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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
□参加者募集
□１□ 研究集会
・四国地区研究集会【研究発表・講演】
日時：11 月 8 日（土）13：00-17：00
会場：鳴門教育大学 講義棟１階
講演：
「外来語研究の展開と応用」
講師：茂木俊伸氏（熊本大学）
※参加費無料，事前予約不要。当日直接会場にお越しください。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2014/kk-14-07.pdf
・東北地区研究集会【研究発表・ワークショップ】
日時：11 月 15 日（土）11：00-17：10
会場：盛岡大学 Ａ校舎４階
ワークショップ「ペア活動を取り入れた読解指導」
講師：小河原義朗氏（北海道大学）
参加費（資料代）
：500 円
※事前予約不要，当日直接会場にお越しください。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2014/kk-14-08.pdf
□２□ テーマ研究会
・ビジネス日本語研究会 第 13 回研究会
テーマ：ビジネス日本語教育をめぐる問題意識から，ビジネス日本語

教員養成を考える
日時：11 月 21 日（金）18：30-20：50
会場：武蔵野大学有明キャンパス I-303 教室
http://business-japanese.net/archive/archive_013.html
・看護と介護の日本語教育研究会 第 6 回例会
日時：11 月 22 日（土）14：00-16：30
会場：首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス
http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/kangokaigoN-SIG/
□３□ 言語系学会連合
・公開特別シンポジウム
「言語系学会は，学問研究の成果を，今，どのような形で社会に還元する
ことができるか？」―言語教育への貢献を巡って
主催：言語系学会連合・日本英語学会
日時：11 月 8 日（土）15：15-18：00
会場：学習院大学目白キャンパス 中央教育研究棟 301 教室・302 教室
※参加費無料，詳細は直接主催者にお尋ねください。
http://www.nacos.com/gengoren/pdf/20141108_sympo.pdf
□その他
□１□ 2014 年度秋季大会予稿集販売
予稿集残部を希望者に１冊 4,000 円（送料別途）で販売いたします。
メールタイトルを「2014 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。
申込先および問合先：kaiin@nkg.or.jp
□２□ 教師研修「反転授業入門研修」関連動画公開
早期定員となりました 11 月 2 日の教師研修の事前課題用の動画を，講師の
向後千春先生のご厚意により，Youtube 一般公開にしていただきました。
どなたでも閲覧可能です。動画はこちらから。
http://youtu.be/qnzreb9JmmE
□３□ 2015 年度春季大会のお知らせ
日時：2015 年 5 月 30 日（土）
，31 日（日）
会場：武蔵野大学有明キャンパス（東京都江東区）
発表応募締切：2015 年 1 月 5 日（月）17：00 必着（郵送または持参）
応募予定でまだ入会されていない方は，12 月 22 日までに入会手続きを
行ってください（■２■

入会案内 参照）。

http://www.nkg.or.jp/taikai/NKG15spring.pdf
■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）ですので，

今年度ご入会予定の方は，お早目に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）
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。
お問い合わせは各主催機関にお願いいたします。
■１■ 書籍等
□アルク
・
【新刊】
『漢字ビギナーズ
武部良明 著 2,000 円+税

24 の法則でわかる！』
2014 年 10 月刊行

非漢字圏学習者向け漢字テキスト。
「絵が漢字になりました」「サインで
動詞を表します」など、簡単な 24 の法則に分類して漢字を紹介。さらに，各
漢字にイラストや説明文が付いているので、楽しみながら漢字が学べます。
※本書は，1993 年 5 月に発行された『漢字はむずかしくない』の改訂版です。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7014057/

