
－山口県周南市の事例－
講師：立部文崇氏（徳山大学 経済学部准教授 地域共創センター長）
https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=300
□くろしお出版
・
【近刊】
『超基礎・第二言語習得研究』
奥野由紀子 編著 岩﨑典子/小口悠紀子/小林明子/櫻井千穂/嶋ちはる/
中石ゆうこ/渡部倫子 著
SLA 研究の基礎知識から最新の研究までを詳しく丁寧に解説した入門書。
SLA 研究の入り口にも，日本語教育の現場にも役立つ。
https://www.9640.jp/book_view/?884
・
【新刊】
『オンライン授業を考える ―日本語教師のための ICT リテラシー』
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
・
【オンラインイベント】
成長し続ける日本語教師をめざそう！
講師：横溝紳一郎 先生（西南学院大学外国語学部教授）
日時：2022 年 1 月 22 日（土） 14:00-15:30
https://www.9640.jp/events/6821/
□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 N3』
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
・
【既刊】
『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
・
【既刊】
『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
・
【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/
・
【近刊】
『絵本で教えるにほんご 外国につながりのある児童のための授業づくり』
野呂きくえ 著 1,760 円（税込） A5 判 12 月発売予定
外国人児童に絵本を使って楽しく日本語を教えるための教師用参考書。
絵本を使った授業の流れや絵本の選び方・使い方を解説し, さらに
『みんなの日本語』にも対応した初級日本語文法を約 50 取り上げ, 教え
方のヒントとおすすめの絵本を紹介する。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3914/
・
【アプリ】
『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
同名の書籍に対応するアプリ（iOS/Android 版）12 月リリース予定
ダウンロード無料 課金コンテンツ（税込 120 円「クイズ」モードのユニット 2～20）
無料で書籍に載っている各ユニットの漢字ことばの読み方（上ルビ）と意味（下ルビ，
翻訳）と発音が確認でき，クイズモードは各単語の上ルビと下ルビを問う問題形式で
1 課分は無料で利用可能。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4226/
・
【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。
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】
『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
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
・コミュニケーションに役立つ日本語支援を考えてみよう！
『アクセス日本語』を使って
日時：12 月 18 日（土）13:30-15:00（オープン 13:10）
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
最新のイベント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
=====================================================================
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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