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======================================================================
【１】学会情報：研修会・研究会・催事・入会案内等
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 日本語教育学会創立 50 周年パンフレット
日本語教育学会創立 50 周年を記念し，学会 50 年の年表を入れた学会案内
パンフレットを作成いたしました。こちらからご覧になれます。
http://www.nkg.or.jp/oshirase/2012/SOJFL_web_2.pdf
＊ファイルが開けない方，印刷された冊子版をご希望の方は学会事務局まで
お問い合わせください。秋季大会会場でも配布予定です。
日本語教育学会事務局

E-mail: office@nkg.or.jp

□２□ 研究集会 研究発表募集（2012 年度発表の最終応募です）
・関西地区研究集会（研究発表・講演）
日時：2013 年 3 月 2 日（土）
会場：兵庫・甲南大学
発表応募締切：１１月１７日（土）必着 ＊口頭発表のみ
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm

■２■ イベント／催事
□１□ 大会
・2012（平成 24）年度秋季大会
日時：2012 年 10 月 13 日（土）
・14 日（日）
＊例年の秋季大会よりも一週間後の週末に開催ですのでご注意ください。
会場：北海学園大学（北海道札幌市）
参加費：一般 5,000 円，会員 4,000 円，懇親会費 3,000 円
◆各種イベント同時開催◆
・教材紹介コーナー（13 日-14 日，申込不要）
・日本語教育研究推進セミナー（14 日，申込締切済み）
プログラム・連絡事項・関連イベントの詳細はこちら
http://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。
□２□ 研究集会
・東北地区研究集会（研究発表・ワークショップ）
日時：2012 年 11 月 10 日（土）
会場：青森・弘前大学文京町キャンパス
http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
・中国地区研究集会（研究発表・講演予定）
日時：2012 年 12 月 8 日（土）
会場：山口・山口大学吉田キャンパス
http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
□３□ 教師研修
・ヒューマンライブラリーへの誘い
～多文化共生社会を志向する際の「多様性」を考える～
日時：2012 年 10 月 27 日（土）13：00-17：00
会場：早稲田大学早稲田キャンパス 22 号館
講師：工藤和宏氏（獨協大学外国語学部専任講師）
定員：30 名 ＊締切日以前でも定員になり次第受付終了
参加費：一般 5,000 円，会員 4,000 円，学生 3,000 円
詳細および申込方法
http://nkg.or.jp/menu-kenshu.htm
□４□ 地域日本語教育人材育成プロジェクト（JIP)
・JIP セミナー
「教室と地域をつなぐ日本語コーディネーターを目指して ―「生活者とし

ての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案を読み解く―
日時：2012 年 10 月 26 日（金）18：30-21：00
会場：国立オリンピック記念青少年センター センター棟 416 室
講師：山下隆史氏（文化庁文化部国語課日本語教育専門職）
定員：先着 100 名（要事前申込） 参加費：1,000 円
詳細および申込方法
http://www.nkg.or.jp/jip/121026JIPseminar.pdf
□５□ テーマ研究会（SIG）
・日本語音声コミュニケーション教育研究会 2012 年度秋の宵山研
日時：2012 時 10 月 12 日（金）17：00-19：00
会場：
「かでる２・７ 北海道立道民活動センター」310 会議室
詳細および申込方法
http://www.speech-data.jp/nihonsei/event.html#E1
・ビジネス日本語研究会 第８回研究会
日時：2012 年 11 月 9 日（金）プレ研究会（会員のみ），
11 月 10 日（土）研究会
会場：ＡＰＵ立命館アジア太平洋大学（F 棟）
詳細および申込方法
http://www3.grips.ac.jp/~BusinessJapanese/
□６□ グローバルネットワーク(GN)
・香港日本語教育研究会
第 9 回国際日本語教育・日本研究シンポジウム
―日本語教育・日本研究：双方向的アプローチの実践と可能性―
日時：2012 年 11 月 24 日（土）～25 日（日）
会場：香港城市大学
参加申込締切：10 月 15 日
http://www.japanese-edu.org.hk/sympo/
□７□ 言語系学会連合（UALS）
・
「第１回 ことばカフェ ―語り合おう！どうする，子どもたちへの多言語
教育―」
主催：言語系学会連合（UALS）
，共催：慶應義塾大学言語文化研究所）
日時：2012 年 10 月 11 日（木）14:00～16:00 （開場：13:30）
会場：慶應義塾大学三田キャンパス東館６階 G-SEC Lab
出演者：アレン玉井光江 （青山学院大学）
，大津由紀雄 （慶應義塾大学）
ファシリテータ：門村幸夜（大阪大学） 企画者：金水敏（大阪大学）
詳細は下記をご覧ください（要事前申込）
https://sites.google.com/site/kotobacafeuals/

■３■ 入会案内
いつでもご入会になれます。会費等，年度制（4 月～翌年 3 月まで）のため，
お早目のご入会がお得です。新規入会希望の方はお問い合わせください。
＜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】賛助会員情報：催事・新刊案内等（50 音順）
======================================================================
■１■ 書籍
□アルク
・
【新刊】
『日本語教育能力検定試験に合格するための用語集』
ISBN：978-4-7574-2227-8

