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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】
『Decoding the Japanese Mind through Expressions
(日本人の心がわかる日本語：英訳版)』
原著者：森田六郎,翻訳監修：田崎清忠,
翻訳者：Mari Williams/Daniel M. Williams 2,090 円（税込）
日常よく使われる言葉から日本人の考え方に迫る『改訂新版 日本人の心が
わかる日本語』英訳版。単なる日本語の英訳版ではなく,英語話者にとって
わかりにくいと感じる箇所について,説明を細かくして翻訳しました。
https://www.ask-books.com/978-4-86639-455-8/
□アルク
・
【新刊】
『改訂版 日本留学試験模擬テスト 3 回分 文系編』
東京国際ビジネスカレッジ神戸校／時事日本語学院 著
日本留学試験（EJU）本試験と同レベルの模擬テストを 3 回分収録しました。
文系編は日本語（記述，読解，聴読解，聴解）に加え，総合科目と数学
コース１をコンプリート！ダウンロード特典の詳細解説付き。
https://www.alc.co.jp/entry/7021067
・【新刊】
『改訂版 日本留学試験模擬テスト 3 回分 理系編』
東京国際ビジネスカレッジ神戸校／時事日本語学院 著
理系編は日本語（記述，読解，聴読解，聴解）
，理科（物理，化学，生物）
，

数学コース２の模擬テスト 3 回分が収録されています。日本語「読解」の
解説では問題のタイプ別に解き方を指南。受験者必携の一冊です。
https://www.alc.co.jp/entry/7021068
□くろしお出版
・
【新刊】
『語彙ドン！[vol.2] ―大学で学ぶためのことば』
石澤徹/岩下真澄/桜木ともみ/松下達彦 著
大好評語彙教材のシリーズ第 2 巻。Vol.1 に続き，日本語学術共通語彙の
うち 600 語を楽しく繰り返し練習し，身につける。
https://www.9640.jp/book_view/?883
・
【新刊】
『日本語を教えるための教授法入門』
深澤のぞみ/本田弘之 編著 飯野令子/笹原幸子/松田真希子 著
日本語教授法の教育理念や知識を理解し，授業でどのように実践するか
まで，手順をおって学べる。具体的な日本語の教え方が満載。
https://www.9640.jp/book_view/?882
・
【新刊】
『超基礎・日本語教育のための 日本語学』
太田陽子 編著 嵐洋子/小口悠紀子/清水由貴子/中石ゆうこ/濱川祐紀代/
森篤嗣/栁田直美 著
従来の「日本語学」を日本語教育の視点でとらえ直し，わかりやすく解説。
実用的な項目を深め，日本語教育の現場にすぐに役立つ必携書。
https://www.9640.jp/book_view/?885
・
【新刊】
『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】
『五感で楽しむ食の日本語』
ポリー・ザトラウスキー 編
日本語学，会話分析，日本語教育，文学等の様々な分野からオノマトペや
会話中の食の 描写といった食と日本語について考察。
https://9640.jp/book_view/?874

□ジャパンタイムズ出版
・
【新デジタルコンテンツ】
「初級日本語げんき 会話場面イラスト集 動画版」1・2
各 22,000 円（税込）
テキストの「会話」の付属音声と，おなじみのキャラクターたちのカラー
イラストを組み合わせた紙芝居風の動画集。6 月に発売したスライド教材
「会話場面イラスト集」のイラストをベースに，場面の切り替えや効果音，
情景イラストを加え，課ごとに１本の動画仕様にしました。会話の導入時
に流す，学生の自主学習として視聴させる，聞き取り練習に活用するなど，
「会話」の教え方の幅が広がります。
https://genki3.japantimes.co.jp/shop/products/07.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
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『ＪＬＰＴ読解 N4 ポイント＆プラクティス』
清水知子・福岡理恵子・熊田道子 著
『ＪＬＰＴ聴解 N5 ポイント＆プラクティス』
初鹿野阿れ・大木理恵・中村則子・田代ひとみ 著
各 1,320 円（税込） B5 判 3 月発売予定
「JLPT ポイント&プラクティス」シリーズは，試験合格に必要なポイントを
短期間で効率的に学べる対策問題集。実際の試験形式の問題には，英・中・
越語訳付の解説があるため，正答の導き方をしっかりと押さえることができ
る。独習の方にもおすすめ。
［読解 N4］https://www.3anet.co.jp/np/books/3866/
［聴解 N5］https://www.3anet.co.jp/np/books/3888/