□公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT）
・E ラーニング教材「仕事を探そう－履歴書の書き方から面接まで－」(CD-ROM)
仕事での向上を望む地域在住外国人が自宅で学べる E ラーニング。PC 日本語
入力・履歴書の書き方・面接のマナーや応答の三部から成り，映像と音声で
就職活動に必要な事柄が実地に身につく（H24 年度文化庁事業の一環で制作・
配信の内容を CD-ROM 化）
。
http://www.ajalt.org/EL_shigoto/index.html
□凡人社
・
【新刊】
『私費外国人留学生のための大学入学案内 2015 年度版』
アジア学生文化協会 編 定価 2,300 円+税
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。
・教える人のためのボイストレーニング
講師：元 NHK アナウンサー・村松 賢一
発声・発音法，フレージングの実践的なトレーニングを通して，様々な観点
から「声」を鍛えます。学習者には聞きやすく，教師にとっては疲れにくい
発声をめざしましょう。
日時：11 月 1 日，8 日，15 日（土）全 3 回 15：30-17：30
受講料：12,312 円 朝日カルチャーセンター会員 10.368 円 定員：30 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=260097&userflg=0
・取り立て助詞・終助詞の機能と用法
講師：元東京外国語大学留学生日本語教育センター教授・柏崎 雅世
取り立て助詞や終助詞は話し手の心的態度を表します。学習者にも難解な取
り立て助詞・終助詞を取り上げ，意味機能，使い分けや使い方を整理し，
指導法までを検討します。
日時：11 月 5 日，12 日，19 日（水）全 3 回 10：30-12：30
受講料：12,312 円 朝日カルチャーセンター会員 10.368 円 定員：35 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=260012&userflg=0
・初級者にわかる日本語―「話す，書く」を中心に
講師：朝日カルチャーセンター講師・山形 美保子
初級学習者に接する際，日本語をどう易しくしたらいいのでしょうか。母語
話者の日本語を学習者にわかる日本語に言い換える，書き換えることを実際
の作業を通して学びます。

日時：11 月 22 日，29 日，12 月 13 日（土）全 3 回 15：30-17：30
受講料：12,312 円 朝日カルチャーセンター会員 10.368 円 定員：35 名
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=260255&userflg=0
・ピアで学ぶ作文指導のポイント
講師：東京海洋大学講師・小笠 恵美子
まず日本語教育に活用できるピア・レスポンス=協働学習の理論を学習しま
す。参加者の作文体験や事例の紹介を考察することで実際の教室活動へと
つながる応用法を提案・検討します。
日時：12 月 13 日，27 日（土）全 2 回

10：30-12：30 定員：30 名

受講料：8,208 円 朝日カルチャーセンター会員 6,912 円
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=260023&userflg=0
□くろしお出版
・日本語読解教材『読む力

中級／中上級』を使った教え方

講師：竹田悦子先生・丸山友子先生（コミュニカ学院 学習リソース開発チーム）
日時：11 月 22 日（土）16:00-17:30
会場：MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店 7 階 Salon de 7
観覧無料・定員 30 名
http://goo.gl/GNSW4H
□凡人社
・
『漢字たまご』
（凡人社）を使った楽しい漢字授業の作り方＠仙台
講師：落合知春先生
日時：11 月 16 日（日）14:00-16:00
会場：泉中央駅ビル会議室 SWING（スイング）4 階会議室大
（仙台市泉区泉中央 1-7-1）
参加費：無料 定員 60 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/event/
・日本語教師塾特別編 in 福岡
講師：横溝紳一郎先生，鈴木英子先生
日時：11 月 22 日（土）14：00-17:00
会場：博多バスターミナル 9 階大ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
参加費：2,000 円（税込） 定員：60 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/event/
・
『文化初級日本語 改訂版』教材説明会＠福岡
講師：
『文化初級日本語 改訂版』著者
日時：11 月 29 日（土）14：00-16:15
会場：博多バスターミナル 9 階 6 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
参加費：無料 定員：60 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/event/

