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======================================================================
【１】学会情報：研修会・研究会・催事・入会案内等
======================================================================
■１■ イベント／催事
□発表募集
□１□ 【11/30 締切】関西地区研究集会 口頭発表募集
日時：2014 年 3 月 8 日（土）
会場：園田学園女子大学（兵庫県）
応募詳細はこちら
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
□２□ 【2/15 締切】シドニー日本語教育国際研究大会 2014 発表募集
日時：2014 年 7 月 10 日（木）～12 日（土）
発表会場：シドニー工科大学
公募発表形態：パネル発表・口頭発表・ポスター発表
発表申込締切：2014 年 2 月 15 日（土）
発表採択連絡：2014 年 3 月 15 日（土）
割引参加の申込締切：2014 年 4 月 15 日（火）
※2014 年度日本語教育国際研究大会（豪州・シドニー）のウェブサイトが

できました。大会詳細はこれから順次公開されますのでご期待ください。
https://icjle2014.arts.unsw.edu.au/
□参加者募集
□１□ 各地区研究集会（事前申込不要・当日，直接会場へ）
・第 7 回 中国地区【研究発表・活動報告・講演】
日時：11 月 9 日（土）10:00-16:50
会場：島根大学 松江キャンパス 教育学部棟
講演：加納千恵子氏（筑波大学）
「外国人日本語学習者の漢字力の評価を考える―運用力のテスト，
診断テストおよび Can-do Statements による評価―」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2013/kk-13-07.pdf
・第 8 回 東北地区【研究発表・ワークショップ】
日時：11 月 16 日（土）11:00-17:40
会場：東北大学 川内北キャンパス 講義棟 A 棟１階
ワークショップ：大島弥生氏（東京海洋大学）
「相互学習を取り入れたライティング指導―グループワークを通じて考
える―」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2013/kk-13-08.pdf
・第 9 回 四国地区
【研究発表・講演・パネルセッション・四国ボランティア団体ポスター展示】
日時：11 月 30 日（土）10:00-17:10
会場：愛媛大学 城北キャンパス 共通教育講義棟 2 階
講演：伊東祐郎氏（東京外国語大学）
「多様な視点から考える地域日本語活動」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2013/kk-13-09.pdf
□２□ 教師研修
・
【12/2 締切】異文化理解教育ワークショップ
「日本イメージからみたコンフリクトと解決」
日時：12 月 14 日（土）11:00-17:00
会場：東京大学本郷キャンパス
講師：加賀美常美代氏（お茶の水女子大学）
参加費：一般 5,000 円，日本語教育学会会員 4,000 円，学生 3,000 円
定員：30 名 ※定員になり次第，申込受付終了
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2013/2013ibunka.pdf

・
【12/20 締切】
「タスク作りから考えるビジネス日本語教育」
日時：2014 年 1 月 18 日（土）13:30-17:30
会場：政策研究大学院大学
講師：近藤彩氏（政策研究大学院大学）
参加費：一般 3,000 円，日本語教育学会会員 2,000 円，学生 1,500 円
定員：30 名 ※定員になり次第，申込受付終了
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2013/2013business.pdf
□３□ 2013 年度現代教育セミナー
「外国人との共生社会への道を探る―連続講座―」
主催：大阪教育大学教職教育研究センター・公益社団法人日本語教育学会
日時：第 3 回 11 月 10 日（日）13:30-16:30
（※第 1～2 回終了。3 回目だけの参加可）
会場：大阪教育大学天王寺キャンパス西館（大阪市天王寺区）
※各回定員 100 名（要事前予約・無料）
。
http://osaka-kyoiku.ac.jp/_file/renkei/chiiki/center/2013gendaikyoikusemi.pdf
□４□ テーマ研究会
※詳細は各テーマ研究会にお問い合わせください。
・看護と介護の日本語教育研究会 第 3 回例会
日時：11 月 16 日（土）17:00-19:00
会場：首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス （秋葉原ダイビル 12 階）
参加費無料・予約不要。当日直接会場へ。会員のみ対象（当日入会も可）
。
http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/kangokaigoN-SIG/
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 27 回研究会
日時：12 月 21 日（土）13:00-17:15
会場：名古屋大学 東山キャンパス 全学教育棟 4Ｆ406 号室
参加費無料・予約不要。当日直接会場へ。どなたでも参加できます。
http://www.nkg.or.jp/themekenkyu/chugoku/27kai.pdf
□その他
□１□ 2013 年度秋季大会予稿集販売
・10 月に開催した秋季大会予稿集の残部がございますので，ご希望の方に販売
いたします（価格：4,000 円，送料別）
。購入希望の方は，送付先をご記入の
上，下記までご連絡ください。送料・代金の振込方法等をご連絡いたします。
E-mail: kaiin@nkg.or.jp