・
【近刊】
『改訂版 中級からはじめる ニュースの日本語 聴解 40』
瀬川由美・紙谷幸子 著
2,200 円（税込） B5 判 3 月末発売予定
改訂に伴い 40 課のうち 28 課を刷新。ニュースの内容は，経済・政治・生活など。
ニュースを聞いてタスクを行いながら，構成と内容を理解する練習をし，
聞き取りができるようになることをめざす。英・中・韓国語訳付で音声は Web で配信。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3703/
・
【新刊】
『ゲンバの日本語 単語帳 ＩＴ 働く外国人のためのことば』
『ゲンバの日本語 単語帳 建設・設備 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
各 990 円（税込） A5 変型判 好評発売中
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、各分野別語彙を厳選し、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。
※iOS/Android 対応の音声アプリを 2 月上旬公開予定（見出し語の音声が無料
で聞ける。翻訳表示は各 120 円）
。
［ＩＴ］https://www.3anet.co.jp/np/books/4238/
［建設・設備］https://www.3anet.co.jp/np/books/4236/
・
【教材紹介動画のご案内】
スリーエーネットワークの Web サイトでは著者自ら教材の内容や使い方を紹介する
「教材紹介動画」を公開しています。
（2 月公開予定『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』）
http://bit.ly/KyozaiShokaiDoga
□凡人社
・
【新刊】
『いい加減な日本語』
堤良一 著
定価：1,650 円（税込）1 月 11 日発売
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13785
・
【新刊】
『2021 年度 日本留学試験（第 2 回）試験問題』
日本学生支援機構 編著
定価：1,980 円（税込）

1 月 31 日発売

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13797

・
【新刊】
『第二言語としての日本語の習得研究 第 24 号』
第二言語習得研究会 編著
定価：1,650 円（税込）

12 月 1 日発売

https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13774
【イベント開催のご案内】
https://www.bonjinsha.com/wp/event
・凡人社オンライン日本語サロン講座
日本語教師の成長スイッチ

―当たり前を問い直そう！―

日時：第 2 回：2 月 18 日（金）19:00-21:00（オープン 18:45）
「教室活動の『当たり前』を考えよう」
第 3 回：3 月 4 日（金）19:00-21:00（オープン 18:45）
「教師の役割の『当たり前』を考えよう」
第 4 回：3 月 19 日（土）14:00-17:00（オープン 13:40）
「評価の『当たり前』を考えて、さらなる成長につなげよう」
定員：各 200 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：3,000 円（税込。2～4 回セットの価格です）
※第 1 回は 1 月末に終了しました。
・凡人社オンライン日本語サロン講座
生教材を使った初級への日本語教育試案
日時：2 月 19 日（土）10:00-12:00 （オープン 9:40）
定員：50 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：2,000 円
・凡人社オンライン日本語サロン研修会
初中級学習者が雑談に参加するリスニング力を育むために
～『リアルな会話で学ぶにほんご初中級リスニング Alive』を使って～
日時：2 月 19 日（土）16:00-17:30 （オープン 15:40）
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（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
「中上級レベルの語彙・文法・読解の練習／テストの作り方」
日時：2 月 7 日（月）～2 月 28 日（月）毎週月曜（全 4 回）17：30-20：20
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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＜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＞ 2022 年 2 月 1 日
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