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【１】学会からの情報
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 秋季大会報告
10 月 8,9 日に米子コンベンションセンターで秋季大会が開催され，約 500 人
の参加がありました。
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
・2011 年度秋季大会予稿集販売（在庫あり＠4,000 円）
http://www.nkg.or.jp/book/b-tk-yoko.htm
・日本語教育研究推進セミナー（10 月 9 日）プログラム公開
http://www.nkg.or.jp/kenkyusuishin/2011/index.htm
・2012 年度大会日程
春季大会（5 月 26 日,27 日 東京・拓殖大学）
※発表応募締切：2012 年 1 月 10 日（火）17：00 必着
秋季大会（10 月 13 日,14 日 北海道・北海学園大学）

※例年より 1 週遅い日程となっておりますので，ご注意ください。
□２□ 東日本大震災募金活動
秋季大会で募金活動を行い，124 名の方から合計 101,292 円の義援金が寄せ
られました。詳細は下記募金活動ブログをご覧ください。
http://blog.canpan.info/nkgbokin/
□３□ EPA 候補者の介護福祉士・看護師国家試験に関する緊急提言
10 月 17 日に厚生労働省厚生労働記者会において，看護と介護の日本語教育
ワーキンググループが他の団体とともに「EPA 候補者の介護福祉士国家試験
及び看護師国家試験に関する緊急提言」を発表しました。
http://www.nkg.or.jp/kangokaigo/images/20111017kouroukishakai.pdf
□４□ 研究集会発表要旨のホームページ公開
2011 年度より研究集会の発表要旨をホームページ上で公開しております。
どなたでも閲覧可能ですので，ぜひご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
□５□ 第 11 回 関西地区研究集会 発表応募受付中（11 月 30 日締切）
日時：2012 年 3 月 10 日（土）
会場：京都・京都外国語大学
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
□６□ 日本語教育国際研究大会 名古屋 2012
日程：2012 年 8 月 17 日（金）～20 日（月）
発表応募：2011 年 12 月 1 日～2012 年 2 月 29 日（予定）
国際大会については下記の専用サイトをご覧ください。
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。
http://www.nkg.or.jp/icjle2012/

■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～」
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
シンポジウム参加費：無料（要事前申込）

詳細，申込はこちらから http://www.intercultural.jp/
□２□ 2012 年 1 月の教師研修（カリキュラム評価）参加者募集開始
「カリキュラム評価を活かした教育実践―学習者の学びを評価に取り入れる―」
日時：2012 年 1 月 28 日(土）10：00-17：00
会場：政策研究大学院大学 講義室 F
講師：田中統治氏（筑波大学人間総合科学研究科教授）
詳細，申込はこちらから
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2011/2011curriculum.pdf
□３□ 2011 年度各地区研究集会
・第８回 四国地区【研究発表・講演】
日時：11 月 19 日（土）12：20-17：20
会場：香川大学 教育学部８号館
講演講師：御舘久里恵氏（鳥取大学国際交流センター）
新庄あいみ氏（大阪大学サイバーメディアセンター）
「社会参加を目指した地域日本語活動―ボランティに大切な３つの
「基礎力」と，生活者のための漢字学習の重要性について―」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2011/kk-11-08.pdf
・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）10:00-17:30
会場：秋田大学手形キャンパス 一般教育１号館
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―」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2011/kk-11-09.pdf
・第 10 回 中国地区【研究発表・シンポジウム・講演】
日時：12 月 17 日（土）10:00-17:00
会場：広島ＹＭＣＡ 本館４階
シンポジウム：地域の日本語教育を考える
「子どもたちとの日本語学習～これまでとこれから～」
二口とみゑ氏（ＨＯＰＥプロジェクト）
「地域の日本語教室―東広島市の場合―」
間瀬尹久氏（(財)東広島市教育文化振興事業団）
講演講師：池上摩希子氏（早稲田大学大学院）

「広島の事例から考える日本語教育の在り方
―「地域」の日本語教育，
「地域」と日本語教育―」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2011/kk-11-10.pdf
■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『できる日本語 初級 教え方ガイド＆イラストデータ CD-ROM』
ISBN：978-4-7574-2032-8 価格：5,040 円
嶋田和子監修 できる日本語教材プロジェクト著
「できる日本語」シリーズ最新刊。授業の具体的な進め方の説明と，授業準
備に必須のイラストを PDF データ化。CD-ROM への収録数は 1,033 点。テキスト
では『できる日本語 初級 本冊』の教え方をガイドします。学習者とのやり
取り例や留意点が，課ごとにコンパクトにまとめられています。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011080
・新刊『新装版 基礎日本語文法教本』
西口光一著
本書は，日本語の個別の文法項目を正しく理解しながら，併せて日本語の初
級文法のシステムの全体像を理解することができる画期的な教科書です。扱
う文法項目は，１）日本語文の基本的構造，２）動詞のいろいろな形，
３）動詞のいろいろな形を使った各種の表現，４）文法項目，５）文法事項，
６）複文，と初級文法を網羅しています。
英語版

