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==================================================================
【１】学会からの情報
==================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 日本語教育国際研究大会 名古屋 2012 公式ウェブサイト開設
http://www.nkg.or.jp/icjle2012/
最新情報は随時更新いたしますので，ブックマークをお願い致します。
日程：2012 年 8 月 17 日（金）～20 日（月）
17 日：特別企画イベント（ウインクあいち）
18-19 日：招待講演，シンポジウム，研究発表（名古屋大学）
20 日：スタディツアー
開催趣旨：ことばが拓く新たな地平
人をむすび社会をつくる日本語教育を目指して
日本語を教える人，学ぶ人だけでなく，日本の，そして世界中のいろいろな
人とつながり，語り合うことのできる場を作っていきたいと考えております。

□２□ 東日本大震災に関する日本語教育グローバルネットワーク（GN）
の共同声明
先の天津国際大会にて採択いたしました。
http://www.nkg.or.jp/global/shinsai_GNkyodoseimei.pdf
※日本語教育グローバルネットワーク（GN）についてはこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/menu-global.htm
□３□ 平成 22 年度文化庁研究委託
「生活日本語の指導力の評価に関する調査研究」報告書
http://www.nkg.or.jp/book/2010seikatunihongo-sidoryokuhyoka.pdf
報告書は上記よりダウンロードできます（PDF ファイル）
。
また，わずかですが冊子もお配りしています。ご希望の方は下記までお問い合
わせください。
（送料自己負担，先着順）
問合先：日本語教育学会事務局（担当：大竹）
TEL 03-3262-4291

E-mail:seikatu-nihongo@nkg.or.jp

■２■ イベント／催事
□１□ 異文化間教育学会創立 30 周年 ４学会連携公開シンポジウム
「多文化社会を担う人づくり～学会連携への期待～」
※東日本大震災で延期となったシンポジウムが 11 月 23 日に開催されます。
日本語教育学会からは門倉正美氏（横浜国立大学）
，金孝卿氏（国際
交流基金）がパネルセッションに登壇いたします。
日時：11 月 23 日（水・祝日）13：00-17：00 （受付開始 12：30）
会場：明治大学駿河台キャンパス リバティタワー１Ｆ リバティホール
申込詳細については，後日下記ホームページにてご案内いたします。
http://www.intercultural.jp/
□２□ 2011 年度秋季大会
日時：10 月 8 日（土）, 9 日（日）
会場：米子コンベンションセンター（鳥取県米子市）
◆各種イベント同時開催◆
・テーマ領域別研究会（7 日）
・ワークショップ「研究するときに考えよう」
（7-8 日）

・教材紹介コーナー（8 日-9 日）
・日本語教育研究推進セミナー（9 日）
プログラム・連絡事項・関連イベントの詳細はこちら
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
※「教材紹介コーナー」開催の詳細を公開しました。
□３□ テーマ領域別研究会（SIG）
・アカデミック・ジャパニーズ・グループ（AJG）第 25 回研究会
日時：10 月 7 日（金）18：30-21：30
会場：米子コンベンションセンター 第 4 会議室
http://www.academicjapanese.org/sub5.html
・日本語音声コミュニケーション教育研究会
日時：10 月 7 日（金）18：30-21：30
会場：米子コンベンションセンター 第 5 会議室
http://cil.cla.kobe-u.ac.jp/nihonsei/
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 20 回研究会
日時：10 月 7 日（金）18：30-21：30
会場：米子コンベンションセンター 第 6 会議室
http://www.nkg.or.jp/themekenkyu/th-chugokugowasya.htm
□４□ 教師研修 参加申込受付中
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2011/2011shakaisanka.pdf
日本語教師が知っておきたい
「在住外国人の社会参加とことば ―日本語教育にできること―」
日時：11 月 12 日（土）13：00-16：30
会場：桜美林大学四谷キャンパス
講師：榎澤幸広（名古屋学院大学講師）
受講料：一般 2,500 円，日本語教育学会会員 2,000 円，学生 1,500 円
定員：80 名
申込締切：10 月 31 日（月）
＊定員になり次第募集終了。希望者はお早目にお申込みください。
http://www.nkg.or.jp/menu-kenshu.htm

