
公益社団法人日本語教育学会  http://www.nkg.or.jp 

◆◇◆ＮＫＧメールマガジン◆◇◆【NKG・MM】2022.4_2賛助会員情報 

 

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

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】『日本留学試験 (EJU) 模試と解説 読解・記述』 

  吉川達 著 2,200円（税込） 

 最新の出題傾向に対応した日本留学試験対応の模試本。「読解と記述」 

 6回分の模擬試験と，その解説を収録。「出題内容の分析と対策」に加え 

 詳しい解説付きで，教室活動はもちろん，独習でも活用できます。 

 https://www.ask-books.com/jp/eju/ 

 

□アルク 

・【新刊】『改訂版 日本語の教え方 ABC』 

 寺田和子／三上京子／山形美保子／和栗雅子／三好裕子 著 

 はじめて教える方の「どうやって教える？」にお答えします。初級日本語基本文型 

 の文法知識，導入，練習を知れば，これ一冊で授業作りの初歩がわかります。 

 DL特典「お役立ちシート」もぜひ授業で活用してください！ 

 https://www.alc.co.jp/entry/7022016 

 

□くろしお出版 

・【近刊】『新・シャドーイング 日本語を話そう！ 中～上級編  

 [英語・中国語・韓国語訳版]』 

 リアルな日本語が自然に身につくシャドーイング教材が大幅改訂。 

 各ユニットの会話が増え，音声はWEBダウンロードに。 

 https://www.9640.jp/book_view/?899 

 



・【近刊】『複数の言語で生きて死ぬ』 

 山本冴里 編 

 地球には 7000もの言語があって，複数の言語を使う人がたくさんいる。 

 言語の境界に生きることを題材に人間の葛藤や出来事を描く。 

 https://www.9640.jp/book_view/?890 

 

・【近刊】『移動とことば 2』 

 川上郁雄/三宅和子/岩崎典子 編 

 当事者の経験と記憶の語りによって「移動とことば」研究の可能性を 

 広げていく。移動に生きる人々の生を探究する野心的な論考を収録。 

 https://www.9640.jp/book_view/?896 

 

・【新刊】『現代日本語における形容詞の連用用法  

  ―外面性／内面性に着目して』 

 永谷直子 著 

 「どのような場合にどのような形容詞が，連用形でふるまえるのか」 

 という問いのもと具体的な事例をあげ形容詞の連用用法を記述する。 

 https://www.9640.jp/book_view/?895 

  

・【新刊】『オンライン国際交流と協働学習 ―多文化共生のために』 

 村田晶子 編著 

 様々な分野の教育研究者によるオンラインの国際協働学習の実践を， 

 学習デザイン，学びのプロセス・意義など多角的な視点から分析する。 

 https://www.9640.jp/book_view/?892 

 

・【新刊】『「ことば」の学びに寄り添う日本語教育 

  ―「学習と人生のつながりの軸」の形成と意識化をめざして』 

 山内薫 著 

 「使うあてのない日本語」を学ぶ学習者は学びをどのように意味づけ， 

 人生に位置づけるのか。彼らの移動性に注目し，その語りに迫る。 

 https://www.9640.jp/book_view/?893 

 

・【新刊】『言語コミュニケーションの多様性』 

 窪薗晴夫/朝日祥之 編 

 AI研究や言語資源を活用した研究，また日本語学習者や発達障害児に 

 焦点を当てた研究等で，言語とコミュニケーションの関係に迫る。 

 https://www.9640.jp/book_view/?894 

 



・【オンラインセミナー】 

 もう一度「教科書」について考えてみよう！ 

 ―日本語を教えるための教材研究入門 

 講師：深澤のぞみ 先生，本田弘之 先生 

 日時：5月 15日（日） 14:00-16:00 

 https://www.9640.jp/events/7773/ 

 

□三修社 

・【新刊】『漢字マスターN2 改訂版』 

 アークアカデミー編著／1,800円＋税／184頁 2色 

 中級・中上級の学習者向け。生活・教育・社会・政治等カテゴリー別に分類し， 

 徐々に難易度が上がる提出順序で，日常生活だけでなくニュースや雑誌で目に 

 する漢字・語彙も無理なく習得できます。 

  https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384059625/ 

 

□ジャパンタイムズ出版 

・【ジャパンタイムズ出版の JLPT対策シリーズ】 

 『JLPT日本語能力試験ベスト模試』 

  慎重に吟味された問題を本試験形式で３回分収録した日本語能力試験の模擬試験集シリーズ。 

  一歩踏み込んだ解説つきで，合格を目指すと同時に本物の日本語力を養う。 

  試験問題が１回ごとの冊子になっているので，本番同様に練習できる。 

 N1：2090円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b454187.html 

 N2：2090円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b454188.html 

 N3：2090円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b481498.html 

 N4：1980円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b505858.html 

 N5：1870円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b505861.html 

 