ISBN：978-4-7574-2005-2 価格：2,310 円

http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011023
中国語版 ISBN：978-4-7574-2015-1 価格：2,310 円
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011024
韓国語版 ISBN：978-4-7574-2016-8 価格：2,310 円
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011025
ポルトガル語版 ISBN：978-4-7574-2017-5 価格：2,310 円
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011026
・
『月刊日本語』11 月号
雑誌コード：13371-11 価格：740 円
特集 政治と日本語教育とわたし 2011
今月号は、政治と日本語教育についての特集です。
「日本語教育振興法（仮）
」や「入管法改正」など，日本語教育にまつわる

政策は、実は少なくありません。これを機に，政治について考え，社会を変
える一歩につなげていきませんか。日本語教育に関する政策をウォッチする
専門家と，政治家２人の鼎談も必見です。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/0611111/
□スリーエーネットワーク
・
『５分でできる にほんご

音の聞きわけトレーニング』

宮本典以子・大﨑伸城 著
ISBN 978-4-88319-5-817

価格 1,470 円

本書は，日本語の基本的な音の聞きとりを練習する教材です。おもに，聞き
わけの難しい音をペアになる単語を用いて練習します。全 16 課で，各課は
２～３ページです。短い時間で行えるため，日々の授業の副教材として最適
です。また，各課のはじめの「トライアル」で力試しをして，弱い部分には
時間をかけるという使い方もできます。練習の部分は，かなとローマ字を併
記しており，文字を学んでいない学習者にも対応が可能です。巻末には「こ
とばのリスト」があり，各課の練習で使用する語彙が英語・中国語・韓国語
の翻訳つきで掲載されています。
http://www.3anet.co.jp/japanese/kikiwake.html
・
『会話の授業を楽しくする

コミュニケーションのためのクラス活動 40』

石黒圭 編著
安部達雄・新城直樹・有田佳代子・植松容子・渋谷実希・志村ゆかり・
筒井千絵 著
ISBN 978-4-88319-5-800 価格 1,890 円
本書は，会話の授業を担当する日本語教師に向けて，学習者のコミュニケーシ
ン能力を伸ばすための口頭表現(会話）教育の活動を 40 紹介しています。各課
は，基本活動と応用活動からなり，それぞれについて具体的な活動の手順，
指導例の説明を載せています。活動に必要なワークシートもついていますので，
どの活動もすぐに授業で実践することができます。また，各課の終わりにはコ
ラムとして活動の理論的背景となった内容が簡単に紹介されています。
http://www.3anet.co.jp/japanese/kaiwanojugyou.html
・
『日本語 おしゃべりのたね 第 2 版』
西口光一 監修
澤田幸子・武田みゆき・福家枝里・三輪香織 著
ISBN 978-4-88319-5-855 価格 1,680 円
地域の日本語教室で学ぶ学習者とボランティアが，楽しく「おしゃべり」を

しながら日本語を学ぶためのテキスト『日本語 おしゃべりのたね』の第 2 版
です。全 20 のユニットには，会話のネタとして「おしゃべりのたね（質問・
イラスト・グラフなど）
」が 60 以上あり，このまますぐに使うことができます。
第 2 版では，現代の社会に合った「おしゃべり」ができるよう，本文の内容を
一部新しくしました。初級レベルの文型 40 を盛り込み，学習者が日本語を「き
ちんと」学びたい場合も対応できます。
http://www.3anet.co.jp/japanese/tane_2han.html
■２■ 活動
□朝日カルチャーセンター日本語科
・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
・公開講座「
「は」と「が」の機能と用法
―日本語学と日本語教育文法の視点から―」
講師：庵功雄氏 一橋大学准教授
日時：12 月 10 日（土）
，17 日（土）13：00-15：30 全 2 回
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 8,400 円 一般 9,970 円
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=132550&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）終了,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（最少催行人数 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/
□財団法人 海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ）
・年末年始実践日本語力アップ短期集中プログラム
基礎力の向上，トピック性のある表現力の向上，ビジネス・実務場面で通じ
る日本語力の向上など，４コースを設け，それぞれのねらいを明確に，参加
しやすい３日間のプログラムとしております。なお，このプログラムには
AOTS 制度による技術研修生以外の方も参加可能です。
http://www.aots.or.jp/ngc/nihongo/index.html
□公益財団法人 国際文化フォーラム
・
「学習のめやす 2011」(ダイジェスト版）
公益財団法人国際文化フォーラムが国内外の教師および研究者と５年の歳月
をかけて作成した新しい言語教育のガイドラインの骨子。
「わかる」から
「できる」
，そして「つながる」を目標にした言語教育の在り方を提案します。
http://www.tjf.or.jp/ringo/pics/meyasu2011d.pdf
□ＪＡＬアカデミー
・JAL アカデミーブラッシュアップコース第 4 回
「わかる」を「できる」に繋ぐシャドーイング
―第二言語習得研究に基づく運用力の養成―
講師：迫田久美子氏（広島大学 教授・国立国語研究所 客員教授）
日時：11 月 11 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
内容：日本語学習者に対する 6 年間のシャドーイングの実践をもとに，
(1)なぜシャドーイングに注目したか，
(2)シャドーイングは日本語教育に効果があるのか，
(3)シャドーイングの効果はどのような能力に現れるのか，
(4)シャドーイングの実践において注意すべき点は何か，
についてお話しします。