□５□ 2011 年度各地区研究集会
研究集会予定 http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
発表応募規定 http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
・第８回 四国地区【研究発表・講演】
日時：11 月 19 日（土）＊発表応募は締め切りました。
会場：香川・香川大学
講演講師：御舘久里恵氏（鳥取大学）
新庄あいみ氏（大阪大学）
・第９回 東北地区【研究発表・ワークショップ】
日時：11 月 19 日（土）＊発表応募は締め切りました。
会場：秋田・秋田大学
共催：秋田大学国際交流センター
ワークショップ講師：細川英雄氏（早稲田大学大学院）
「より豊かなことばの活動をめざして
―総合活動型日本語教育の考え方と方法―」
プログラム詳細はこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2011/kk-11-09.pdf
・第 10 回 中国地区【研究発表・講演・シンポジウム】
日時：12 月 17 日（土）＊発表応募は締め切りました。
会場：広島・広島ＹＭＣＡ
講演講師：池上摩希子氏（早稲田大学大学院）
・第 11 回 関西地区【研究発表・講演】
日時：2012 年 3 月 10 日（土） ＊発表応募締切：11 月予定
会場：京都・京都外国語大学
講演講師：山内博之氏（実践女子大学）
■３■ 入会案内
いつでもご入会できます。
＜普通会員＞
・大会発表の応募や学会誌の投稿ができます（個人会員のみ）。

・年３回学会誌が配送されます。
・学会主催の研修会や研究会の参加費の割引きなどの特典があります。
・会員向けメールで情報を受け取ることができます。
＜賛助会員＞
・ＮＫＧメールマガジンに無料で情報を掲載できます。
・春季（5 月）
・秋季（10 月）の大会に招待されます（人数制限あり）
。
・学会発行物への広告掲載料の割引きなどの特典があります。
→詳細は,http://www.nkg.or.jp/guide/g-nyukai.htm
■４■ バナー広告募集
・賛助会員は,バナー広告掲載料の割引などがあります。
→詳細は,http://www.nkg.or.jp/banner.htm
→掲載申込みは,office@nkg.or.jp
■５■ 学会の Web サイト
・教師募集情報（国内外の教育・研究機関等からの人材募集情報）
http://www.nkg.or.jp/menu-job.htm
・研究会情報（研究会・イベント等催事情報）
http://www.nkg.or.jp/menu-kenkyukai.htm

==================================================================
【２】賛助会員からの情報（50 音順）
==================================================================
■１■ 書籍
□アルク
・新刊『日本語能力試験スーパー模試Ｎ２』
ISBN：978-4-7574-2011-3 価格：2,520 円
岡本能里子監修

本試験とまったく同じレベル・形式の模擬試験３回分収録。本番同様のマー
クシートも付いており，本番さながらの模擬試験を受験することができる。
実際に問題を解いたら「模擬テスト記録票」にその結果を記録することで，
現時点での合否判定，弱点分野がわかる。日本語能力試験受験者必携の一冊。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011043
・
『月刊日本語』10 月号
雑誌コード：13371-10 価格：740 円
【特集】インタビュー特集 語ろう、言葉の力を信じて
言葉は時として，人を動かし，社会を動かす力をもっています。異領域で活
躍する方々が，日本語や日本文化，社会制度，人生観について熱く語りまし
た。実体験に基づいた力強い言葉の数々は，私たちに勇気を与えてくれるは
ずです。加藤登紀子，蒼国来，大野更紗，アーサー・ビナード ほか
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/0611101
□スリーエーネットワーク
・
『新完全マスター語彙 日本語能力試験 N2』
伊能裕晃・本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子・阿保きみ枝・宮田公治 著
ISBN 978-4-88319-574-9 価格 1,260 円（税込）
日本語能力試験Ｎ２に合格するための「語彙力」を養う問題集！
http://www.3anet.co.jp/japanese/shinkanzen_g_n2.html
・
『日本語能力試験 N1 模擬テスト<2>』
千駄ヶ谷日本語教育研究所 著
ISBN 978-4-88319-575-6 価格 945 円（税込）
・
『日本語能力試験 N2 模擬テスト<2>』
千駄ヶ谷日本語教育研究所 著
ISBN 978-4-88319-576-3 価格 945 円（税込）
日本語能力試験の模擬試験 1 回分を収録。試験合格を目指す学習者が本試験の形
式に慣れることができるよう，出題形式を同じにし，問題冊子を科目ごとに取り
外して使用できる体裁にしました。試験対策クラスで効果的に使えるよう「模擬
試験の手順例」で準備から実施方法，フィードバックまでの流れを詳しく説明し
ています。また，フィードバックに便利な「正答数記入表」を使って、学習者に
自分の弱点を把握させることができます。日本語能力試験に毎年多くの学生を合
格させてきた千駄ヶ谷日本語教育研究所による執筆。

