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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
□発表者募集
□１□ 2014 年度各地区研究集会 発表募集
※研究集会の発表応募には大会同様，会員資格（普通個人会員）が必要です。
入会手続きには 2～3 週間かかります。（■３■ 入会案内参照）
・
【5/9 締切】第 6 回 関西地区
開催日：9 月 6 日(土)
会場：大阪 YMCA 国際専門学校日本語科（土佐堀会館）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
□２□ グローバルネットワーク
・
【4/14 締切】カナダ日本語教育振興会(CAJLE)年次大会 発表募集
開催日：8 月 20 日（水）～21 日（木）
会場：Best Western Ville-Marie Hotel & Suites
（カナダ ケベック州モントリオール）
テーマ：言語教育とアイデンティティ：多文化社会における日本語教育
発表応募締切：4 月 14 日（月）必着

採否通知：5 月 12 日（月）

http://www.jp.cajle.info/cajle2014/
・
【4/20 締切】第 17 回英国日本語教育学会（BATJ）年次大会 発表募集
開催日：8 月 20 日（水）～21 日（木）
発表会場：リージェンツ大学ロンドン

発表応募締切：4 月 20 日（日）必着

採否通知：5 月 18 日（日）

http://www.batj.org.uk/ja/conference.html
□参加者募集
□１□ 教師研修 参加申込受付中
・
【6/15 締切】ＪＳＬバンドスケール・ワークショップ
「児童生徒のことばの力をどう把握し，実践をデザインするか」
日時：6 月 29 日（日）10：00-16：00
会場：早稲田大学 早稲田キャンパス
講師：川上郁雄氏（早稲田大学大学院日本語教育研究科教授）
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2014/2014jsl.pdf
□２□ シドニー日本語教育国際研究大会 2014 大会参加申込受付中
日時：7 月 10 日（木）～12 日（土）
会場：シドニー工科大学，他
テーマ：
「つながりとコミュニティー：CONNECTIONS AND COMMUNITIES」
下記サイトよりオンライン申込をお願いいたします。
早期割引申込締切：4 月 15 日
https://icjle2014.arts.unsw.edu.au/
■３■ 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）のため，
4 月入会がおすすめです。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
■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■ 書籍等
□アスク出版
・
【新刊】
『新・にほんご敬語トレーニング』
著者：金子広幸
本体価格 2,000 円＋税 2014 年 3 月刊行
「実生活で敬語を聞き取り、使う機会が多い」学習者のニーズに応えた初め
ての敬語教材としてロングセラーとなった本教材が使い易くなりました。
英・中・韓国語訳を、語彙だけでなく解説にも付しています。CD2 枚付き。
http://www.ask-books.com/
・
【新刊】
『にほんご音読トレーニング』
著者：松浦真理子・福池秋水・河野麻衣子・吉田佳世
本体価格 1,800 円＋税 2014 年 3 月刊行
音読とシャドーイングにより、聴解力・会話力など総合的な力を身につける
学習に最適。まとまった分量の日本語を話すことに慣れることができます。
CD2 枚付きで、
「基本・ゆっくり・リピート用」3 種類の音声を収録。
http://www.ask-books.com/
□ジャパンタイムズ
・
【アプリ】GENKI Kanji Cards―Learning Basic Kanji through Vocabulary
『初級日本語 げんき』公式 iPhone アプリ第２弾！好評教材『Kanji Look and
Learn』のイラストと約 1,100 の漢字語で、基本漢字 317 字が楽しく覚えられる。
習得度を自己診断して，苦手な漢字語だけのカードセットで集中特訓が可能。
各国の App Store で販売。
http://goo.gl/c4aOZf
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『アカデミック・ライティングのための パラフレーズ演習』
鎌田美千子・仁科浩美 著
http://bit.ly/Lm4nCo

1,400 円＋税

・
【新刊】
『みんなの日本語 中級 II 翻訳・文法解説 フランス語版』
スリーエーネットワーク 編著 1,800 円＋税
http://bit.ly/1aGilLj
□凡人社
・
【新刊】
『日本語プロフィシェンシー研究 第 2 号』
日本語プロフィシェンシー研究会 発行
B5 判 160 頁 2,000 円＋税
ISBN 978-4-89358-875-3