http://jaca.caplan.jp/global/
□スリーエーネットワーク
・特別連載 教科書活用講座のご案内
『みんなの日本語初級』を使った初級日本語の教え方
http://www.3anet.co.jp/seminar/minnasyokyu.html
講師：木戸恵子（目白大学留学生別科非常勤講師，
元（財）海外技術者研修協会（AOTS）
）
第 1 回 『みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ』の構成と基本的な考え方
第 2 回 『みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ』
「練習問題を作ってみよう」
（予定）
・新刊説明会
『会話の授業を楽しくするコミュニケーションのためのクラス活動 40』
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#14
「会話の授業」を担当する時に，
「会話の授業」って何をやればいいの？
とお困りになっている教師は多いのではないでしょうか。
「会話の授業」は，やってみるまでは大変そうですが，やってみるとこれ
ほど楽しい授業はありません。今回の研修会では，新刊『会話の授業を楽
しくするコミュニケーションのためのクラス活動 40』を使った「会話の授
業」での様々な活動例を本書の著者がご紹介して，楽しくなる「会話の授
業」を皆さまと考えていきたいと思います。
講師：石黒圭，安部達雄，有田佳代子，植松容子，志村ゆかり，筒井千絵
（
『会話の授業を楽しくするコミュニケーションのためのクラス活動 40』
編者，共著者）
日時 : 11 月 26 日（土）14：00-16：00（受付開始 13：30）
会場 : 日本教育会館 707 号室（東京都千代田区一ツ橋２丁目６-２）
定員 : 80 名（先着順。定員になり次第，締め切ります。）
参加費 : 無料
申込み : お名前・ご住所・ご所属・電話番号を明記の上，郵便，FAX，メール
にてお申込みください（キャンセルの場合は事前にご連絡ください）。
問合せ・申込み先：スリーエーネットワーク講座係
TEL：03-3292-6193 FAX：03-3292-6194 E-Mail：kouza@3anet.co.jp
http://www.3anet.co.jp
〒101-0064 千代田区猿楽町 2-6-3 松栄ビル

======================================================================
【３】日本語教育の情報
======================================================================
■１■ 情報
・Web サイト日本語教育通信（国際交流基金）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/index.html
・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
・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
・公開シンポジウム「アジアで第２言語を学び教える研究集会」
主催：北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院，
国際広報メディア・観光学院
日時・会場：東京，北海道の２会場で開催
[東京]11 月 6 日（日）14:00-16:30 北海道大学東京オフィス
[北海道]11 月 12 日（土）14：00-17：30 北海道大学遠友学舎
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/NKG111018hokudai.pdf
・第三回日本語・日本事情遠隔教育拠点セミナー 峯松信明先生
「音声の構造的表象とそれに基づく外国語発音評定」

主催：筑波大学留学生センター 日本語・日本事情遠隔教育拠点
日時：11 月 12 日（土）14:00-17:00
会場：つくば国際会議場 403 号室
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/NKG111011Tukubaposter.pdf
・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
・日本語教育研修会「日本語教授法シリーズ『中・上級を教える』（第 10 巻）」
主催：国際交流基金
日時：11 月 25 日（金）17：00-19：00
会場：国際交流基金関西国際センター
http://www.jfkc.jp/ja/news/2011/10/10-2.html
・第 5 回多文化社会実践研究・全国フォーラム
主催：東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター
日時：11 月 26 日（土）, 11 月 27 日（日）
会場：東京外国語大学 府中キャンパス
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/
・イラストを使って中級文法を説明しよう！
主催：特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日時：11 月 26 日（土）14:00-17:00
会場：浅松ビル 1 階会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/kawabata01.html
・日本語フォーラム 2011in 兵庫
主催：日本語フォーラム 2011 準備会，兵庫日本語ボランティアネットワーク，