価格：2,625 円

岩田一成・大関浩美・篠崎大司・世良時子・本田弘之著

過去 11 年分の検定試験を徹底分析。
「出ている用語」「本当に必要な用語」
を抽出し，具体的でイメージしやすい解説を加えました。受験生必携の一冊！
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7012037
□凡人社
・
【新刊】
『できる日本語 わたしの文法ノート 初中級』
ISBN：978-4-89358-837-1

価格：1,050 円（税込）

嶋田和子監修，澤田尚美・高見彩子・濱谷愛著
「できる日本語」シリーズ最新刊。
『できる日本語

初中級 本冊』の学習

項目のうち，文型を中心にした副教材。学習者自身が学習項目を整理し，復
習することができます。適切さや正確さを意識しながら，日本語の運用力を
身につけることができます。
http://www.bonjinsha.com/feature/
・
【新刊】
『日本語能力試験対応 短期マスター 聴解ドリル１
[N2・N3 レベル]
ISBN：978-4-89358-839-5

価格：1,575 円（税込）

浅野陽子・武田聡子・長崎清美著
聴解の力をつけるためのポイント８つを学び，基礎固めをします。
「まずは
確認」
「耳慣らし＆口慣らしタスク」から「基本練習」
「応用練習」へと，
さまざまな練習形式で段階的に学べる構成。
http://www.bonjinsha.com/feature/
■２■ 活動
□公益財団法人 国際文化フォーラム
・漫画で日本語が学べる「好朋友ウェブ」がオープン
国際文化フォーラムは，中国の大連教育学院と共同で，中国中学校用第二外
国語としての日本語教材『好朋友 ともだち』を制作しました。その『好朋
友』の世界に触れることのできるウェブサイトです。ぜひご覧ください。
http://www.tjf.or.jp/haopengyou
・実践サポートめやすＷＥＢ
今，ＣＥＦＲやＪＦスタンダードと並び注目されている日本初の外国語教育
のガイドライン『外国語学習のめやす 2012』の実践をサポートするウェブサ
イトです。當作靖彦教授が監修したソーシャルネットワーキングアプローチ
によるレッスンプランをご覧いただけます。
http://www.tjf.or.jp/meyasu/support/index.html
□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』使った暗記テスト，シナリオプレイ 1

講師 : 佐久間みのり (石川学園)横浜デザイン学院日本語学科 主任
第１回 いきいきとした会話の授業のための教科書活用法①暗記テスト
http://bit.ly/3ajakatsuyoukouza08-1
・ICAS(アイカス)25 周年記念公開研修会
考えよう！『みんなの日本語中級Ⅱ』
（講義・ワークショップ・交流会）
日時：2012 年 11 月 10 日（土）13:00～16:30（受付 12:30）
会場：仙台国際センター（仙台市青葉区青葉山無番地）
講師：関正昭，鶴尾能子，茂木眞理(『みんなの日本語中級Ⅱ』執筆協力者)
参加費無料，70 名先着順。申込締切：11 月 5 日（月）
内容詳細，申込はこちら→ http://bit.ly/3aeve3494
□凡人社
【麹町店 店頭イベント】
・
「課題達成のプロセスで学ぶビジネスコミュニケーション」
日時：2012 年 10 月 6 日（土）14：00-15：30
2012 年 8 月に発刊した『課題遂行のプロセスで学ぶビジネスコミュニケーシ
ョン』は，ビジネスの活動に参加し，そのプロセスでコミュニケーション力
を高めていくことを目指す教材です。イベントでは，
「プロセスで学ぶ」と
はどういうことかを中心に，このアプローチによる学習デザインを紹介します。
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
・
「問題に取り組みながら「使える」喜びを生む日本語能力試験対策」
日時：2012 年 10 月 20 日（土）14：00-15：30
日本語能力試験の指導は，
「ある問題集のある設問に答えられるだけでよい
のか」
「教師が説明すれば，それで十分なのか」
。イベント当日は，『日本
語能力試験レベルアップトレーニング文法・聴解』を使って，この疑問にお
答えします。
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
======================================================================
【３】行政情報：日本語教育施策・事業等
======================================================================
■１■ 情報
・平成 25 年度科学研究費助成事業―科研費―
（新学術領域研究，特定領域研究，特別研究促進費）の公募について
（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1324967.htm
・平成 25 年度科学研究費助成事業―科研費―