※近日中，ホームページ掲載予定。
・
『トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 上級用資料集 第４版』
専修大学国際交流センター 監修 佐々木薫・赤木浩文・草野宗子・坂本まり子 編
ISBN 978-4-88319-577-0 価格

2,205 円（税込）

発売以来のロングセラー『トピックによる日本語総合演習テーマ探しから発表へ
上級』の準拠教材です。データを一新し，ボリュームもアップしました。多面性の
あるトピックを多く含んでいるので，
『上級』の副教材としてだけではなく，作文
やスピーチの資料としても広く活用できます。
※近日中，ホームページ掲載予定。

■２■ 活動
□朝日カルチャーセンター日本語科
・公開講座「アニメで日本語」ワークショップ
講師：矢崎満夫氏 静岡大学教職大学院准教授
日時：10 月 15 日（土）13:00-17:15
会場：新宿住友ビル３階

朝日カルチャーセンター

受講料：朝日カルチャーセンター会員 6,720 円 一般 7,980 円
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=134764&userflg=0
・公開講座「日本語オノマトペの教え方」
講師：三上京子氏 元国際交流基金派遣日本語上級専門家
日時：10 月 22 日（土）
，29 日（土）全 2 回 15:30-17:30
会場：新宿住友ビル３階

朝日カルチャーセンター

受講料：朝日カルチャーセンター会員 6,720 円 一般 7,980 円
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=134768&userflg=0
・公開講座「プロジェクトで学ぶ仕事の日本語教育」
講師：堀井惠子氏 武蔵野大学大学院教授
日時：11 月 19 日（土）13:00-17:00
会場：新宿住友ビル３階

朝日カルチャーセンター

受講料：朝日カルチャーセンター会員 6,720 円 一般 7,980 円
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=133423&userflg=0

□アルク
・
「今さら聞けない… 日本語教師育成プロジェクト」
日本語教師になり,大学や日本語学校などで授業を担当して数年…毎日同じ
ことの繰り返し,「日本語教師としてこのままでいいの？」と思いながら日
々の授業準備,実際の授業に追われていませんか。今回のシリーズはそんな
先生方に向け,教授法や文法などのテクニック以外の部分に焦点を当て,
「教師力（教師としての人間力）
」アップを目指す勉強会です。
日時：2011 年 9 月 3 日（土）終了,10 月 1 日（土）,11 月 5 日（土）,
12 月 10 日（土）
，2012 年 1 月 14 日（土）,2 月 4 日（土）
計６回（月１回実施）
，開催時間はいずれも 15:00-17:00
会場：アルク本社（東京都杉並区）
定員：20 名（最尐催行人数 10 名）
参加費：各回 2,000 円（税込）
主催：アルク・凡人社
http://www.alc.co.jp/event/11/0903jset/
・
「見て・聞いて・授業で使おう 日本語教材まつり 2011」
１日で日本語指導に役立つ５つの講座に参加できる,またとないチャンスで
す！ 出版社５社による,教材の紹介とその使い方ワークショップ。主に日
本語ボランティアの方を対象に,明日から役立つテキストの使い方・授業の
すすめ方がわかるワークショップなどを行います。
日時：2011 年 10 月 23 日（日） 10:00-17:00（受付開始 9:30）
会場：アルク本社（東京都杉並区）
定員：100 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：1,000 円
主催：アスク出版・アルク・ココ出版・スリーエーネットワーク・凡人社
http://www.alc.co.jp/event/11/1023/
□財団法人海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ）
・アジア人財資金構想
「教育機関における留学生支援関係者向け研修会」
平成 19 年度から実施している「就職支援」
， ｢ビジネス日本語教育｣，
「日
本ビジネス教育」事業で蓄積したノウハウを提供する研修会を９月から 11 月

