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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□ 2012 秋季大会予稿集販売
10 月 13 日，14 日に開催いたしました北海学園大学での大会予稿集残部がござ
います。ご希望の方に１冊 4,000 円（送料別途）にて販売いたします。
申込先：kaiin@nkg.or.jp
申込方法：メールタイトルを「2012 秋季大会予稿集希望」とし，
お名前，予稿集の送付先住所をご記入のうえ，ご連絡ください。
折り返しメール返信にて，送料および入金方法等をお伝えします。
参考（プログラム一覧）http://nkg.or.jp/taikai/12autumnprogram.pdf
□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：2012 年 11 月 17 日（土）必着 ＊口頭発表のみ

http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
□３□ 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。郵送いたします。
日本語教育学会事務局 E-mail: office@nkg.or.jp
■２■ イベント／催事
□１□ 教師研修
・日本語教師が知っておきたい「
“地域”の課題」
日時：2012 年 12 月 1 日（土）13：30-17：00
会場：早稲田大学早稲田キャンパス 22 号館
講師：石井恵理子氏（東京女子大学）
中河和子氏（トヤマ・ヤポニカ，富山大学）
矢部まゆみ氏（横浜国立大学，横浜市国際交流協会アドバイザー）
定員：60 名 ＊締切日以前でも定員になり次第受付終了
参加費：一般 2,500 円，会員 2,000 円，学生 1,500 円
詳細および申込方法
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2012/2012chiiki.pdf
・教室活動のデザインⅤ
日時：2013 年 1 月 13 日（日）
・14 日（月・祝）両日とも 10：00-17：15
会場：政策研究大学院大学 ５階講義室Ｆ
＜講座１：読解（13 日）＞ 講師：舘岡洋子氏（早稲田大学）
「協働的読解活動のデザイン ―創造的な学びの場づくり―」
＜講座２：作文（14 日）＞ 講師：木戸光子氏（筑波大学）
「学習者の作文分析を通して学び合う作文授業の構築
―要約・書き換えからレポート作成へ―」
定員：各講座 30 名 ＊締切日以前でも定員になり次第受付終了
参加費：１講座につき一般 5,000 円，会員 4,000 円，学生 3,000 円
２講座受講される方は合計金額から 1,000 円割引あり
詳細および申込方法
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2012/2012kyoshitsu.pdf

□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
ワークショップ講師：：川村よし子氏（東京国際大学）
「学習および生活支援ツールとしての『チュウ太』」
プログラム詳細はこちら
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2012/kk-12-08.pdf
・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
プログラム詳細は近日中, 下記にて公開予定
http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
□３□ テーマ研究会（SIG）
・JSL 漢字学習研究会 第 41 回研究会
日時：2012 年 11 月 3 日(土) 14:00-16:00
会場：国際交流基金日本語国際センター2 階ホール
http://jsl-kanji.com/event/20121103.html
□４□ グローバルネットワーク(GN)
・全米日本語教育学会(AATJ) 2013 年春季大会発表者募集中
日時：2013 年 3 月 21 日（木）
会場：カリフォルニア州サンデェイゴ
※発表応募締切 2012 年 11 月 2 日（金）太平洋岸時間午後５時まで
http://www.aatj.org/conferences/spring/index.html
・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
http://www.japanese-edu.org.hk/sympo/
■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】
『日本語能力試験スーパー模試Ｎ４・Ｎ５』
ISBN：978-4-7574-2224-7
岡本能里子 監修

価格：2,310 円

本試験と同じレベル・形式の模擬試験が，N４が２回分，N５が２回分入って
います。合否判定がその場でわかる「模擬テスト記録票」付き。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7012072
・
【新刊】
『中上級学習者向け日本語教材 日本文化を読む』
ISBN：978-4-7574-2231-5

価格：2,520 円

（公財）京都日本語教育センター 編
村上春樹，よしもとばなな，川端康成など海外でも翻訳される人気作家の
上質な文章を味わいながら，日本文化，日本事情まで学べます。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7012038
・
【新刊】
『できる日本語 初中級 教え方ガイド＆イラストデータ CD-ROM』
ISBN：978-4-7574-2232-2