・日本語教師塾大阪 Vol.3 ～授業を多角的に分析し，教師力を上げよう～
講師：横溝紳一郎先生
日時：12 月 6 日（土）13：30-16:30
会場：愛日会館 3 階多目的室（大阪府大阪市中央区本町 4 丁目 7-11）
参加費：2,000 円（税込） 定員：40 名（要予約，先着）
http://www.bonjinsha.com/event/
・日本語教師塾 Vol.7 ～プロフェッショナルな教師になる～
講師：溝部エリ子先生
日時：12 月 21 日（日）14：00-17:00
会場：凡人社麹町店（千代田区平河町 1-3-13 ヒューリック平河町ビル 8F）
参加費：2,000 円（税込） 定員：20 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
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。
お問い合わせは各主催機関にお願いいたします。
■１■ 情報
【文部科学省】
・平成 26 年度「スーパーグローバル大学創成支援」採択構想の決定について
（9 月 26 日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/09/1352218.htm
・平成 26 年度「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の募集に
ついて（通知）
（10 月 6 日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1352605.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
11 月は「すべからく」
（11 月 7 日公開）
，
「手をこまねく」
（11 月 21 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
・文化庁広報誌『ぶんかる』地域日本語教室からこんにちは！(10 月 10 日更新）
http://prmagazine.bunka.go.jp/rensai/chiiki/chiiki_004.html

======================================================================
【４】他団体情報：催事・集会・助成等
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。
お問い合わせは各主催機関にお願いいたします。
■１■ 情報
・JF 日本語教育スタンダード準拠 ロールプレイテスト 専用 Web ページ公開
https://jfstandard.jp/roleplay/ja/render.do
口頭のやりとり能力が測れ，教師が現場に合わせて使える「JF 日本語教育
スタンダード準拠 ロールプレイテスト」のテスター用マニュアル，使用
するロールカード，判定記入用紙等のダウンロード，音声サンプル，テスト
実施動画にアクセス可能。
参考：JF 日本語教育スタンダードページ http://jfstandard.jp/
・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
日本語教育ニュース：
「話す力を測るテストを取り入れてみませんか？
－JF 日本語教育スタンダード準拠ロールプレイテスト公開！－」
（長坂水晶／日本語国際センター教材開発チーム専任講師）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/news/index.html
・言語教育評価共同研究所発行『言語教育評価研究(AELE)』第 4 号（2015）
論文募集（2015 年 2 月 1 日締切）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/new/1410/10-02.html
・東京外国語大学多言語・多文化教育センター
在日タイ語圏出身児童のための漢字教材 カンチ

プアン ラック

「2 年生配当漢字」
「3 年生配当漢字」印刷見本版作成
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.html
・
【11/19 開講】東京大学・無料オンライン講座
「インタラクティブティーチング」
http://todaifd.com/interactive/
■２■ 助成
・独立行政法人日本学術振興会 科学研究費助成事業
平成 27 年度「奨励研究」の公募開始
受付期間：12 月 3 日（水）～12 月 5 日（金）
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1292779/J1TnIKGeD9hD_26813/292779_141006007.html
・
「科研費パンフレット 2014」
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1292779/Ckob1DGeD9hD_26813/292779_141006018.html

■３■ イベント／催事
□発表者募集
・
【11/30 締切】南山大学外国人留学生別科創立 40 周年記念事業
「日本語・日本語教育研究大会」
日時：2015 年 6 月 14 日（日） 会場：南山大学名古屋キャンパス
http://office.nanzan-u.ac.jp/cie/cjs40th/symposium.html
・
【2/14 締切】日本第二言語習得学会・第 15 回年次大会（J-SLA2015）
日時：2015 年 6 月 6 日（土）
・7 日（日） 会場：広島大学
http://www.j-sla.org/
□参加者募集
・あいち多文化映画祭 2014（11 月 1 日～3 日）
http://mrc-t3.wix.com/tabunkaeigasai2014
・日本言語政策学会（JALP）秋季特別研究集会（11 月 3 日）
http://jalp.jp/wp/
・日本ことわざ文化学会第５回学会総会・大会（11 月 15 日）
http://www.paremiology-japan.com/
・日本・ベトナム EPA セミナー（11 月 15 日）
「ベトナムの看護・介護を知ろう－そして協働の場を創ろう」
http://www.ahp-net.org/epa.html
・公益財団法人京都日本語教育センター京都日本語学校（11 月 22 日）
平成 26 年度定期講演会「留学生と日本語～受け入れから送り出しまで～」
http://kjls.or.jp/topics/kouenkai.html
・NPO 多言語多読 第 17 回「多読のためのリライト講座」
（11 月 23 日）
http://tadoku.org/seminar/2014/08/11/1530
・第 60 回全国夜間中学校研究大会（11 月 27 日・28 日）
http://zenyachu60th.sakura.ne.jp/
・国際交流基金日本語国際センター25 周年記念事業
第 26 回日本言語文化研究会「自国の日本語教育を語る」（11 月 29 日）
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/about/25th/141129_1.html
・第 13 回全養協公開講座「多様化する日本語教育と求められる教師像
～新たに始まった日本語パートナーズの事例から～」
（11 月 29 日）
http://www.zenyoukyou.jp/kouza.html