にかけ全国９地域で，教育機関の留学生支援関係者向けに開催します。
http://www.ajinzai-sc.jp/seminar.html
□新宿日本語学校
・第３回日本語教授法研究事業
主催：財団法人青森県国際交流協会
演題：
「新宿日本語学校の江副文法を学ぶ」
日時：第 1 回-10 月 1 日（土）
，第 2 回-10 月 2（日）
，
第 3 回-10 月 15 日（土）
，第４回-10 月 16 日（日）
時間は全て 10：00-12：00／13：00-16：00
青森中央学院大学国際交流センターでは，青森県内で日本語を外国語として
教えている方，これから教える予定の方，外国語としての日本語に興味のあ
る方を対象に「日本語教授法研究事業」を開催します。
http://www.kokusai-koryu.jp/news/20110802105511868571468.html
・平成 23 年度川崎市立聾学校公開研修会
主催：川崎市立聾学校
日本語を教える～日本語を教えることに悩んだときに～
聞こえない彼らだからできる事，可能性について！書記日本語を学ぶための指導
日時：10 月 11 日（火）14：00-16：00
http://www.keins.city.kawasaki.jp/school/original/ke400101.html
※上記サイトの支援部の中，支援講座から PDF でダウンロード可能
□ＪＡＬアカデミー
・JAL アカデミーブラッシュアップコース第 3 回
「実践的な語彙力を養う日本語教育」
講師：長谷川守寿氏（首都大学東京大学院人文科学研究科 准教授）
日時：10 月 21 日（金）18:30-20:30
会場：JAL アカデミー研修センター（NBF 南青山ビル 5 階）
受講料：3,500 円
わからない言葉の意味を辞書で調べるだけでは，使われている文脈に即
した意味を見つけられず，結果として理解語彙・使用語彙といった語彙
力はなかなか身につきません。コロケーション的・認知言語学的アプロ
ーチの観点から作られた教材を紹介しながら，実践的な語彙力を養う教

育を考えます。
http://jaca.caplan.jp/global/
□スリーエーネットワーク
・凡人社麹町店店頭イベント
「新日本語能力試験対策の決定版！～模擬試験を活用した効果的対策～」
主催：凡人社 協力：スリーエーネットワーク
講師：新山忠和（千駄ヶ谷日本語教育研究所）
日時：10 月 15 日（土）14：00-15：30
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区）
参加費：無料，予約不要のイベントです。
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#11
・兵庫日本語ボランティアネットワーク
2011 年度第１回研修会 参加型学習 ―共に学び合える活動―
共催：兵庫日本語ボランティアネットワーク・スリーエーネットワーク
講師：杉澤経子（
『やってみよう「参加型学習」！』著者，
東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター特定研究員）
日時：10 月 23 日（日）13：00-16：30（12：30 受付開始）
会場：兵庫県立のじぎく会館内 203・204 号室
参加費：1,000 円(兵庫日本語ボランティアネットワーク会員：500 円)
定員：60 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#12
□財団法人日本漢字能力検定協会
・<<申込締切せまる！！>> 第 23 回 BJT ビジネス日本語能力テスト
ビジネス現場で必要な実践的な日本語コミュニケーション能力を測定。
試験実施日：11 月 20 日（日）
申込締切り：10 月 14 日（金）※書店受付は 10 月 11 日まで
http://www.kanken.or.jp/bjt/
・BJT ビジネス日本語能力テスト サンプル問題無料配信中
サンプル問題の最終号を 10 月に配信！!
ビジネス日本語を学習されている生徒の皆さんに，

サンプル問題を使って，学習する機会を設けてみませんか？
下記のアドレスから配信登録が可能です。ぜひご登録ください。
http://www.kanken.or.jp/bjt/sample_delivery/
・企業コメント掲載中：中国日系企業が BJT を評価する理由
中国日系企業が BJT を評価する理由とは？
BJT ホームページに企業人事・管理職のコメントを掲載中。
学生の日本語学習意欲向上に，是非ご案内ください。
日本語：http://www.kanken.or.jp/bjt/voice/index.html#08
中国語：http://www.businessjapanese.org/voice/index.html
□凡人社
・
『1 日 10 分の発音練習』(くろしお出版)の使い方,「自己モニターを活用
した音声教育」説明会
主催：
「日本語音声の独学を支援するための教師の技能と教材設計に関
する研究」グループ
協力：凡人社，くろしお出版
日時：10 月 30 日（日）10：30-17：00（受付開始 10：00）
会場：ラボ教育センター（東京都新宿区）
参加費：無料
定員：50 名
http://www.bonjinsha.com/business/

==================================================================
【３】日本語教育の情報
==================================================================
■１■ 情報
・第 7 回全養協日本語教師検定
実施日：2012 年 1 月 22 日（日）
申込期間：2011 年 9 月 15 日～12 月 19 日
http://www.zenyoukyou.jp/
■２■ イベント／催事