価格：5,040 円

嶋田和子監修／できる日本語教材開発プロジェクト 著
テキストでは『同 初中級 本冊』の使い方を課ごとに紹介します。CD-ROM に
は，本冊で使われている，場面や状況を説明したイラスト（1042 点）を収録。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7012018
・電子書籍版「日本語多義語学習辞典」シリーズ
「日本語多義語学習辞典」シリーズ３冊が早くも電子書籍として登場！
★Google play から電子書籍版を購入
https://play.google.com/store/search?q=%E5%A4%9A%E7%BE%A9%E8%AA%9E
★アルク オンラインショップから紙版を購入
http://shop.alc.co.jp/spg/search/exec/bulk/-/161/
□ジャパンタイムズ
・
【新刊】
『初級から中級への日本語ドリル〈文法〉チャレンジ編』
ISBN：978-4-7890-1510-3 価格：1,260 円（税込）
松本節子・岩見智恵子・浜畑祐子・盛田真規子・山田純子・松倉有紀・
富山典子 著
既刊『初級から中級への日本語ドリル〈文法〉
』の続編。基礎復習に加えて
口語表現や書き言葉も多数収録，既刊からレベルアップした問題でコミュニ
ケーション能力を伸ばします。日本語能力試験 N２対策としても有効です。
http://bookclub.japantimes.co.jp/id/978-4-7890-1510-3
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『みんなの日本語中級Ⅱ 翻訳・文法解説 英語版』
ISBN 978-4-88319-614-2

1,890 円（税込） スリーエーネットワーク編著

『みんなの日本語中級Ⅱ 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。
Part1：新出語とその訳…「新出語」
「会話表現」
「固有名詞」を出現順に掲載。
Part2：文法解説…本文に出現する「理解項目」と「産出項目」の意味・機能を解説。
Part3：文法プラスアルファ…本冊にはない「中級文法」補足項目の意味・
機能の解説と例文を掲載。
http://bit.ly/ja3521
・
【新刊】
『日本語教育叢書「つくる」作文教材を作る』
ISBN 978-4-88319-613-5

1,890 円（税込）

関正昭・土岐哲・平高史也 編 村上治美 著
教科書・教材作りのプロセスとノウハウをテーマ別にまとめたシリーズの
「会話教材」
「漢字教材」
「読解教材」に続く 4 冊目です。作文教育の現状
を踏まえ，教材を作成する上でのヒントやアイディア，教材開発の実例,
教材を用いた指導や授業運営の方法が紹介されています。作文教育につい
て考える際のヒントが得られる日本語教師必携の一冊です。
http://bit.ly/3aja3512
・
【新刊】
『改訂版 例文で学ぶ漢字と言葉Ｎ２』
ISBN 978-4-88319-611-1

1,890 円（税込） 西口光一 著

漢字，漢字語とその用法を学習し，総合的に日本語力を強化する教材です。
2010 年に改訂された日本語能力試験 N2 レベルまでの漢字を，漢字語彙として
例文の中で学びます。基礎的な日本語学習を終えた学習者にとって，総合的
に日本語力を伸ばすのに欠かせない漢字の意味・使い方・読み書きを学習す
ることができます。3,660 の例文，107 課構成、
，1 回分のテストがあります。
http://bit.ly/3aja3509
□大修館書店
・
【新刊】
『ことば点描』 外山 滋比古 著
四六判・178 頁 定価 1,470 円（本体 1,400 円）

ISBN978-4-469-21341-6

ことばの地理的性格，第四人称・第五人称読者の役割，敬語の心と外交語の
必要性，コミュニケーション革命と新しい修辞学…ことばを見つめ続けてき
た著者が，いま，考えていることを綴る。ことばについての 10 のスケッチ。
http://plaza.taishukan.co.jp/shop/Product/Detail/30608
・
『日本語助動詞の研究 新装版』 北原 保雄 著
Ａ５判・668 頁 定価 8,295 円（本体 7,900 円）ISBN978-4-469-22224-1
今も読み継がれる助動詞研究の名著が，新装版として登場。古典語から現代
語に至る日本語の助動詞を，今までにない構文論的側面から考察し，新局面