【研究成果公開促進費（研究成果公開発表）
】の公募について（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1324896.htm
・
「平成 25 年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領等説明会」等資料
（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1325861.htm
・
「留学生交流拠点整備事業」の選定結果について（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1325934.htm
・平成 23 年度「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」に係る報告書の概要
（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/1325565.htm
・外国人留学生の適切な受入れについて（通知）
（文部科学省）
－文部科学省高等教育局学生・留学生課長－
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1325305.htm
・外国人児童生徒の受入促進事業・総合的な学習支援事業・受入体制の整備等
（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/1295325.htm
・退学者等名簿（文部科学省）
対象：国公私立大学，国公私立高等専門学校
内容：前月に退学（転学・転校を含む。
）
，除籍又は所在不明となった者を
毎月 10 日までに，文部科学省高等教育局学生・留学生課宛てに FAX 又は郵便
により報告
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1313257.htm
・中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会「教職生活の全体を通じた教員
の資質能力の総合的な向上方策について（審議のまとめ）」
（文部科学省）
＊8 ページに「教員免許制度の改革の方向性」という項目があり，
「「専門
免許状（仮称）
」の創設」のところで，
「外国人児童・生徒教育」が挙げら
れています。
教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について
（審議のまとめ）
（答申）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325092.htm
中央教育審議会 教員の資質能力向上特別部会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo11/index.htm

・留学・文化・スポーツと観光振興及び日本の魅力発信の連携施策まとめ
（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/miryoku/__icsFiles/afieldfile/2012/09/26/1326189_1.pdf
======================================================================
【４】他団体情報：催事・集会・助成等
======================================================================
■１■ 情報
□助成
・博報財団 第 8 回日本語海外研究者招聘事業
応募受付期間 2012 年 9 月 3 日～10 月 31 日
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/program/index.html
・平成 25 年度助成金・研究奨学金公募プログラム申請受付（国際交流基金）
対象：国際文化交流事業を行う国内外の個人や団体，日本語教師，
日本語学習者，日本研究者など
http://www.jpf.go.jp/j/program/
・平成 25 年度助成プログラム相談会（国際交流基金）
対象：日本国内の申請者
日時：2012 年 10 月 26 日
会場：国際交流基金（東京・新宿）
http://www.jpf.go.jp/j/program/briefing.html
□論文
・平成 24 年度漢検漢字文化研究奨励賞 募集
応募締切 2012 年 10 月 31 日（水）消印有効
http://www.kanken.or.jp/incentive_award/

□その他
・2012 年度国際交流基金賞（国際交流基金主催）
作家の村上春樹さん（63）ら２氏１団体に決まった。村上さんは作品が 40 以
上の言語に翻訳され，
「海外の読者が日本語や日本文学、日本文化に関心を
寄せるきっかけになっている」などと評価された。ほかの受賞者・団体は，
非営利団体「米日カウンシル」プレジデント（代表）のアイリーン・ヒラノ・
イノウエさん（63）,フランス国立東洋言語文化大の日本語・日本文化学部
と大学院。賞金は各 300 万円。
http://www.jpf.go.jp/j/about/award/index.html
・震災ドキュメンタリー映画『きょうを守る』の教材利用

本編オリジナル（字幕無し）
，英語字幕付き本編，日本語スクリプト，
英語字幕テキストの教材としての無料配布
http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/protect-today/index.html
・CRET（教育テスト研究センター）ホームページ研究・発表論文更新
http://www.cret.or.jp/
■２■ イベント／催事
□参加者募集
・AJALT ビジネスジャパニーズ教え方講座（10 月 4 日～全６回）
http://www.ajalt.org/teach/business2012/
・東京音声研究会・宮城幸枝先生講演会（10 月 6 日）
http://wiki.livedoor.jp/tokyo_onsei/d/%BC%A1%B2%F3%A4%CE%B8%A6%B5%E6%B2%F1
・
『イラストでわかる日本語表現 中級』を使って中級文法・表現を教えよう！
（10 月 6 日）
http://www.npo-nikken.com/event/event12/kawabata1210.html
・日本語教育・第二言語習得研究者のためのコーパス調査入門（10 月 6 日）
http://www.9640.jp/information/corpus20121206.pdf
・第９回マレーシア日本語教育研究発表会・浦和研修報告会（10 月 6 日～7 日）
http://www.jfkl.org.my/UserFiles/12Conference_program_lecture.pdf
・日本教育アクション・リサーチ・ネットワーク第２回全国大会（10 月 7 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2012/NKG120904ActionResearch.pdf
・第 7 回「多読のためのリライト講座」
（10 月 14 日，21 日）
http://www.nihongo-yomu.jp/images/stories/pdf/rewrite2012-10.pdf
・第 3 回くろしお日本語セミナー「日本語教育における「文法」を問い直す」
（10 月 15 日）
http://www.9640.jp/xoops/modules/news/article.php?storyid=97
・新時代のキャリアデザイン―１０年の研究と教育から探る―（10 月 19 日）
http://www.hosei.ac.jp/careerdesign/NEWS/topics/120830_01.html
・多文化関係学会 2012 年度年次大会（10 月 20 日～21 日）
http://js-mr.org/meeting/meeting02.html

・日本語教材まつり 2012 「読む」を考える（10 月 27 日）
http://www.bonjinsha.com/business/
・日本学術会議主催学術フォーラム
「ICT を生かした社会デザインと人材育成」
（11 月 16 日）
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/155-s-1116.pdf
・公益財団法人京都日本語教育センター京都日本語学校 秋季講演会
『マンガの影響力』について考える（11 月 24 日）
http://kjls.or.jp/archives/1871
======================================================================
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＞ 2012 年 10 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

