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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
□お知らせ
□１□ 春季大会報告
5 月 31，6 月 1 日に創価大学で春季大会を開催し約 1,000 名の参加がありました。
大会予稿集の残部が若干ございますので，ご希望の方に先着順で販売します。
購入希望者は下記へお問い合わせください（1 部 4,000 円・送料別）
。
E-mail: kaiin@nkg.or.jp
□発表者募集
□１□ 2014 年度各地区研究集会 発表募集
・
【8/1 締切】 四国地区研究集会 開催日：11 月 8 日

会場：鳴門教育大学

・
【8/8 締切】 東北地区研究集会 開催日：11 月 15 日 会場：盛岡大学
・
【9/19 締切】四国地区研究集会 開催日：12 月 20 日 会場：岡山大学
研究集会発表規程，応募用紙はこちら
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
□２□ グローバルネットワーク
【7/15 締切】第 10 回国際日本語教育・日本研究シンポジウム 発表募集
主催：香港大学専業進修学院，香港日本語教育研究会
開催日：11 月 15 日（土）～16 日（日）
会場：香港大学専業進修学院港大保良社区書院
テーマ：変化する国際社会における課題と可能性
http://www.japanese-symposium.com/cms/index.php/jp

□参加者募集
□１□ 研究集会
※研究集会はどなたでも参加できます。一部のワークショップ等をのぞき，
予約等は不要です。当日直接会場にお越しください。
・中部地区研究集会【研究発表・活動報告・講演】
日時：7 月 5 日（土）10:00-16:40
会場：愛知大学名古屋キャンパス 講義棟（L 棟）
講演「今，なぜ活動型日本語教育なのか-ことばの教育の課題と展望-」
講師：細川 英雄 氏（早稲田大学名誉教授，他）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2014/kk-14-03.pdf
・北海道地区研究集会【研究発表・ワークショップ】
日時：7 月 5 日（土）9:30-17:45 ※ワークショップのみ要事前予約
会場：：北海道大学 国際本部留学生センター 2 階 209 教室
ワークショップ「習得研究の知見を生かした教案作成
-わかりやすく，楽しく，役に立つ授業-」
講師：小山 悟 氏（九州大学）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2014/kk-14-04.pdf
・関西地区研究集会【研究発表・講演】
日時：9 月 6 日（土）13：30-17：15
会場：大阪ＹＭＣＡ国際専門学校日本語学科 703・802・903 教室
講演「グローバル化時代の日本語教育-社会的マイノリティーへの配慮-」
講師：真嶋 潤子 氏（大阪大学）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2014/kk-14-06.pdf
□２□【7/25 締切】実践研究フォーラム
日時：8 月 2 日（土）
・3 日（日）
会場：東京外国語大学 研究講義棟
参加費（予稿集代含む）
：一般 5,000 円／会員 3,000 円／学生 2,000 円
※参加には事前申込が必要です。申込，プログラム詳細等はこちら。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/kk-Forum.htm
□３□【7/10 締切】教師研修 参加申込受付中（先着順）
夏季集中研修「教える・学ぶ・考える」
-“評価価値観”
“会話力”をとらえ直す日時：8 月 9 日（土）
・10 日（日）2 日間連続集中講座
会場：東京大学本郷キャンパス
講師：ワークショップ①「評価について考える」
宇佐美洋氏（国立国語研究所）
ワークショップ②「課題遂行から考える会話力」
長坂水晶氏（国際交流基金日本語国際センター）
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2014/2014summer.pdf

□４□ グローバルネットワーク
・カナダ日本語教育振興会(CAJLE)年次大会 2014
日時：8 月 20 日（水）～21 日（木）
会場：ケベック州モントリオール
Best Western Ville-Marie Hotel & Suites
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
http://www.jp.cajle.info/cajle2014/
・第 17 回英国日本語教育学会（BATJ）年次大会
日時：8 月 21 日（木）～22 日（金）
会場：リージェンツ大学ロンドン
http://www.batj.org.uk/ja/conference.html
・第 18 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム
※EAJS (ヨーロッパ日本研究協会)国際学会の一分科会として開催
日時：8 月 27 日（水）～30 日（土）
会場：リュブリャナ大学（スロベニア)
http://www.eaje.eu/2014.html
□５□ 学会連携
・多文化系学会連携協議会企画（日本学校教育学会大会内にて開催）
「地域と学校の連携―多文化共生を担う人づくり その可能性と課題―」
日時：8 月 9 日（土）9：00-11：50
会場：仙台大学（東北線船岡駅）
※本催しのみの参加は無料。それ以外の催しは別途参加費が必要。
http://www.intercultural.jp/seminar/sympo.html
■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）のため，
年度前半の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
■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■ 書籍等
□アスク出版
・
【新刊】
『レベル別日本語多読ライブラリー レベル 0, vol.3』
日本語多読研究会 監修 A5 判 16 頁×6 冊 CD1 枚付き 2,300 円＋税
ISBN 978-4-87217-912-5