好評発売中

http://www.bonjinsha.com/product/?item_id=5841
・
【新刊】
『平成 25 年度 日本語教育能力検定試験 試験問題 試験Ⅱ(聴解)CD 付』
日本国際教育支援協会 編著
B5 判 152 頁 CD1 枚付き 1,400 円＋税
ISBN 978-4-89358-873-9

4 月初旬発売予定

http://www.bonjinsha.com/feature/
■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。
・聴解のしくみと指導法
講師：田代ひとみ（東京外国語大学留学生日本語教育センター講師）
外国人学習者は，日本語をどのように聞き，何が困難なのか。聴解のしくみ
を理論的に考察し，学習者の問題点に対応できる指導法や教材についてレベ
ル別に紹介・検討します。
日時：4 月 12 日，26 日，5 月 10 日（土）全 3 回

13：00-15：00

受講料：一般 12,312 円 会員 10,368 円 定員：30 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=238051&userflg=0
・日本語教育能力検定試験とは
講師：世良時子（成蹊大学国際教育センター講師）
日本語教育能力検定試験って，どんな試験なのでしょうか。試験の目的，
出題分野などの概要から合格を目指すための勉強法までよく出題される問題
例を紹介しながら解説します
日時：4 月 19 日（土）13：00-15：00
受講料：一般 4,104 円 会員 3,456 円 定員 35 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=238645&userflg=0
・教材・教具の開発と運用―学習ニーズへの対応
講師：石沢弘子（目白大学外国語学部教授）

国内外で外国人の学習ニーズや目的が多様化しています。既存の教材・教具を
分析し，選び方や活用法を考察。対象者・レベル・目的・使用方法に合った
独自の教材も作成します。
日時：5 月 10 日，17 日，24 日，6 月 14 日（土）全 4 回 15：30-17：30
受講料：一般 16,416 円 会員 13,824 円 定員 30 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=238818&userflg=0
□公益財団法人国際文化フォーラム
・ウェブサイト「くりっくにっぽん」最新記事のご案内
旬の日本事情にからめたインタビューや若者から見た日本の年中行事などを四
言語（英韓中日）で発信中。日本語の授業でこのサイトを活用した実践例「グ
ローバルな問題を自分のものとして考える」他，授業案も多数掲載。
http://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/making
□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
非漢字圏学習者 初級日本語クラスでの工夫 ベトナム人留学生を例に
講師：生方恭子氏（東京語文学院日本語センター）
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza17/2611/
□凡人社
・
「中級の壁」をすみやかに超える！ 四技能を伸ばす学習をめざして
―『中級日本語教科書 わたしの見つけた日本』の活用法―
講師：近藤安月子先生,丸山千歌先生,有吉英心子
日時：4 月 19 日（土）14：00-15：30

会場：凡人社麹町店

参加費：無料 定員：20 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
・凡人社日本語サロン研修会
『どんどん使える！日本語文型トレーニング』＆『日本語でインターアクション』
講師：坂本正先生,サウクエン・ファン先生,吉田千春先生
日時：5 月 17 日（土）13:30-16:40
会場：新宿文化センター第 1 会議室（東京都新宿区新宿 6-14-1）
参加費：無料 定員：60 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/event/
======================================================================
【３】行政情報：日本語教育施策・事業等
======================================================================
■１■ 情報
【文部科学省】
・外国人児童生徒教育研修マニュアル
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345412.htm

・外国人児童生徒のためのＪＳＬ対話型アセスメントＤＬＡ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm
・大学のグローバル化に関するワーキング・グループ（第 6 回） 配付資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/036/siryo/1344760.htm
・外国語教育における「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標設定に関する
検討会議 配付資料
（第 10 回）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/092/shiryo/1344696.htm
（第 11 回）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/092/shiryo/1345254.htm
・平成 26 年度スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会（第 1 回）
の開催について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1345817.htm
【文化庁】
・日本語教育小委員会（第 58 回）議事次第・配布資料
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/nihongo_58/index.html
【法務省】
・平成２５年末現在における在留外国人数について（確定値）
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00040.html
【その他】
・多文化共生推進協議会（多文化共生推進協議会）
http://www.pref.aichi.jp/kokusai/kyogikai/kyogikai.html
・平成 25 年度外国人留学生在籍状況調査結果（日本学生支援機構）
http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data13.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：
「～ている・～ていた（2）
」
（市川保子／日本語国際センター客員講師）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/grammar/index.html