※2013 年春季大会およびそれ以前の予稿集も在庫があるものは販売しております。
http://www.nkg.or.jp/book/b-tk-yoko.htm
□２□ 教師研修 映像配信
・10 月 27 日に開催した教師研修「インターネット映像配信サービスを利用した
教師研修と遠隔授業の実際」
（講師： 村上吉文氏（国際交流基金派遣日本語
教育上級専門家）の講義部分をインターネット上でご覧いただけます。
映像はこちらから
https://sites.google.com/site/eizohaishin/
facebook イベントページ
https://www.facebook.com/events/174184732769080/
■２■ 入会案内
いつでもご入会になれます。会費等は年度制（4 月～翌年 3 月まで）です。
新規入会希望の方はお問い合わせください。
学会誌投稿や大会等への発表応募は，普通個人会員資格が必要です。
入会申込書はホームページからのダウンロードも可能です。
＜普通会員＞
・大会発表の応募や学会誌の投稿ができます（普通個人会員のみ）。
・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
■３■ 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

■４■ 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
□アスク出版
・
【新刊】
『留学試験対策問題集 ハイレベル 総合科目』
伊佐治康成（JASSO 東京日本語教育センター講師）著 価格：2,200 円＋税
「総合科目」で学習者や指導者を悩ませてきたのは、何と言っても“使われる
語彙の難しさ”
。本書は過去 10 年ほどに出題された過去問を研究して，つくら
れました。実際に試験で出題される内容が中心になっているため，効率よく学
習できます。また、実際の試験問題ではフリガナがありませんが，学習しやす
いよう，解説や練習問題の漢字にフリガナを付記。練習問題には言葉の説明を
付け，学習者の負担を軽減しました。本書で効率的に学習することで，日本留
学試験の「総合科目」対策は万全です。
http://www.ask-books.com/books/?p=5686
・
【新刊】
『TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 ベトナム語版』
ＡＢＫ（財団法人アジア学生文化協会）著 価格：1,700 円＋税
日本語能力試験の対策をしながら，確実な文法力が身につくシリーズの N3 ベトナ
ム語版。本書では，
「この文法はいつ、どこで、どうやって使うか？」に徹底的
にこだわりました。基本練習に加え，日本語能力試験と同形式の問題があり，聴
解や読解の練習もできます。日本語を学ぶベトナム人留学生が増えている現状に
いち早く対応。既刊における各課の見出しや説明の「英訳」を，「ベトナム語訳」
に置き換えました。N3 レベルの文法を整理し，適切に使いこなすことを目指します。
ウェブサイトに「語彙リスト」を掲載予定（CD1 枚付き）
。
http://www.ask-books.com/jlpt-try/
・
【新刊】
『TRY! 日本語能力試験 N4 文法から伸ばす日本語 ベトナム語版』
ＡＢＫ（財団法人アジア学生文化協会）著 価格：1,700 円＋税
文法を軸に総合的な力が身につく好評シリーズに「N4」ベトナム語版が登場。
「この文法はいつ，どこで，どうやって使うか？」に徹底的にこだわりました。
友達との会話や簡単なスピーチ，アルバイトの面接など，様々な場面の文章に触れ

られます。助詞，副詞，指示語や自他動詞のページも充実。収録文型数は 100。
http://www.ask-books.com/jlpt-try/
□アルク
・
【新刊】
『初・中級学習者向け日本語教材 日本文化を読む』
ISBN：978-4-7574-2298-8

価格：2,520 円

（公財）京都日本語教育センター 編
村上春樹，穂村弘，俵万智など，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。本文を読み上げた音声ＣＤ２枚付き。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7013065
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『みんなの日本語 初級 II 第２版 導入・練習イラスト集』
飯島ひとみ・芝薫・高本佳代子・村上まさみ著