6 月 27 日発売

1 冊あたり 400 字（語彙数 350）以内とし、ほぼ絵だけでストーリーが理解で
きます。日常の挨拶や習慣，文化を織り込んだ話やノンフィクションが挿絵
とともに楽しめる構成。朗読 CD には効果音も入っており，楽しく聞きながら
読むことができます。日本語の勉強を始めたばかりの方に最適です。
http://www.ask-books.com/
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語のオノマトペ－音象徴と構造－』
浜野祥子 著 予価 2,500 円＋税 2014 年 7 月刊行予定
オノマトペの構造的な美しさと歴史的なバイタリティに迫る。
http://goo.gl/V4IUR7
□公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）
・
【新刊】
『練習帳 ＜中学に向けて＞かんじ だいすき 社会・理科編』
AJALT 刊 A4 判 1,500 円+税
『＜中学に向けて＞ かんじ だいすき ～社会・理科編』本冊の副教材。
小学校の 1,006 字を土台に教科語彙の基礎を固め，書く力を養い，応用問題，
コラム「豆知識」
「もっと知ろう」で理解を深めます。筆順参照用付録付き。
http://www.ajalt.org/textbook/kanji/

・
【新刊】
『別冊英語訳 かんじ だいすき（四）』
『同（五）』
『同（六）』
AJALT 刊 B5 判 各冊 500 円+税
日本語を母語としない年少者が学びやすいように，小学校の配当漢字を学年ご
とに再構成した『かんじ

だいすき』の副教材。本冊の語彙・例文の英訳で，

抽象的な漢語が格段に増える四年生以上の学習を補完します。本冊問題の解答
も掲載しました。
http://www.ajalt.org/textbook/kanji/
・
【新刊】機関誌『AJALT』37 号 特集「文字は旅する」
AJALT 刊 A4 判変型 800 円+税
今号の巻頭インタビューは矢野顕子さんです。特集では，漢字・ひらがな・カタ
カナと複数の文字を使う，世界でも珍しい日本語の表記法を取り上げました。
日本語教育，脳神経科学，歴史的側面，現代若者文字文化など幅広い視点から
考察しています。
http://www.ajalt.org/about/bulletin/
・
【新アプリ】
「Japanese for Busy People Ⅰ」iOS アプリ
App Store でキーワード「AJALT」で検索すると，JBPⅠの iOS アプリ完全版（L1-25）
がダウンロードできます。音声と画像，かな・ローマ字切替，英訳表示，速度選択
により，いつでもどこでも語彙・表現，会話，文法が学習でき，BREAK で日本の風物
も楽しめます。 300 円+税
http://www.ajalt.org/textbook/
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『みんなの日本語初級 I 第 2 版 漢字ベトナム語版』
西口光一 監修 新矢麻紀子・古賀千世子・高田亨・御子神慶子 著
1,800 円＋税

http://bit.ly/1o2zznI

・
【新刊】
『みんなの日本語 中級 II 教え方の手引き』
スリーエーネットワーク編著 2,500 円＋税
http://bit.ly/QwXXTS
・
【新刊】
『みんなの日本語 中級 I 翻訳・文法解説 ベトナム語版』
スリーエーネットワーク編著 1,600 円＋税
http://bit.ly/1pw1ayU
・
【新刊】
『新完全マスター漢字 日本語能力試験 N３』
石井怜子・青柳方子・鈴木英子・高木美穂・森田亮子・山崎洋子 著
1,200 円＋税