・日本語教育学公開講座（後期）
主催：早稲田大学日本語教育研究センター
日時：後期 2011 年 10 月 15 日（土）～2012 年 1 月 28 日（土）の 12 回
会場：早稲田大学
http://www.waseda.jp/cjl/html/openlecture.html
・日本語映像教材「エリンが挑戦！にほんごできます。
」紹介イベント
主催：国際交流基金
日時：10 月 22 日（土）14：00-16：00
会場：国際交流基金 JFIC ホール「さくら」（新宿区四谷）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/new/1109/09-01.html
・インドネシア日本語教育学会大会・研究発表会
インドネシアの中等及び高等教育における日本語学習ストラテジー
主催：インドネシア日本語教育学会
日時：10 月 28 日（金）～ 30 日（日）
会場：Universitas Soedirman,Purwokerto,Jawa Tengah, Indonesia
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110510indnesiakyoikui.pdf
・日本語教育ブラッシュアップセミナー
主催：麗澤オープンカレッジ
日時：10 月 29 日（土）
，11 月 5 日（土）13:00-16:15
会場：麗澤大学東京研究センター
http://rock.reitaku-u.ac.jp/newsinfo/2011091710401708.html
・第 4 回「多読のためのリライト講座」
主催：NPO 法人日本語多読研究会
日時：10 月 30 日（日）
，11 月 27 日（日）13:30-16:30
会場：しんじゅく多文化共生プラザ 多目的スペース
http://www.nihongo-yomu.jp/
・初級文型との違いがわかる！ 日本語中級文型の教え方講座
主催：大阪ＹＷＣＡ日本語教師会
日時：11 月 5 日(土)～2012 年 3 月 3 日(土)13:30-16:30（全 12 回）
会場：大阪ＹＷＣＡ（大阪市北区神山町 11-12）

http://osaka.ywca.or.jp/other/japanese/japanese_education01.html
・
「初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考え」
主催：特定非営利活動法人日本語教育研究所，
山梨外国人人権ネットワーク・オアシス
日時：11 月 6 日（日）13:00 -15:00
会場：リバース和戸 1 階第 5 会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/sugiura1106.html
・日本語を教えるなら…これだけは知っておきたい「古典の世界入門」
主催：特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日時：11 月 12 日（土）14:00-16:00
会場：浅松ビル 1 階会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/kurramochi11koten.html
・第 10 回全養協フォーラム
「日本語教師の実践力～現状を打破するスキルアップのために！～」
主催：一般社団法人 全国日本語教師養成協議会
日時：11 月 20 日（日）13：30-16：30（13：00 開場）
会場：千駄ヶ谷日本語教育研究所（高田馬場校）
http://www.zenyoukyou.jp/forum.html
==================================================================
【４】一般の情報
==================================================================
■１■ 情報
・文部科学大臣
中川正春氏（衆議院議員）http://www.masaharu.gr.jp/
・文部科学副大臣
奥村展三氏（衆議院議員）http://www.okuten.com/
森ゆうこ氏（参議院議員）http://www.mori-yuko.com/
・文部科学大臣政務官
城井崇氏（衆議院議員）http://www.kiitaka.net/

神本美恵子氏（参議院議員）http://www.kamimoto-mieko.net/
・平成 24 年度科学研究費助成事業（文部科学省）
公募要領及び応募書類の様式は科学研究費助成事業ホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm
・東日本大震災に伴う外国人留学生（大学，専修学校）の在籍・就学状況について
（平成 23 年 7 月 1 日現在）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1310541.htm
・
「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」の意見を踏まえた文部科学
省の政策のポイント 現在の進捗状況について（平成 22 年 8 月 31 日 文部科学省）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/008/toushin/1297513.htm
・平成 22 年度「国語に関する世論調査」について（文化庁）
http://www.bunka.go.jp/ima/press_release/pdf/h22_yoronchosa.pdf
・科学研究費補助金の審査を行った審査委員の名簿の更新
（独立行政法人日本学術振興会）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/14_kouho/meibo.html
・e-Rad（府省共通研究開発管理システム）
科学研究費補助金申請のための研究者番号の取得
「研究機関に所属していない研究者」の方は研究者の登録申請の手続きを行います。
http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/system/index.html
・日本学術会議は，会則第２条に基づき表出する政府及び関係機関等への提言等
として，以下のほか様々な提言を公表しました。
提言「福祉職・介護職の専門性の向上と社会的待遇の改善に向けて」
（社会学委員会・福祉職・介護職育成分科会）
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t133-3.pdf
・日本学術会議では，学術研究団体が国内で主催する国際会議のうち，「学問的意義が
高く」
，
「科学的諸問題の解決を促進する」等，特に重要と認められる国際会議につ
いて，共同主催を行うことにより，学術研究団体への支援・協力を行っています。
平成 23 年 10 月 3 日～11 月 30 日まで，平成 26（2014）年度に開催される国際会議を