・『全科目攻略！ JLPT日本語能力試験ベスト総合問題集』 

 １冊に JLPT全試験科目の問題を収録した総合問題集。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。充実の問題数（試験５回分）で，合格できる 

 実力を着実に養成。英語、中国語，ベトナム語，ロシア語の解説をダウンロードで提供。 

 N1：1980円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b570440.html 

 N2：1980円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b588374.html 

 N3：1980円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b593577.html 

 ※N4，N5は 2022年８月発行予定。 

 

・『ミニストーリーで覚える JLPT日本語能力試験ベスト単語』 

 JLPT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。英語，中国語簡体字， 

 ベトナム語訳つき。 

 N3：1430円（税込） https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b592314.html 

 ※N4を 2022年５月，N2を 2022年 10月に発行予定。 

 

□スリーエーネットワーク 

・【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 4月中旬発売予定 

 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/ 

 

・【近刊】『新完全マスター単語 日本語能力試験N4 重要 1000語』 

 石井怜子 監修 塩田安佐・田中和佳子・青柳方子・木村典子・細井和代・ 

 守屋和美・山崎洋子・米原貴子 著 

 1,760円（税込） A5変判 4月中旬発売予定 

 厳選した 1000語を品詞やカテゴリーごとに豊富な例文とともに掲載。読み物の 

 ページでは，学習した単語が文章の中でどのくらい理解できるか確認できる。 

 英・越・中の３ヵ国語訳付き。音声無料アプリも配信。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/3666/ 

 

・【近刊】『タスクベースで学ぶ日本語 中級１ 

 Task-Based Learning Japanese for College Students』 

 国際基督教大学 教養学部 日本語教育課程 著 

 2,200円（税込） B5判 5月上旬発売予定 

 初級学習を終えた大学生のための中級前期の総合教材。クラスメートと対話する 

 タスクを通じて，日本語の力を高め、テーマについての理解や思考も深める。 

 各課にはテーマに基づいた 3ステップのタスクがある。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/4040/ 

 

・【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。 

 （新規公開『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 



 

・【リーフレットのご案内】 

 「みんなの日本語」シリーズや日本語能力試験，日本留学試験，BJTビジネス 

 日本語能力テストの対策教材を詳しくまとめた小冊子の電子版を無料公開しました。 

 https://www.3anet.co.jp/leaflets.html 

 紙の小冊子でご覧になりたい方も無料でお届けいたします（国内のみ）。 

 

□大修館書店 

・【近刊】『＜学習者からの質問に学ぶ＞  

 日本語文法を教えるためのポイント 30 中上級編』 

 高嶋幸太・関かおる著，A5判並製，240頁，2,420円（税込），５月刊行予定 

 学習者がつまずきやすい 30の文法ポイントを厳選した，日本語教師向けの指導参考書。 

 同著者らによる『<初級者の間違いから学ぶ>日本語文法を教えるためのポイント 30』 

 （https://www.taishukan.co.jp/book/b341469.html）の続編。 

 学習者からよく挙がる質問（「学生向き」と「学生向け」の違いは何か？など）を 

 もとに，文法解説と豊富な会話例のほか，練習問題実例集を掲載。 

 詳細は近日中に https://www.taishukan.co.jp/book/b603018.html に掲載。 

 

□凡人社 

・【新刊】『日本語で PEACE CLIL実践ガイド』 

 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：2,750円（税込）3月下旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13837 

  

・【新刊】『令和 3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）3月下旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13849 

 

・【新刊】『日本語教育ができること、そしてことばについて 

 金田一秀穂先生と学んで ―教授退職記念論文集―』 

 松井一美，設樂馨，鈴木美穂 編著 

 定価：3,520円（税込）3月上旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13819 

  

 

 



・【新刊】『いい加減な日本語』 

 堤良一 著 

 定価：1,650円（税込）1月下旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13785 

 

【凡人社（麹町店）営業再開のお知らせ】 

【麹町店】2020年 4月から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため 

 臨時休業しておりましたが，感染対策を講じた上で，3月 28日（月）より 

 営業を以下のとおり再開することといたしました。 

 

【営業日】毎週月曜日，水曜日，金曜日（ただし祝日は休み） 

【営業時間】12:00～18:00 

 ※発熱など，風邪の症状がある場合，ご来店はご遠慮ください。 

 ※ご来店の際は，マスク着用，手洗い，うがいなど感染症対策にご協力ください。 

【お問い合わせ】E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp 

 

【大阪店】大阪店は予約制による営業を継続しています。 

 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） 

 

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

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＞ 2022年 4月 1日 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 