http://bit.ly/1j5ve2P

□大修館書店
・
【新刊】
『日本語文法事典』
日本語文法学会 編 仁田 義雄 他 編集
A5 判・762 頁 本体価格 8,000 円＋税 ISBN978-4-469-01286-6
日本語文法研究の成果を集大成。文法概念・用語をはじめ，個別の助詞・助
動詞，人名・書名等，重要事項 514 項目を取り上げ，第一線の研究者 133 名が
わかりやすく解説。全体像を複眼的に捉え，今後の展開の基盤を提供する。
http://plaza.taishukan.co.jp/shop/Product/Detail/10255
・
【新刊】
『バイリンガリズム入門』
山本雅代 編著 井狩幸男・田浦秀幸・難波和彦 著
A5 判・256 頁 本体価格 2,000 円＋税 ISBN978-4-469-24586-8
多言語化・多文化化が進む社会で「バイリンガル」と呼ばれる人は多く存在
するが，その実態はどのようなものなのだろうか。多岐にわたるバイリンガル
研究を俯瞰し，その基礎的な知識をコンパクトにまとめた入門書。
http://plaza.taishukan.co.jp/shop/Product/Detail/21177
・
【新刊】
『国語は好きですか』
外山滋比古 著 四六判・194 頁 本体価格 1,400 円＋税
ISBN978-4-469-22238-8
小学校英語や教科書のデジタル化に右往左往する教育界に一石。いま最も必
要なのは国語の充実と，健全な「文化的ナショナリズム」である。
『思考の
整理学』の著者が満を持して放つ，渾身の国語論。
http://plaza.taishukan.co.jp/shop/Product/Detail/30629
□凡人社
・
【新刊】
『日本語教育実践』
鮎澤孝子編 定価 1,900 円+税
日本語教師として必要な基礎知識を幅広く提供するために編まれた一冊です。
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。
・初級の教え方のコツとポイント１
講師：早稲田大学日本語教育研究センター講師・塩﨑紀子
学習者にとってわかりやすく，知的興味が持て楽しく学べる授業とはどんな
ものか。初級前半段階における基礎的な教授方法を，講師による模擬授業を
通して実践的に紹介します。

日時：7 月 5 日，12 日，19 日，26 日，8 月 2 日（土）全 5 回 15：40-17：40
受講料：一般 21,600 円 会員 18,360 円 定員：35 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=250401&userflg=0
・初級の教え方のコツとポイント２
講師：早稲田大学日本語教育研究センター講師・塩﨑紀子
学習者にとってわかりやすく，知的興味が持て，楽しく学べる授業とはどんな
ものなのか，初級後半段階の導入方法と練習のしかた，授業の進め方を具体的
に紹介します。
日時：8 月 9 日，23 日，30 日，9 月 13 日，20 日，27 日(土）全 6 回 15：40-17：40
受講料：25,920 円 会員 22,032 円 定員 35 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=251042&userflg=0
・日本語教育能力検定試験対策講座Ⅱ
講師：東京外国語大学留学生日本語教育センター教授・伊東祐郎ほか
言語理解の過程，言語習得・発達，記述対策，言語教育法・実技（理論編），
言語教育法・実技（実践編）
，評価法などについて学ぶ。
日時：7 月 12 日，19 日，26 日，8 月 2 日，9 日，23 日（土）全 6 回 13：00-15：00
受講料：一般 25,920 円 会員 22,032 円 定員：35 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=251167&userflg=0
□インターカルト日本語学校
・日本語教育能力検定試験対策講座「通学コース／通信コース」
●通学コース：7 月 12 日（土）開講
日本語教育能力試験実戦予想問題‘14 の著者が直接指導
●通信コース：7 月 12 日（土）開講（受講期間 7 月 12 日～10 月 20 日）
日本語教育能力試験実戦予想問題‘14 の著者がネットで直接解説
http://www.incul.com/jp/yosei/test_preparation.php
・インターカルトの短期コース「初級の教え方」
日時：8 月 2 日（土）
，3 日（日）
，9 日（土），10 日(日）9：30-13：20
毎回教壇に立って演習を行い，4 回目は外国人学生を相手に実習を行います。
実際に教えている方もそうでない方も授業に自信の無い方は誰でも受講できます。
http://www.incul.com/jp/yosei/teaching_practice.php
□一般財団法人海外産業人材育成協会 HIDA 日本語教育センター
・第 3 回 看護・介護にかかわる外国人のための日本語スピーチコンテスト
日時：8 月 30 日(土) 13:30－16:30
会場：一般財団法人 海外産業人材育成協会(HIDA) 東京研修センター B1 講堂
http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/nihongo/sp2014/index.html