・国立国語研究所 NINJAL 合同シンポジウム コーパスに見る日本語の
バリエーション－会話・方言・学習者・歴史コーパスから－
（12 月 6 日～7 日）
http://www.ninjal.ac.jp/
・筑波大学日本語・日本文化学類創設 30 周年記念シンポジウム
「日日から世界へ：世界が求める日本語・日本文化教育」
（12 月 6 日）
http://www.japanese.tsukuba.ac.jp/document/20141206forum.pdf
・第 8 回多文化社会実践研究・全国フォーラム（12 月 13 日）
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/
・日本音声学会 2014 年度音声学入門講座
「日本語教師のための音声指導入門」
（12 月 13 日）
http://www.psj.gr.jp/jpn/introduction-to-phonetics/20141213.html
・第二言語習得研究会第 25 回大会（12 月 13 日・14 日）
http://jasla.sakura.ne.jp/2.html
======================================================================
【５】報道情報：日本語教育関連ニュース・論評等
======================================================================
★掲載後にリンク切れとなる場合もございます。
お問い合わせは各発信元にお願いいたします。
・米シカゴ大，中国語教育機関「孔子学院」を閉鎖（日本経済新聞 9 月 27 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM27H0Q_X20C14A9FF8000/
・東大理学部，海外留学生の編入制度開始…講義はすべて英語
（リセマム 10 月 1 日）
http://resemom.jp/article/2014/10/01/20676.html
・タイ国日本語日本文化教師会会長，外務大臣表彰を受賞
（バンコク週報 10 月 3 日）
http://www.bangkokshuho.com/article_detail.php?id=4604
・留学生が多いだけじゃない！ スーパーグローバル大学って何？
（日刊アメーバニュース

10 月 9 日）

http://news.ameba.jp/20141009-151/
・NPO などに人的支援も 名古屋の財団がファンド設立（中日新聞 10 月 10 日）
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2014101002000001.html

・柳家さん喬さんに国際交流基金賞 落語家の受賞は初
（朝日新聞 10 月 14 日）
http://www.asahi.com/articles/ASGBG46YSGBGUZVL002.html
・在日外国人の「今」を上映 名古屋，11 月に映画祭（朝日新聞 10 月 17 日）
http://www.asahi.com/articles/ASGB851HZGB8OIPE015.html
・
「スーパーグローバル大学創成事業」採択の新潟・国際大
（産経ニュース 10 月 17 日）
http://www.sankei.com/region/news/141017/rgn1410170021-n1.html
・オーストラリア，就学前教育で外国語教える取り組み
中国語や日本語も選択肢に―中国報道（XINHUA.JP 10 月 22 日）
http://www.xinhua.jp/socioeconomy/photonews/398928/
・兵庫）母語教育で子どもを支える 神戸でシンポ（朝日新聞 10 月 23 日）
http://www.asahi.com/articles/ASGBQ3SH6GBQPIHB008.html
・高校留学生，日本の「ホストファミリー」不足（読売新聞 10 月 27 日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/special/CO007449/20141018-OYT8T50039.html
・
「別府は日本一の留学生の街」市が独自に集計（大分合同新聞 10 月 30 日）
http://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/10/30/223039737
=====================================================================
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 11 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