日本語フォーラム全国ネット
日時：11 月 27 日（日）10：30-16：30（受付 10：00）
会場：兵庫県立のじぎく会館（2F)
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/NKG111025nihongohyogo.pdf
・支援者としての教師の自律を考える
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 27 日（日）13:00-15:30
会場：山梨国際交流センター（パスポートセンター）
http://www.npo-nikken.com/event/event11/saito1127.html
・日本語文法学会第 12 回大会
主催：日本語文法学会
日時：12 月 3 日（土）
・4 日（日）
会場：東京外国語大学
http://www.nihongo-bunpo.org/conference/12th/
・第 43 回お茶の水女子大学日本言語文化学研究会
主催：お茶の水女子大学日本言語文化学研究会
日時：12 月 3 日（土）
会場：お茶の水女子大学

共通講義棟 1 号館 3 階

http://www.dc.ocha.ac.jp/comparative-cultures/jle/genbun/kenkyukai43.html
======================================================================
【４】一般の情報
======================================================================
■１■ 情報
・第 53 回「教育・文化週間」全国各地の行事一覧（文部科学省・文化庁）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kyoiku-bunka/detail/1311584.htm
・日本学術会議の新会員名 105，10 月 1 日付けで内閣総理大臣から任命
会員名簿 http://www.scj.go.jp/
・平成 23 年度「先導的大学改革推進委託事業」（第 1 次公募）採択結果（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/1311390.htm
○大学改革を支援するメカニズムに関する国際比較調査

（独立行政法人国立大学財務・経営センター）
○各国政府外国人留学生奨学金等による修了生へのフォローアップ方策に関する
調査研究―主要な各国政府，海外の主要大学の取り組み―（学校法人立命館）
○大学の人材養成機能を活用した地域課題解決方策に関する実証的調査研究
（龍谷大学）
○国内外における産学連携によるキャリア教育・専門教育の推進に関する実態調査
（国立大学法人九州大学）
□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/
■２■ イベント／催事
・第 79 回 異文研講演会
「生きる条件としての「言葉」―詩人ローゼ・アウスレンダーの生涯と作品から」
主催：神田外国語大学異文化コミュニケーション研究所
日時：11 月 15 日（火）17：00-19：00（開場 16：30）
会場：神田外語大学 7 号館 2 階クリスタルホール
http://www.kuis.ac.jp/icci/kouenkai/gakunai/poster/79.pdf
・第 80 回 異文研講演会
「Philosophy as Translation（翻訳としての哲学）」
主催：神田外国語大学異文化コミュニケーション研究所
日時：11 月 21 日（月）17：00-19：00（開場 16：30）
会場：神田外語大学 6 号館 1 階プレゼンテーションルーム
http://www.kuis.ac.jp/icci/kouenkai/gakunai/poster/80.pdf

・日本教育アクションリサーチネットワーク 第 1 回研究大会
主催：日本教育アクションリサーチネットワーク（JEARN）
日時：11 月 26 日（土） 10：10-17：10
会場：松山大学 8 号館
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/NKG111020AR.pdf
・国際シンポジウム「多言語環境児童の学習言語の発達と障害
―イマージョン教育から見えてくること―」
主催：金沢大学子どもの心の発達センター
日時：11 月 27 日（日）13：00-18：00
会場：共立女子大学 3 号館 508 教室
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/NKG111004tagengojido.pdf
・
「おしゃべり」フィールドワーク：ワークショップ＆パネル
主催：国際表現言語学会
日時：12 月 11 日（日）ワークショップ 9:30-12：30，パネル 14：00-16：00
会場：立教大学池袋キャンパス
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/NKG111018hanashikotoba.pdf
======================================================================
【５】日本語教育関連報道
======================================================================
・徳島新聞（9 月 24 日）
日本語教育支援へ覚書 県労福祉協，中国の中学校と交わす
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2011/09/2011_13168426107.html
・民団新聞（9 月 28 日）
脱北者日本語教室が修了…企業で実地研修へ
http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=4344&corner=2
・読売新聞（10 月 6 日）
タイ…日本語を選ぶ生徒激増
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/jijou/sekai/20111006-OYT8T00297.htm
・asahi.com（10 月 7 日）
文部科学大臣・中川正春氏と共に，政治と日本語教育を考える

― 『月刊日本語』 11 月号，10 月 8 日発売
http://www.asahi.com/business/pressrelease/PRT201110070033.html
・International Business Times（10 月 11 日）
経済産業省が取り組む企業のグローバル人材育成支援とは
http://jp.ibtimes.com/articles/22784/20111010/879051.htm
======================================================================
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。
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＜発行年月＞ 2011 年 11 月 1 日
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