□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

日本語教師のためのブラッシュアップコース（全 3 回）

会場：J プレゼンスアカデミー研修センター（NBF 南青山ビル 5 階）
http://jaca.caplan.jp/global/open/jteacher/
【第 1 講座】
「産出のための文法を考える-文末の接続詞「のだ，わけだ，からだ」を例として-」
講師：庵 功雄氏（一橋大学国際教育センター教授）
日時：7 月 11 日（金）18:30-20:30
【第 2 講座】
「相手に配慮しながら言いたいことをしっかり伝える」
日本語コミュニケーション力の育て方
講師：清水崇文氏（上智大学言語教育研究センター，同大学院外国語学研究科教授）
日時：8 月 29 日（金）18:30-20:30
□くろしお出版
・くろしおトークライブ 第 3 回 長谷川信子さんを迎えて
『理論言語学から言語教育へ：言語学の知見を英語教育にどう活かすか』
日時：7 月 2 日（水）19：00-20:30
出演者：畠山雄二（東京農工大学）
・長谷川信子（神田外語大学）
場所：東京農工大学 小金井キャンパス 12 号館 1 階 L1214
観覧無料・ニコニコ生放送で配信
http://kurosio-talk.jimdo.com/
□公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）
・
「AJALT の著作教材を活用した日本語教師のための教え方講習会」
日時：7 月 19 日(土)～8 月 23 日（土）毎週土曜 各講座 13:00-17:15（含休憩）
受講料：各講座 10,800 円（税込）テキスト割引あり
経験豊富な講師が少人数制で，実践例とともに対象別コースデザインの秘訣
をお伝えします。全 7 講座，1 講座からお申込み可能です。
http://www.ajalt.org/teach/teacher/
□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
アクティブな授業で学習者をつかむ！
入門，初級期が大切『みんなの日本語初級Ⅰ』を使っての直接法の授業
講師：イー・エフ・インターナショナル ランゲージスクール 吉里以久子
http://http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza20/2684/
※過去連載分はこちらからご覧ください。
http://bit.ly/katsuyokoza

□公益財団法人 日本国際教育支援協会
・平成 26 年度日本語教育能力検定試験【出願受付中】
試験日：10 月 26 日（日）
出願期間：6 月 23 日（月）～8 月 11 日（月）当日消印有効
受験案内（出願書類付）は全国主要書店にて発売中
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
□凡人社
・地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 in 福島
講師：辻亜希子先生, 大久保雅子先生,齋藤美幸先生, 沼田宏先生, 加藤早苗先生
日時：7 月 5 日（土）13:30-16:50
会場：ビッグパレットふくしま 3 階小会議室 2+3（福島県郡山市）
参加費：無料 定員:70 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/event/
・日本語教師塾大阪編 Vol.2 「学習者のキャリアデザインと教師の成長」
講師：岩城美也子先生
日時：8 月 2 日（土）14:00-16:00
会場：愛日会館(大阪市中央区本町 4-7-11)
参加費：2,000 円（税込） 定員 30 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/event/
・九州日本語教育連絡協議会 25 周年協賛企画「日本語教材まつり 2014 in 福岡」
基調講演：小林ミナ先生
講師：西川寛之先生，桑島卓男先生，原沢伊都夫先生
日時：8 月 23 日（土） 10:30-17:30
会場：九州大学国際ホール（箱崎キャンパス）
（福岡市東区箱崎 6-10-1）
参加費：1,000 円（税込） 定員：120 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
【首相官邸】
・第 17 回 産業競争力会議

配布資料（6 月 16 日）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai17/siryou.html
※外国人材の活用の項目あり
【文部科学省】
・国費外国人留学生に係る学業成績及び出席状況等について（依頼）
（平成 26 年 5 月）
平成 26 年 5 月 26 日付け 26 高学留第 9 号（学生・留学生課長名依頼）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kokuhi/chousa/1348155.htm