を拓いた書。意味・接続・活用などの諸面から新しい分類がなされた。
http://plaza.taishukan.co.jp/shop/Product/Detail/30607
■２■ 活動
□アルク・スリーエーネットワーク・凡人社共催
・
『地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 in 岡山』
日本語を教えている方，これから教えようと考えている方，ぜひご参加
ください。
日時：2012 年 11 月 17 日（土）13：00-16：25
会場：岡山コンベンションセンター２階展示ホール
定員：80 名 参加費：無料
http://www.bonjinsha.com/business/
□アルク・凡人社共催
・
『日本語教師塾 Vol.4』
日本語教育に携わる方すべてに知ってほしいこのシリーズ。12 月の Vol.4 は
日本語教師としての自分の棚卸をして，今後の成長につなげていく内容です。
ぜひご参加ください。
日時：2012 年 12 月 15 日（土）13：30-16：30
会場：アルクイベントホール
定員：30 名 参加費：2,000 円（税込）
http://www.bonjinsha.com/business/
□株式会社ｅラーニングサービス
・ハンズオンワークショップ
Moodle でｅラーニング／ｅテスティングを始めよう！
日時：平成 24 年 12 月 15 日（土）13:00-15:00
会場：大妻女子大学千代田キャンパス
定員：10 名程度，要事前申込
参加費：無料
＊今後，毎月継続して開催予定（2 回目は 2013 年 1 月 12 日（土）13：00～）
http://www.e-learning-service.co.jp/free_ws.html
□財団法人海外産業人材育成協会（HIDA)
・千住多文化協働プロジェクト開始
HIDA 日本語教育センターは「千住多文化協働プロジェクト」を始めました。
外国文化体験イベント，多文化子育てセミナー，防災訓練などを，多様な

市民の企画によってオモロ楽しく作っていきます。
facebook で情報発信中！
http://www.facebook.com/senjutabunka
□スリーエーネットワーク
・特別連載 日本語教科書活用講座
『みんなの日本語初級』を使った暗記テスト、シナリオプレイ
ＮＥＷ！ 第 2 回
「いきいきとした会話の授業のための教科書活用法②暗記テスト応用編」
講師：佐久間みのり 石川学園 横浜デザイン学院 主任
http://bit.ly/3ajakatsuyoukouza08-2
・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】
定員:20 名(要予約・参加無料)
お申し込み・お問い合わせ：にほんごの凡人社 麹町店
TEL:03-3239-8673 E-mail:kojimachiten@bonjinsha.com
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
・中国で日本語教師になる!!
～中国派遣日本語教師が語る、中国で日本語教師をする魅力～
日時：2012 年 11 月 10 日（土）14：00-15：30
講師：小黒和子先生 (公益財団法人日中技能者交流センター 2011 年度中国派遣教師)
当日は，派遣機関である公益財団法人日中技能者交流センター担当者による
来年度の派遣説明と質疑応答の時間もございます。
・
「連想マップ」と弱点補強の練習問題で，漢字&語彙学習を効率的に!
日時：2012 年 11 月 17 日（土）14：00-15：30
講師：飯嶋美知子先生・山田京子先生・田中里実先生・吉田雅子先生・