対象に共同主催の募集を行います。
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/entry.html
・立命館白川靜記念東洋文字文化賞（立命館大学白川靜記念東洋文字文化研究所）
第 6 回「立命館白川静賞」の募集【10 月 31 日消印有効】
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/sio/culture01.html
・iPhone・iPad・iPod touch 向け日本語発音・会話練習用アプリケーション
「デジタル日本語会話 中国語版」
http://itunes.apple.com/jp/app/id453164249?mt=8
□研究助成等
・科学研究費補助金（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm
・平成 26 年度共同主催国際会議の募集（日本学術会議）
平成 23 年 10 月 3 日（月）～11 月 30 日（水）まで
http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/entry.html
・国際交流基金 平成 24（2012）年度の公募プログラム
公募プログラムガイドライン和文版
http://www.jpf.go.jp/j/program/
公募プログラムガイドライン英文版
http://www.jpf.go.jp/e/program/
・
【10 月 1 日～10 月 14 日必着】
平成 24 年度笹川科学研究助成（財団法人日本科学協会）
http://www.jss.or.jp/sasagawa/index.html
・
【10 月 31 日必着】
第７回日本語海外研究者招聘事業（公益財団法人博報児童教育振興会）
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/program/index.html
・
【10 月 31 日消印有効】
児童教育実践についての研究助成事業（公益財団法人博報児童教育振興会）

http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/subsidy/index.html
■２■ イベント／催事
・言語管理研究に関する国際シンポジウム
主催：言語管理研究会・早稲田大学共催
日時：10 月 1 日（土）～10 月 2 日（日）
会場：早稲田大学
http://www2.atword.jp/languagemanagement/
・平成 24 年度科学研究費助成事業研究成果公開促進費「学術定期刊行物」及び
「データベース」の公募に関する説明会
主催：独立行政法人日本学術振興会
日時：10 月 5 日（水）13：30-16：00（予定）
会場：東京グリーンパレス
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_110901/index.html
・
「国際交流基金賞」受賞者記念講演会
主催：国際交流基金
http://www.jpf.go.jp/j/about/award/11/index.html#04
タンブッコ パーカッション アンサンブル コンサート
日時:10 月 7 日(金) 19:00-（開場 18：30）
会場：トッパンホール（東京・小石川）
カラム・ハリール（学科長）講演会
「エジプトの日本語教育とカイロ大学の歩み」
日時:10 月 13 日(木) 16:00-18:00（開場 15：30）
会場:国際交流基金 日本語国際センター（さいたま市）
オギュスタン・ベルク氏（日本研究者）講演会
「日本風土の教え：蝦夷論から進化論へ」
日時:10 月 12 日(水) 19:00-21:00
会場：国際交流基金 JFIC ホール「さくら」（東京・四谷）
・ヒッポファミリークラブ創立 30 周年記念講演会

「多言語が生み出す無限の可能性」
主催：言語交流研究所・ヒッポファミリークラブ
日時：10 月 18 日（火）19:00-21:00
会場：国立オリンピック記念青尐年総合センター大ホール
※10 月 20 日大阪，10 月 22 日福岡，10 月 23 日広島会場もあり。
http://www.lexhippo.gr.jp/seminar.php
・日本語学会 2011 年度秋季大会
主催：日本語学会
日時：10 月 22 日（土）～23 日（日）
会場：高知大学 朝倉キャンパス
http://www.jpling.gr.jp/
・国際日本学会第 7 回大会
主催：国際日本学会
日時：10 月 29 日（土）
会場：京都女子大学
http://www.iajs.net/call_for_proposal_2011.html
==================================================================
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,メールマガジンに掲載します。
＜購読詳細＞http://www.nkg.or.jp/menu-mmag.html
＜購読登録＞http://www.nkg.or.jp/mmag/mmag-toroku.html
＜登録解除＞http://www.nkg.or.jp/mmag/mmag-cancel.html
＜問合わせ＞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＞

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＞ 2011 年 10 月 1 日
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