【文化庁】
・
「国語に関する世論調査」を基にした動画の公開について
～「ことば食堂へようこそ！」～ 毎月第 1 金曜日と第 3 金曜日 更新
7 月は「雨模様」
（7 月 4 日公開）
，
「枯れ木も山のにぎわい」（7 月 18 日公開）
http://www.bunka.go.jp/ima/press_release/pdf/douga_1.pdf
動画閲覧はこちらから
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokugo_sisaku/kotoba_shokudo/index.html
・日本語教育小委員会（第 59 回）議事次第・配布資料
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/nihongo_59/index.html
・平成 26 年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp//chosakuken/26_houkaisei.html
【大阪市鶴見区】
・やさしい日本語（にほんご）をつかった防災（ぼうさい）のお知（し）らせ
大阪（おおさか）に 台風（たいふう）が 来（き）た とき PDF 公開
http://www.city.osaka.lg.jp/tsurumi/page/0000269205.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
・国際交流基金日本語教育ニュース「オンライン日本語講座「にほんごにゅう
もん」が開講しました！」
（日本語国際センター 専任講師 篠原亜紀）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/news/index.html
・フランス日本語教師会便り 73 号 ウェブ公開
http://aejf.asso.fr/filemgmt_data/files/AEJF 便り 73 号.pdf
※フランス日本語教師会のホームページはこちら
http://aejf.asso.fr/filemgmt/index.php
・国立国語研究所・共同研究プロジェクト「日本語教育のためのコーパスを
利用したオンライン日本語アクセント辞書の開発」（代表：峯松信明＠東
京大学）成果物「OJAD (Online Japanese Accent Dictionary)」 無料公開
日本語の音声教育＆韻律教育を支援する日本語教師・学習者のためのオンラ
イン日本語アクセント辞書。
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/

■２■ 助成
・
【10/31 締切】博報財団 第 10 回「国際日本研究フェローシップ」募集開始
日本語・日本語教育研究に加えて日本文学・日本文化研究へ領域対象を拡大。
新たな受入機関として「立命館大学」を追加。
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/program
・
【10/31 締切】平成 26 年度「漢検漢字文化研究奨励賞」募集開始
http://www.kanken.or.jp/topics/2014/26.html
■３■ イベント／催事
□発表者募集
・
【7/7 締切】第 43 回日本語教育方法研究会（JLEM)
日時：9 月 6 日（土）
会場：藤女子大学（北海道札幌市）
http://www.u.tsukuba.ac.jp/~matsuzaki.hiroshi.fp/JLEM/
・
【7/23 締切】インドネシア日本語教育学会国際大会
日時：10 月 11 日（土）～12 日（日）
会場：DIAN NUSWANTORO 大学（スマラン・インドネシア）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2014/NKG140522Indonesia.pdf
・
【8/10 締切】第 23 回全伯日本語・日本文学・日本文化大学教師学会＆
第 10 回ブラジル日本研究国際学会
日時：9 月 11 日（木）～12 日（金）
会場：リオデジャネイロ連邦大学（ブラジル）
http://gakkai2014ufrjen.wordpress.com/
・
【8/11 締切】第二言語習得研究会第 25 回大会
日時：12 月 13 日(土)～14 日(日)
会場：筑波大学
http://jasla.sakura.ne.jp/2.html
□参加者募集
・第 23 回小出記念日本語教育研究会（7 月 5 日）
http://subsite.icu.ac.jp/org/koide/2014/program.html
・学習院大学国際研究教育機構公開シンポジウム（7 月 5 日）
「ビジネス日本語教育最前線-シンガポール・香港・韓国・日本-」
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/geore/research_a-3/img/sympo.pdf
・国際教養大学専門職大学院日本語教育実践領域
牧野成一先生日本語教育講演会・懇談会（7 月 12 日）

http://web.aiu.ac.jp/event/2014/03/14_8560.html
・OJAD (Online Japanese Accent Dictionary)講習会＠シドニー
（7 月 13 日）
http://goo.gl/FrHzsf
・牧野成一名誉教授 Princeton in Ishikawa ディレクター退任記念
シンポジウム「ことばと文化はどう繋がっているのか」（7 月 26 日）
http://www.princeton.edu/pii/symposium/
・言語管理研究会第 34 回定例研究会（7 月 26 日）
http://lmtjapan.wordpress.com/
・大阪 YWCA 日本語教師養成講座 45 周年・日本語教師会 25 周年記念事業
日本語教育セミナー「いまを知る。明日を見る。～社会の中の日本語～」
（8 月 1 日～3 日）
http://osaka.ywca.or.jp/4525/index.html
・お茶の水女子大学日本文化学研究会ラウンドテーブル 2014（8 月 3 日）
「実践のプロセスを協働でふり返る-語る・聴くから省察へ-」
http://www.dc.ocha.ac.jp/comparative-cultures/jle/genbun/
・母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究会

