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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】『日本留学試験（EJU）模試と解説 数学コース１』 

          『日本留学試験（EJU）模試と解説 数学コース２』 

 グローバル高等数学研究会著 各 1,980 円（税込） 

 最新の出題傾向に対応した日本留学試験「数学」対策本。日本留学試験の 

 出題傾向や難易度に合わせて問題を作成しており,何度も問題を解くことで 

 本試験に向けて実力をつけることができます。各 6 回分の模擬試験を収録。 

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

 

□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 年度日本語教育人材の研修プログラム普及事業  

 「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。 

 https://peatix.com/event/3268971 

 

・文化庁令和 4 年度日本語教育人材の研修プログラム普及事業  

 「海外に赴く日本語教師【初任】研修」のご案内 

 日本語教師が海外で教える際に求められる知識やスキルを学ぶことができる 

 講座です。海外で教えるための基礎知識、海外の日本語教育事情，ICT ツール 

 の活用例など，多彩な講師陣を迎えてお送りします。すでに行くことが決まっ 

 ている人にも、いつか行きたいと思っている人にも参考になる内容です。 

 9 月 10 日初回オリエンテーション，9 月 17 日～11 月 26 日，毎週土曜日ライブ授業 

 全 11 回，録画授業全 23 コマ。 

 https://peatix.com/event/3307660 

 



□くろしお出版 

・【近刊】『学習者を支援する日本語指導法Ⅰ 音声 語彙 読解 聴解』 

 畑佐由紀子 著 

 過去 70 年の日本語指導法を概観し、最新の研究などの知見に基づいた理論と 

 その科学的な裏づけに基づいた実践的指導法を紹介。 

 https://www.9640.jp/book_view/?906 

 

・【新刊】『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 

 

・【新刊】『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 

 

・【新刊】『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て新しく大幅増量。 

 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 

 

・【新刊】『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 

 

・【新刊】『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 

 

 



□公益社団法人 国際日本語普及協会（AJALT） 

・2022 年度 AJALT 主催講座 AJALT 著作教材を活用した「日本語教師のための教え方講習会」 

 就職活動中の留学生・新入社員を対象とした現場に役立つ実践的な教え方講習会です。 

 『１日 10 分のシャドーイング！ 就活・仕事のにほんご会話』を活用した授業の方法 

 日時：8 月 27 日（土）13：00-17：15  

 会場：当協会事務所（日比谷線神谷町駅徒歩 1 分） 

 講座料：11,000 円（税込）別途テキスト代（申込締切：8 月 12 日） 

 https://www.ajalt.org/teach/teacher/ 

 

□ココ出版 

・【新刊】『にほんごこれだけ！の「これだけ」ヒント集＋単語リスト［10 言語翻訳付］』 

 庵功雄 監修 岩田一成・森篤嗣 編著 

 地域日本語教育向けおしゃべり型教材『にほんごこれだけ！1・2』の使い方を紹介 

 する書籍です。各課のおしゃべりの進め方を例示し，隠された文法項目を解説。 

 また，単語をリスト化し，10 言語の翻訳を付けました。 

 https://cocopb.com/books/978-4-86676-058-2/ 

 

□ジャパンタイムズ出版 

・【新刊】『初級日本語よみもの げんき多読ブックス Vol. 1』 

 坂野永理・池田庸子・品川恭子・坂井美恵子 著 

 『初級日本語 げんき１』の語彙や文法に準拠した多読教材。げんきのキャラクター 

 のサイドストーリーのほか，こわい話，日本各地の紹介など，多彩な読み物を用意。 

 初級前半レベルのやさしい日本語で，辞書なしで楽しく読める。全 24 冊セット， 

 朗読音声つき。 

 電子図書館（Kinoden・Maruzen eBook Library）で販売中。 

 2022 年 8 月 学校向けサブスクリプション版発売予定 

 2023 年 1 月 紙書籍版発売予定 

 https://genki3.japantimes.co.jp/info?id=4511 

 

・【近刊】『初級日本語げんき［第３版］フランス語版 （電子書籍） 

 GENKI : Methode integree de japonais debutant [Troisieme edition]  

 Version francaise』テキスト１・ワークブック１ 

 坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 著 

 『げんき』テキスト１・ワークブック１のフランス語版。単語訳や文法解説，指示文が 

 すべてフランス語になりました。オンライン書店から購入できるほか，サブスクリプ 

 ション販売でもご提供。音声はジャパンタイムズ出版の音声アプリ「OTO Navi」から 

 ダウンロード可能。9 月初旬発行予定。 

 https://genki3.japantimes.co.jp/info?id=4237 

 

 

 

 



・【近刊】『全科目攻略！JLPT 日本語能力試験ベスト総合問題集 N4』 

     『全科目攻略！JLPT 日本語能力試験ベスト総合問題集 N5』 

 2022 年 9 月発売予定 

 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，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，9 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。 

 【N4】https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b605434.html 

 【N5】https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b605435.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 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 

・【新刊】『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 

 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/ 

 

・【近刊】『JLPT 文法Ｎ4 ポイント＆プラクティス』 

 青木優子・田中啓行 著 

 1,320 円（税込）B5 判/9 月発売予定 

 日本語能力試験 N4 合格に必須の文法項目約 90 を短期間で効率的に学ぶ。 

 模擬試験 1 回分有。日・英・中・越語の解説付。 

 https://www.3anet.co.jp/np/books/3856/ 

                  

□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【出願締切迫る！】 

 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発売中 

 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】『日本語プロフィシェンシー研究 第 10 号』 

 日本語プロフィシェンシー研究学会 編 

 定価：2,200 円（税込）6 月下旬発売 

 https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13924 

 

・【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 

 

 

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

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 8 月 1 日 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 

 

 