藤野安紀子先生
・↓こちらのイベントは，好評につきお申し込みの受付は終了いたしました。
知的に楽しむ，クリティカルに読む
～『日本語力をつける文章読本 ―知的探検の新書 30 冊』の活用法～
日時：2012 年 11 月 18 日（日）14：00-16：00
講師：二通信子先生・門倉正美先生・佐藤広子先生
======================================================================
【３】行政情報：日本語教育施策・事業等
======================================================================
■１■ 情報
・平成 24 年度文化庁日本語教育大会 開催報告（文化庁月報 No.529)
http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/2012_10/news/news_03.html
・地域日本語教育コーディネーター研修について（文化庁事業）
申込締切:11 月 9 日（金）
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/coordinator_kensyu/h24_coordinator.html
======================================================================
【４】他団体情報：催事・集会・助成等
======================================================================
■１■ 情報
□論文
・
『言語教育評価研究(AELE)』第 3 号（2013）論文投稿募集
募集締切：2013 年 2 月 1 日（金）必着，2013 年 8 月刊行予定
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/new/1210/10-01.html
□その他
・平成 24 年度国際交流基金賞 受賞スピーチ全文掲載（国際交流基金）
http://www.jpf.go.jp/j/about/award/12/ceremony.html
・日本語能力試験 Can-do 自己評価リスト公開（国際交流基金）
http://www.jlpt.jp/about/candolist.html
・国際交流基金ホームページ 日本語教育国・地域別情報更新

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2011/index.html
・WEB 版「エリンが挑戦！にほんごできます。」
フランス語版・インドネシア語版を追加公開
http://erin.ne.jp
・ＮＨＫ やさしい日本語ニュースサイト
NEWS WEB EASY（やさしい日本語のニュース）
※ＮＨＫが現在，実験的に公開中（ふりがな・辞書機能・音声付）
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/
・CRET（教育テスト研究センター）ホームページ更新
コラム「アメリカの教育界を垣間見て」
http://www.cret.or.jp/
・アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター
紀要を電子化し，
『日本研究センター教育研究年報』としてウェブ上で公開
第 1 号（2012）はこちらから
http://www.iucjapan.org/html/nenpou_j.html
■２■ イベント／催事
□発表者募集
・第 40 回日本語教育方法研究会・20 周年記念大会
日時：2013 年 3 月 9 日（土）～10 日（日）10:00-17:30
会場：東京大学本郷キャンパス
研究発表（口頭発表・ポスター）申込締切：2013 年 1 月 9 日（水）
会誌原稿締切：2013 年 1 月 31 日（木）
http://roo.tc/JLEM/
□参加者募集
・第 3 回「生きている図書館＠駒澤大学」
（11 月 3 日）
http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/news/humanlibrary3
・国際教養大学 専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科
日本語教育実践領域 2012 年度 第 1 回特別講演会（11 月 4 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2012/NKG121016kokusaikyoyokinen.pdf

・ロシア語教室≪アムール≫開講５周年記念講演会「ユーラシアと日本」
（11 月 10 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2012/NKG121016EurasiaandJapan.pdf
・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
・NPO 多言語多読「多読セミナー in 大阪」（11 月 17 日）
http://www.nihongo-yomu.jp/ja/component/content/article/85-20121117-in-.html
・香港理工大学日本語プログラム特別講演会（久保田竜子先生）
（11 月 23 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2012/NKG121023hongkongriko.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
・国際日本学会（IAJS)2012 年度研究発表大会(11 月 24 日）
http://www.iajs.net/eighth_mtg.html
・国際交流基金日本語国際センター・政策研究大学院大学
第 22 回日本言語文化研究会（12 月 1 日）
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/news/news_1210-1.html
・特定非営利活動法人 日本語教育研究所 （12 月 2 日～全 10 回講座）
「外国人社員に対するビジネス日本語教師養成講座」
http://www.npo-nikken.com/event/event12/business3.html
・日本語学習支援ネットワーク会議 2012 in 仙台（12 月 8 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2012/NKG121016nihongoshiennetwork.pdf
・お茶の水女子大学 日本言語文化学研究会第 45 回研究会（12 月 8 日）
http://www.dc.ocha.ac.jp/comparative-cultures/jle/genbun/kenkyukai.htm
・平田オリザとドラマチックに過ごすクリスマスイブ！（12 月 24 日）
日本語教師と学習者のための日本語コミュニケーションワークショップ
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2012/NKG121026kokusaihyougen.pdf

======================================================================
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 11 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

