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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】『増補改訂版 日本語総まとめ N1 文法』 

 『増補改訂版 日本語総まとめ N2 文法』 

 『増補改訂版 日本語総まとめ N3 文法』 

 佐々木仁子，松本紀子著 各 1,320 円（税込） 

 定番の日能試対策テキスト,本冊を 2 色刷りにして見やすくしました。さらに 

 毎週ごとに復習問題を追加,学習後には模擬試験形式の問題に挑戦できます。 

 また,改訂版では例文の音声（Web 提供）をご提供,英・中・韓国語の翻訳付。 

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

 

・【新刊】『レベル別 日本語多読ライブラリー 

                     にほんごよむよむ文庫 スタート』 

 NPO 多言語多読著 2,530 円（税込） 

 日本語学習者のために作られたレベル別日本語読み物。既刊のレベル 0 より 

 さらに字が少ない入門者向け,ほぼ「絵」で展開がわかるよう構成,ひらがな 

 を覚える前でも手にとっていただけます。音をダウンロードして聞きながら 

 「読む」こともできます。8 冊組,日本語学習の入り口にいる学習者に最適。 

 https://www.ask-books.com/jp/tadoku/start/ 

 

□インターカルト日本語学校 日本語教員養成研究所 

・文化庁令和 4 年度普及事業 

 「生活者としての外国人」に対する日本語教師【初任】研修のご案内 

 今後さらに加速する多文化共生社会における，「生活者としての外国人」に 

 対する日本語教育の基盤を担う日本語教師初任者のための研修です。 

 8 月 20 日開講，毎週土曜日，全 18 回。詳細情報はこちらをご覧ください。 

 https://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=307 

 



□くろしお出版 

・【近刊】『おひさまワークブック［はじめのいっぽ］  

  ―子どものための日本語』 

 山本絵美/上野淳子/米良好恵/本田弘之 著 くろしお出版 編 

 『おひさま』と一緒に，読む・書くが学べる日本語教材。バイリンガル， 

 マルチリンガルの子どもが国際感覚を養う内容で楽しく学べる。 

 https://www.9640.jp/book_view/?911 

 

・【近刊】『外国人のための 介護記録の読み書き練習帳』 

 斉木美紀/田中奈緒 著 伊東一郎 監修・著 

 横浜市福祉事業経営者会 協力 

 介護記録を正しく読み，詳細に書く技術を身につける。豊富な実例を用い， 

 現場の臨場感も体験。技能実習生，特定技能，在住外国人に。 

 https://www.9640.jp/book_view/?907 

 

・【近刊】『新・シャドーイング 日本語を話そう！ 中～上級編  

 [インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版]』 

 斎藤仁志/深澤道子/掃部知子/酒井理恵子/中村雅子 著 

 対人関係に応じた会話を現代に合わせ新しく大幅増量。 

 雑談からビジネスまでリアルな会話を自由に練習できる。音声は WEB から。 

 https://www.9640.jp/book_view/?905 

 

・【近刊】『読んで考える日本語 10 のトピック 中上級』 

 森美子 著 

 漢字，敬語，カタカナ語など「日本語」をテーマとした読み物を軸に， 

 ディスカッション，表現活動などを通して分析力と運用力を養う。 

 https://www.9640.jp/book_view/?908 

 

・【近刊】『学習力を育てる日本語 教案集 第２版   

  ―外国人児童・生徒に学び方が伝わる授業実践』 

 とよなか JSL 著 田中薫 監修 

 外国にルーツを持つ子どもの学習指導について，テスト，指導案など， 

 様々な資料を惜しみなく提供。収録データはダウンロード形式に。 

 https://www.9640.jp/book_view/?909 

 

・【新刊】『初級日本語 とびら II』 

 岡まゆみほか 著 

 『初級日本語 とびら』の第 2 巻。異文化体験，社会の課題など， 

 トピックを世界に広げ，言語学習とともに新しい自分を再発見する。 

 https://www.9640.jp/book_view/?900 

 

 



・【新刊】『COMPASS JAPANESE [INTERMEDIATE] INTERACTIVE WORKBOOK 

  ―コンパス日本語 中級』 

 安座間喜治/木内厚子/西村美緒/ミシェル・ルピサン 著 

 さまざまなテーマから日本や自国，自身について考え，まとめ， 

 発表する力を養うワークブック。AP 試験対策や IB 教育にも最適！ 

 https://www.9640.jp/book_view/?902 

 

・【オンラインイベント】 

 「読む」学習の新しいかたち ―「日本語多読道場」の活用 

 講師：高見智子先生（ペンシルベニア大学） 

    遠藤和彦先生（仙台国際日本語学校） 

 日時：7 月 17 日（日) 9:00-10:30 

 https://www.9640.jp/events/8384/ 

 

□ココ出版 

・【新刊】『とりあえず日本語能力試験対策シリーズ』 

 上田暢美・内田嘉美・桑島卓男・糠野永未子・吉田歌織・若林佐恵里・ 

 安達万里江 著 

 とりあえず，JLPT がどんな問題か知りたい。とりあえず，たくさんの 

 問題を解きたい。とりあえず，合格したい。JLPT と同じ形式の問題を 

 たくさん収めたシンプルな問題集です。 

 N1 聴解が 5 月末に刊行され，N1 完結！ 好評発売中！ 

 https://www.cocopb.com/toriaezu_JLPT/toriaezu_JLPT_top.html 

 