・国際交流基金 日本語パートナーズ募集
http://www.jpf.go.jp/j/ac/nihongo_partners/index.html
・国際交流基金 日本語教育国・地域別情報
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/index.html
・国際交流基金 世界の日本語教育の現場から～日本語専門家の声～（2013 年度版）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/dispatch/voice/index_2013.html
・日本学術振興会 平成 26 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）
（研究活動スタート支援）の公募について
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_startup_support/koubo.html
・博報財団 第 9 回「国際日本研究フェローシップ」招聘研究者の決定
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/program/new.html
■２■ イベント／催事
□発表者募集
・
【4/8 締切】タイ国日本研究国際シンポジウム 2014(JST2014）
日時：8 月 26 日（火）
会場：チュラーロンコーン大学文学部 マハーチャクリーシリントン・ビル
http://www.arts.chula.ac.th/jst2014
・
【4/10 締切】第 55 回「外国人による日本語弁論大会」出場者募集中
日時：5 月 24 日（土） 会場：松江市総合文化センター
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/event/benron/index.html
□参加者募集
・国際研究集会 2014 年「異文化間教育をめぐって：言語文化の教育学と教授法」
（4 月 5 日～6 日）
http://www.education-langue.com/eventos/colloque2014
・プリンストン日本語教育フォーラム(米国）
（5 月 10 日～11 日）
http://www.princeton.edu/pjpf/
・Facultas 第４回大学支援セミナー『変わる初年次・ライティング指導』
大阪 5 月 18 日 http://facultas.jp/news/index.php?eid=00041
東京 5 月 24 日 http://facultas.jp/news/index.php?eid=00040
・日本第二言語習得学会・第 14 回年次大会（J-SLA2014）
（5 月 31 日～6 月 1 日）
http://www.isls.co/index.html

・ISLS 学会 2014 年度研究大会（6 月 13 日～14 日）
http://www.isls.co/index.html
・言語科学会第 16 回年次国際大会（JSLS2014）
（6 月 28 日～29 日）
http://www.jslsweb.sakura.ne.jp/jsls2014/wiki.cgi
・国際教養大学専門職大学院日本語教育実践領域
2014 年 牧野成一先生特別講演会＆懇談会（7 月 12 日）
http://web.aiu.ac.jp/event/2014/03/14_8560.html
======================================================================
【５】報道情報：日本語教育関連ニュース・論評等
======================================================================
・留学生奨学金の寄付募集

官民共同で支援開始（2 月 27 日 中日新聞）

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014022701001615.html
・佐賀）
「日本語」教育の基本計画まとまる 鳥栖市教委
（2 月 28 日 朝日新聞）
http://www.asahi.com/articles/ASG2N4SYFG2NTTHB009.html
・日本語教育，ASEAN に 3000 人派遣 五輪へ交流 政府
（3 月 1 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2805B_R00C14A3MM0000/
・北大など北海道内 7 国立大が単位互換協定，今秋より遠隔授業
（3 月 3 日 リセマム）
http://resemom.jp/article/2014/03/03/17376.html
・外国人児童生徒適切支援へ、日本語能力測定法学ぶ
（3 月 5 日 南信州新聞）
http://minamishinshu.jp/news/education/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%85%90%E
7%AB%A5%E7%94%9F%E5%BE%92%E9%81%A9%E5%88%87%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%8
1%B8%E3%80%81%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%B8%
AC%E5%AE%9A%E6%B3%95%E5%AD%A6.html
・日本語１級合格に笑顔 愛荘・ブラジル人学校出身の三浦君
（3 月 5 日 京都新聞）
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20140305000053
・
“日本式 RPG”で日本語学習に革命!? 英学生がクラウドファンディングで
夢を実現（3 月 5 日 NewSphere）
http://newsphere.jp/entertainment/20140305-2/

・企業寄付まず 300 人留学

新制度，60 社超が参加へ

（3 月 10 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO68015900Z00C14A3CR8000/
・
（共生に向かって）日本語教育，現場のノウハウ共有（3 月 14 日 朝日新聞）
http://www.asahi.com/articles/ASG3D61BXG3DUHNB00T.html?iref=comtop_list_edu_f03
・人口減対策

移民受け入れの是非も検討へ（3 月 24 日 NHK NEWSWEB）

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140324/k10013181991000.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＞

公益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＞ 2014 年 4 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