2014 年度研究大会

（8 月 7 日）
http://www.mhb.jp/2014/04/2014.html
・OJAD (Online Japanese Accent Dictionary)講習会＠九州大学
「OJAD とそれを用いた音声指導」
（8 月 7 日）
http://goo.gl/riYJ3w
・2014 年 第二回東アフリカ日本語教育会議（8 月 8 日～10 日）
http://e-nihon.net/jaltak/
・九州日本語教育連絡協議会創立 25 周年記念イベント
「みんなの九日連」
（8 月 24 日，前日 23 日は日本語教材まつり 2014 in 福岡）
http://blog.goo.ne.jp/kyuunichi/e/2413331cfeb5e662a156455ccea845d6
・タイ国日本研究国際シンポジウム 2014(8 月 26 日）
http://www.arts.chula.ac.th/jst2014
・第 25 回日本言語文化研究会 研究発表会（8 月 30 日）
http://www.grips.ac.jp/jp/seminars/20140528-2489/

・第 11 回マレーシア日本語教育研究発表会（10 月 11 日～12 日）
http://www.jfkl.org.my/events/dept/language/
======================================================================
【５】報道情報：日本語教育関連ニュース・論評等
======================================================================
・もう一つの「グローバル化」
，外国人児童・生徒にどう接するか
（5 月 30 日 msn 産経ニュース）
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140530/edc14053015000004-n1.htm
・
【富山】
「手話は言語」法制定へ動き 県内議会でも国に意見書
（6 月 2 日 中日新聞）
http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20140602/CK2014060202000025.html
・中国の大学生に“超氷河期” ７２７万人卒業 日系企業も受け皿に
（6 月 3 日 zakzak by 夕刊フジ）
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140603/frn1406031145003-n1.htm
・NHK 視点・論点「外国人児童の教育問題」
（6 月 4 日 NHK 解説アーカイブス）
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/189654.html
・浸透する日本文化 アニメ・ドラマ通じ，若者に多い「哈日族」
（6 月 5 日 msn 産経ニュース）
http://sankei.jp.msn.com/world/news/140605/chn14060521560014-n1.htm
・教育再生が求める「スーパーグローバル大学」って何？
（6 月 5 日 Benesse 教育情報サイト）
http://benesse.jp/blog/20140605/p3.html
・外国人留学生と共生する――国際大学の学寮はまさに「国際学生寮」
（6 月 6 日 大学プレスセンター）
http://www.u-presscenter.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=6618
・識字学級ボランティア 養成へ受講者募集 外国人市民支えよう
（6 月 9 日 神奈川新聞）
http://www.kanaloco.jp/article/72640/cms_id/85001
・テンプル大学ジャパンキャンパスが明治大学文学部，東洋大学国際地域学部
と単位互換を含む交流協定を締結（6 月 9 日 大学プレスセンター）
http://www.u-presscenter.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=6627

・ヒューマン HD，ベトナムで日本語教育などの合弁会社設立へ
（6 月 16 日 日刊ベトナムニュース）
http://www.viet-jo.com/news/nikkei/140613080233.html
・バカロレア 日本語指導可に（6 月 18 日 月刊私塾界）
http://www.shijyukukai.jp/2014/06/4725
・コスモ石油，UAE の高等学校への日本語教師派遣プログラムを継続
（6 月 18 日 レスポンス）
http://response.jp/article/2014/06/18/225646.html
・グローバル人材育成へ国際教養コース…岐阜大（6 月 23 日 読売新聞）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140623-OYT8T50025.html
・早稲田大学，クォーター制を活かした国際教育プログラムを開始
13 の国・地域から参加（6 月 24 日 リセマム）
http://resemom.jp/article/2014/06/24/19110.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。
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