2,400 円（本体）

『みんなの日本語初級 II 第２版 本冊』の主な文型を導入，練習する際に
使用できるイラスト集です。
『第２版 本冊』にあわせて，語彙および学習
項目を見直し，イラストの一部を修正しました。
『第２版 本冊』とともに
お使いください。
http://bit.ly/14AFGUy
■２■ 活動
□朝日カルチャーセンター日本語科
会場は全て，新宿住友ビル 3 階 朝日カルチャーセンターです。
電話予約も可能です（電話:03-3344-1965）
。
お申込は先着順，定員になり次第締め切ります。
・
「日本語文法を教える新しい視点―日本語教育文法と教室活動をつなぐ」
講師：庵功雄（一橋大学国際教育センター准教授）
日時：10 月 26 日，11 月 2 日，9 日，16 日（土曜全 4 回 13：00-15：00）
受講料：一般 15,960 円，朝日カルチャーセンター会員 13,440 円 定員：35 名
ここ 50 年間の状況の変化に適した新しい文法シラバスの必要性を考えます。
何をどう教えるのか，教授法や具体的な教室活動にもつながる日本語教育
文法のあり方を考察します。途中からでもどうぞ。
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=215766&userflg=0
・
「は」と「が」の機能新説
講師：国広哲弥（東京大学名誉教授）
日時：11 月 16 日（土）15:30-17:30 定員：35 名

受講料：一般 3,990 円，朝日カルチャーセンター会員 3,360 円
助詞はどのような機能を果たすのか。特に「は」と「が」を含む格助詞の役
割に焦点を当て，具体的な事例や用法の分析を試みながら，日本語における
新たな説について論じます。
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=215771&userflg=0
・敬語のしくみと教え方―学習者の視点から
講師：金子広幸（日本大学国際関係学部講師）
日時：11 月 21 日，28 日，12 月 5 日（木曜全 3 回 10:30-12:30） 定員：30 名
受講料：一般 11,970 円，朝日カルチャーセンター会員 10,080 円
まずは敬語の体系を概観します。日本語社会での敬語使用の実態を分析し，
外国人学習者が遭遇する待遇表現の問題点を取上げつつ，実際に活用できる
教室活動の例を紹介します。
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=216922&userflg=0
・続・授業を楽しくする教室活動 初級編２
講師：平井悦子（日本語講師）
日時：11 月 30 日，12 月 7 日，14 日，21 日（土曜全 4 回 13:00-15:00，他）
受講料：一般 15,960 円，朝日カルチャーセンター会員 13,440 円 定員：30 名
初級後半レベルで扱いが難しい項目を分析し，基礎定着練習における工夫や，
より達成感を感じられる授業活動を考えます。具体的な場面や状況，機能を
踏まえ実践的に学びます。
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=218539&userflg=0
□キャプラン株式会社 J プレゼンスアカデミー
・J プレゼンスアカデミー

ブラッシュアップコース

「
「自然な日本語を積み上げる初級文法」とその教育実践」
講師：増田真理子（東京大学日本語教育センター

准教授）

日時：11 月 29 日（金）18:30-20:30
会場：J プレゼンスアカデミー研修センター
（港区南青山 3-1-31 NBF 南青山ビル 5 階）
受講料：￥3,500
http://jaca.caplan.jp/global/open/jteacher/
□スリーエーネットワーク
・教科書活用講座１
マンガで学ぶ日本語の教え方初級教科書を使いこなすための「教え方」の基礎！
―『みんなの日本語初級』を例に－教科書に沿ってドリルの流れを見る（仮）―

講師 : 西川寛之（明海大学外国語学部講師）
11 月上旬配信予定です。お楽しみに！
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza14/2531/
・教科書活用講座２
ニホンゴをニホンゴだけで教える＝「直接法」で「導入」する①
―新しい項目を，
「本当にニホンゴだけで」導入したい
みんなの日本語初級を例に（仮）―
講師：高橋土夢（亜細亜友之会外語学院）
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza15/2529/
======================================================================
【３】行政情報：日本語教育施策・事業等
======================================================================
■１■ 情報
【文部科学省】
・平成 25 年度「博士課程教育リーディングプログラム」の採択プログラムの
決定について（10 月 1 日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/hakushikatei/1339980.htm
【法務省】
・在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表
在留外国人統計 2012 年 12 月末（9 月 2 日公表）
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html
・出入国管理政策懇談会
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan41.html
======================================================================
【４】他団体情報：催事・集会・助成等
======================================================================
■１■ 情報
・国際交流基金ウェブページ「日本語教育通信」※本ばこ，他更新
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/index.html
・国際交流基金 文法を楽しく「よう」
（2）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/grammar/index.html