□三修社 

・【ウェビナー開催】「『まるごと』オンライン講座（全６回）」 

 日本語教育の新しい枠組み－教師のマインドセットと現場での活かし方－ 

 『まるごと』開発を牽引した著者陣によるオンライン講座。コースブック 

 『まるごと』に具現化されている上位概念を丁寧に紐解き，日本語教育の 

 枠組みや教師の役割の見直しなど、幅広いトピックに触れる全６回。 

 詳細・お申し込みはこちらから 

 https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/72/ 

 

・『ねっこ日日学習辞書』を使った教室活動のアイデアを募集しています！ 

 後日，実践の様子をレポートいただける方を対象に，アイデア実施に必要な 

 部数の『ねっこ』を三修社からご提供いたします（*送付先が海外の場合も 

 まずはご相談ください）。 

 詳細，2022 春季大会での発表資料はこちら 

 https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/70/ 

 

 

 



□Ｊリサーチ出版 

・【新刊】『くらべてわかる日本語表現文型辞典 初中級編』 

 日本語の初中級文型を，他の文型とペアやグループで比較対照しながら丁寧 

 に説明。豊富な例文とともに，意味や使い方を整理していく。意味と基本説 

 明，例文には英語・ベトナム語の対訳が付き，例文はローマ字表記も併記。 

 https://www.jresearch.co.jp/book/b604998.html 

 

□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 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】『JLPT 文法 N3 ポイント＆プラクティス』 

  齋藤明子・田川麻央・森田亮子・小谷野美穂 著 

 1,320 円（税込）B5 判/ 7 月発売予定 

 短期間で効率よく試験対策ができる問題集。   

 合格に必須の文法項目約 150 を全 30 回の試験形式の問題で学びます。 

 「リストパート」では文法項目の意味，接続，例文が確認できます。 

 日・英・中・越語の解説付。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/3854/ 

 

・【新刊】『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 好評発売中 

 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。  

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

 

・【新刊】『「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 好評発売中 

 ヴェネツィアの大学で行われた活動型授業の実践記録。 

 学習者自身がテーマを設定し，対話を繰り返しながら，テーマへの認識を深め， 

 日本語を習得していく実践事例を紹介。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/4866/ 

 



・【新刊】『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 

 1,320 円（税込） B5 判 好評発売中 

 短期間で効率よく試験対策ができる問題集。 

 厳選された試験頻出語（245 語）を漢字（118 字）と一緒に学びます。 

 全 20 回の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・中・越語訳）で確認。 

  https://www.3anet.co.jp/np/books/3876/ 

 

・【補助教材コンテンツのご案内】無料ですぐに使えるコンテンツです。 

 『タスクベースで学ぶ日本語 中級１ 

 Task-Based Learning Japanese for College Students』 

 音声/「漢字のことば」練習シート/「文型・表現」練習シート 

 スライドのモデル・フォーマット/リスニングスクリプト 

 教師用ガイド/指導補助ツール/解答例 

 https://www.3anet.co.jp/np/list.html?sa=2&q=TBN 

 

□公益財団法人 日本国際教育支援協会 

・令和 4 年度日本語教育能力検定試験【7 月 4 日（月）より出願受付開始】 

 試験日：令和 4 年 10 月 23 日（日） 

 出願期間：令和 4 年 7 月 4 日（月）～8 月 1 日（月）当日消印有効 

 受験案内（出願書類付）は全国主要書店にて 6 月下旬より順次販売 

 http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm 

 

□凡人社 

・【新刊】『日本語雑談マスター ［黄］』 

 西郷英樹，清水崇文 著 

 定価：1,650 円（税込）7 月上旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13907 

 

・【新刊】『《書き込み式》表現するための語彙文法練習ノート〈上〉 

 ―語／コロケーション／慣用句／表現文型―』 

 田中祐輔 編著 陳秀茵，牛窪隆太，森篤嗣，小口悠紀子，張[王偏に月] 

 定価：1,980 円（税込）5 月中旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13809 

 

・【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 

 定価：3,960 円（税込）4 月上旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13808 

 

 



・【凡人社＜麹町店＞＜大阪店＞営業について】 

 曜日や日にちを限定してオープンしています。 

 ご来店前に以下の URL で情報をご確認くださいますようお願いいたします。 

 麹町店：https://www.bonjinsha.com/wp/access 

 大阪店：https://www.bonjinsha.com/wp/osaka 

 

・【イベント情報】 

 どんどん新しいイベントを企画中です。 

 ウェブページでぜひ最新の情報をチェックしてください。 

 https://www.bonjinsha.com/wp/event 

 

 ＜掲載中のイベントの例＞ 

・「学習者の主体的学習を目指して 

 ―『初級からのよみもの 25』を使って―」（7/9 オンライン） 

 講師：久野かおる氏，三宅祐司氏，波村慎太郎氏 

 

・『まるごと』オンライン講座（全 6 回） 

 日本語教育の新しい枠組み―教師のマインドセットと現場での活かし方― 

 （前期：7/23，8/6，8/27 オンライン） 

 講師：来嶋洋美氏，八田直美氏，二瓶知子氏 

 

・文法の理解から読解へつなげよう  

 ―『必ずできる！初級「読解」入門』―（7/31 オンライン） 

 講師：安藤栄里子氏，足立尚子氏 

 

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

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 7 月 1 日 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 


