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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。
□一般社団法人

Ｇｌｏｂａｌ８

・【お知らせ】
日本語教育学会春季大会＜5 月 21 日(土)15:30－16:00，5 月 22 日(日)12:00－13:00＞で，
「ACTFL 準拠の日本語コミュニケーション力測定と熟達度を考える」場を設定させて
頂きました。大会特設ホームページで 5 月 13 日（金）より事前紹介動画（14 分版）を
公開予定です。
http://global8.or.jp/
□インターカルト日本語学校
・インターカルト日本語学校日本語教員養成研究所主催
名古屋サテライト開講記念セミナー
『検証！日本はもう「目指されない国」なのか？』
インターカルト日本語学校日本語教員養成研究所は通信コースの教壇
実習先として新たに名古屋にサテライトをオープンします。
その開講記念として，是川 夕 氏による講演を下記の日程で行います。
日時：5 月 14 日（土）13：00-14：30

※参加費無料，要事前申込

会場：イーオン中部本校ビル（愛知県名古屋市）およびオンライン
https://kokc.jp/e/77777926a6f97a6f2814e94ecba9a21d/
□くろしお出版
・【新刊】『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

・【新刊】『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
・【新刊】『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
□研究社
・【近刊】『
「中級」「上級」の日本語を 日本語で学ぶ辞典』（5 月 24 日発売予定）
松田浩志，早川裕加里著

2,970 円(税込)

定評ある『テーマ別』テキスト著者による，中上級者向け日本語表現用例辞典。
日本語学習者に用法や微妙なニュアンスが分かりにくいと思われる中上級
語彙・表現など約 4400 項目を例文付きで解説。
https://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-7674-5023-0.html
□公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT)
・【新刊】『Japaense for Busy People 1※ Revised 4th Edition』
※数字の「1」は本来はローマ数字です（以下同）。
1984 年の発売以来，多くの学習者に愛されてきた本シリーズが 2022 年 5 月より
順次改訂となります。第 1 弾は『Japanese for Busy People 1 Kana Version』，
『Japanese for Busy People 1 Workbook』です。
https://www.ajalt.org/textbook/japanese_for_busy_people/
・【新刊】『あたらしい

じっせんにほんご２

楽しい活動集

働く外国人学習者のために』

本シリーズは技能実習生等，日本の現場で働く外国人が日本語の実践的な力を身に
つけることを主眼としています。ステップアップ編『あたらしいじっせんにほんご２』
の副教材にあたりますが，本書のみの活用もできます。
※詳細は下記に近日中に公開されます。
https://www.ajalt.org/textbook/practice/
□ジャパンタイムズ出版
・【近刊】『ミニストーリーで覚える JLPT 日本語能力試験ベスト単語 N4 合格 1200』
林富美子 著

1,430 円（税込）

JLPT N4 に合格するための単語帳。複数の単語を「よく出る組み合わせ」で会話文
にまとめて提示。易しめの表現から難しいものへと徐々にステップアップでき，
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，同時に身に着けられる。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b605750.html

□スリーエーネットワーク
・【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
初級学習後に大学で学ぶための力をつける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/
・【近刊】『
「活動型」日本語クラスの実践 －教える・教わる関係からの解放－』
細川英雄 監修 マルチェッラ・マリオッティ･市嶋典子 著
1,540 円（税込） A5 判 5 月中旬発売予定
「活動型」のクラスは，学習者自ら興味のあるテーマを設定し，他者と対話を
繰り返し行うことで，自らのテーマへの認識を深め言語の習得を目指す。
本書はイタリアの大学で行われた日本語初級クラスの実践事例を紹介。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4866/
・【近刊】『JLPT 文字・語彙 N4 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
1,540 円（税込） B5 判 5 月中旬発売予定
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（英語・中国語・
ベトナム語訳）で確認。厳選された試験頻出語（245 語）を漢字（118 字）と一緒
に学ぶ。短期間で効率よく日本語能力試験対策ができる。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3876/
・【書籍紹介動画のご案内】
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
「書籍紹介動画」を公開しています。
（新規公開『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』
『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－』）
http://bit.ly/KyozaiShokaiDoga
□ひつじ書房
・【新刊】『日本語コミュニケーションのための聴解教材の作成』
野田尚史・中尾有岐

編

3,520 円

2022 年 3 月発売

実際のコミュニケーション場面の日本語を分析し，学習者が聴解で難しい点を
調査した上で，日本語コミュニケーションに役立つ聴解教材をどのように作成
すればよいかを提案。
https://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-8234-1120-5.htm

□凡人社
・【新刊】『日本語で考えたくなる科学の問い〈上〉〔文化と社会篇〕
田中祐輔 編著

川端祐一郎，牛窪隆太，陳秀茵，張[王偏に月]，

庵功雄，前田直子

著

定価：3,960 円（税込）4 月上旬発売
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13808
・【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
・【凡人社（麹町店）営業再開のお知らせ】
【麹町店】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
再開しております。
【営業日】毎週月曜日，水曜日，金曜日（ただし祝日は休み）
※ゴールデンウィーク中の営業はウェブサイトでご確認ください。
【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

＜編集者＞

広報委員会

＜発行年月＞

2022 年 5 月 1 日

http://www.nkg.or.jp/

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