・フランス日本語教師会便り 71 号（ウェブサイトにて閲覧可能になりました）
http://aejf.asso.fr/filemgmt/viewcat.php?cid=1
■２■ 助成
・国際交流基金 平成 26 年度公募プログラム
対象は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，日本研究者など個人や団体。各種助成金，研究奨学金等。
http://www.jpf.go.jp/j/program/
・日本学術振興会 H26 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）
（奨励研究）の公募について（10 月 1 日）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/11_shourei/koubo.html
・日本学術振興会 科学研究費助成事業 審査委員名簿の更新について（10 月 1 日）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/14_kouho/top_meibo_131001.html
・日本学術振興会 科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程
（平成 25 年 10 月 8 日一部改正）について（10 月 1 日）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html#shinsa
■３■ イベント／催事
□発表者募集
・
【11/24 締切】第 8 回日本語実用言語学国際会議（ICPLJ)
日時：2014 年 3 月 22 日～23 日 会場：国立国語研究所
http://www.ninjal.ac.jp/icplj8/
・
【11/30 締切】ISLS 学会 2014 年度研究大会
日時：2014 年 6 月 13 日～14 日 会場：秋田国際教養大学
http://www.isls.co/index.html
□参加者募集
・地域社会のための日本語教育実践セミナー ～国際交流基金オフィシャル
日本語コースブック『まるごと 日本のことばと文化』の活用～（11 月 9 日）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/new/1310/10-01.html
・科研「日本統治下台湾・朝鮮の学校教育と周辺文化」研究会（11 月 9 日）
ワークショップ「日本統治下台湾・朝鮮の学校教育と周辺文化」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2013/NKG131003syuhenbunkaWS.pdf

・国立国語研究所 日本語教育研究センター 共同研究「多文化共生社会にお
ける日本語教育研究」サブプロジェクト「学習者の言語環境と日本語の習
得過程に関する研究」研究発表会（11 月 10 日）
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2013/20131110-029/
・つながろうねっト第 8 回日本語教育勉強会「なぜ日本語教師は貧しいのか
－私たちにできることは何か－」
（11 月 10 日 インターネット配信）
https://sites.google.com/site/sekaitsunagaru/home
・宇都宮大学 留学生・国際交流センター・茨城大学 留学生センター共催
「留学生センター・シンポジウム 2013」
（11 月 15 日）
http://www.utsunomiya-u.ac.jp/docs/ryu-center%20symposium.pdf
・第 27 回北海道大学留学生センター日本語・日本語教育研修会
「対人関係構築のためのコミュニケーション入門」（11 月 16 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2013/NKG131017nihongokyouikukensyu.pdf
・第 11 回対照言語行動学研究会「日本語の理論的分析と教育」（11 月 23 日）
http://www.ryu.titech.ac.jp/~nohara/taishogengokoudou/index.html
・第 6 回協働実践研究会「日本語教育における協働学習実践研究シンポジウム」
（11 月 23 日）
http://kyodo-jissen-kenkyukai.com/
・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 24 回日本言語文化研究会「自国の日本語教育を語る」（11 月 30 日）
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/news/news_131130.html
・アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター創立 50 周年記念シンポジウム
選ばれる日本語 「外国人プロフェッショナル」のまなざし（12 月 7 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2013/NKG131010AmericaCanada.pdf
・第 9 回国際日本学会（IAJS）研究発表大会（12 月 7 日）
http://www.iajs.net/index.html
・第 9 回実践持ち寄り会（12 月 8 日）

http://www.cocopb.com/jissen_mochiyori/Blog/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA
%E3%83%BC/2013/12/8_%E7%AC%AC9%E5%9B%9E%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%8C%81%E3
%81%A1%E5%AF%84%E3%82%8A%E4%BC%9A_%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86
%85.html
・第二言語習得研究会第 24 回大会（12 月 14 日～15 日）
http://jsl.li.ocha.ac.jp/jasla/2.html
・国際表現言語学会第 5 回大会（12 月 21 日～23 日）
「ドラマチックコミュニティー：演劇がつなぐ人と地域と文化」
http://web.uvic.ca/~hnserc/IAPL/indexJ.htm
======================================================================
【５】報道情報：日本語教育関連ニュース・論評等
======================================================================
・公立に通う外国人児童生徒，約 4 割が日本語能力不足？
（Benesse 教育情報サイト 9 月 26 日）
http://benesse.jp/news/kyouiku/trend/20130926170017.html
・外国人の子，不就学「ゼロ」 静岡・浜松 （朝日新聞 10 月 1 日）
http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201309300415.html
・オレンブルグの人がなぜ日本語を？（The Voice of Russia 10 月 4 日）
http://japanese.ruvr.ru/2013_10_04/122385801/
・朝鮮学校支援団体がシンポ 「県の補助金支給再開を」／横浜
（カナロコ 10 月 6 日）
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1310050017/
・親子日本語教室:外国人親子に 川口の「盛人大学」で毎週土曜
国際交流団体と提携，専門教師が担当 ／埼玉 （毎日新聞 10 月 8 日）
http://mainichi.jp/area/saitama/news/m20131008ddlk11040225000c.html
・名門大の講義を日本語で――Coursera が日本語字幕付き講座を配信
（PC Online ニュース 10 月 8 日）
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20131008/1107624/
・韓・中・英語多文化に対応…外国人を主な対象に介護事業

（民団新聞 10 月 9 日）
http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=4956&corner=2
・
「20 年までの国家外国語教育プログラム」に日本語教育採用へ
（日刊ベトナムニュース

10 月 11 日）

http://www.viet-jo.com/news/social/131010034128.html
・
「何しとんねん」にビビる外国人社員 「関西弁」めぐる企業マニュアルとは
（J-CAST ニュース 10 月 11 日）
http://www.j-cast.com/kaisha/2013/10/11185904.html?p=all
・日本語の有名大学講義、無料配信 来春からネットで（朝日新聞 10 月 11 日）
http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK201310110056.html
・日本人留学生の就職を応援 企業も支援し面接指導 NY で（JB PRESS 10 月 11 日）
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38903
・日本に来た外国人看護師の前にそびえる高い壁
（ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 10 月 12 日）
http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702303836304579130463213945526.html
・言語通して人間探求 変な日本語 いつもメモ 町田健さん
（東京新聞 10 月 12 日）
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/doyou/CK2013101202000214.html
・留学生獲得へＰＲ作戦 大学，海外に事務所次々 （朝日新聞 10 月 13 日）
http://www.asahi.com/edu/articles/OSK201310120114.html
・外国人留学生にスルーされる日本企業 彼らが感じている「大きな違和感」とは
（J-CAST ニュース 10 月 13 日）
http://www.j-cast.com/kaisha/2013/10/13186096.html
・東大・ＮＴＴドコモなど，多大学の授業をネットで聴講
（朝日新聞 10 月 14 日）
http://www.asahi.com/tech_science/nikkanko/NKK201310140001.html
・次世代に継ぐ日本人移民，日系人の足跡 87 （サンパウロ新聞 10 月 14 日）
http://www.saopauloshimbun.com/index.php/conteudo/show/id/15169/cat/140

・外国につながる子の進学支援，市民グループが２６日相談会／川崎
（カナロコ 10 月 15 日）
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1310140028/
・豪州留学生を受け入れ＝岸田外相（時事ドットコム 10 月 15 日）
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013101500877
・
「やさしい日本語」使おう

県国際交流協会 震災教訓に取り組み

（東京新聞 栃木 10 月 16 日）
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20131016/CK2013101602000151.html
・立命館アジア太平洋大，外国人社員に日本語研修（日本経済新聞 10 月 17 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO61172480W3A011C1LX0000/
・首都圏の病院，外国人患者の受け入れ体制強化（日本経済新聞 10 月 17 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO61226980X11C13A0L71000/
・西武信金と亜細亜大，留学生の就職支援（日本経済新聞 10 月 21 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO61228170X11C13A0L83000/
・
「教育界のオスカー賞」
，英国の日本語教師が獲得

授業の魅力とは？

（NewSphere 10 月 21 日）
http://newsphere.jp/national/20131021-6/
・外国人技能実習，期間延長協議へ…法務省（読売新聞 10 月 26 日）
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20131026-OYT1T00376.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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