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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□ 中国地区研究集会【研究発表・実践報告・活動報告・講演】
日時：12 月 20 日（土）10：00-16：30（受付開始 9：30）
会場：岡山大学 津島キャンパス 一般教育棟Ｂ＆Ｃ棟３階
講演：
「日本語力向上のためのテスト・アセスメント」
講師：伊東祐郎氏（東京外国語大学）
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-14-09.pdf
□２□ 教師研修（※近日中に詳細公開・申込を開始します。）
http://www.nkg.or.jp/menu-kenshu.htm
・日本語教師のためのオンラインＩＴ講座
日時：1 月 26 日（月）～3 月 20 日（金）
講師：中澤一亮氏（台湾・元智大学）
・教室活動のデザインⅦ ＡＲＣＳ理論で，授業を魅力的にしよう！
－授業デザイン理論から日本語授業を再考する－

日時：3 月 15 日（日）10：00-17：00
会場：東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE K303 番教室
講師：鈴木克明氏（熊本大学）
□３□ テーマ研究会
・JSL 漢字学習研究会 第 53 回研究会
日時：12 月 6 日（土)14:00-17:30（開場 13：45）
会場：東京大学本郷キャンパス法文 1 号館 215 教室
参加費（資料代）
：500 円

※要事前申込

http://jsl-kanji.com/event/20141206.html
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 31 回研究会
日時：12 月 6 日（土）14:00-17:00（開場 13：30）
会場：一橋大学国際研究館４F 大教室
参加費無料，事前申込不要
※同日・同会場 11：00-13：00 に研修会も開催
http://www.nkg.or.jp/themekenkyu/chugoku/31kai.pdf
□投稿・発表募集
□１□【1/5 締切】2015 年度春季大会 研究発表募集
応募締切：1 月 5 日（月）17：00
大会研究発表規定

郵送または持参必着

http://www.nkg.or.jp/taikai/NKG15spring.pdf

開催日：5 月 30 日（土）
・31 日（日）
会場：武蔵野大学有明キャンパス
http://www.nkg.or.jp/taikai/NKG15spring.pdf
※応募書類への会員番号記入が必須となります。新規入会の方は，
12 月 22 日（学会事務局必着）までに入会申込書を提出し，年内に入会
手続きを完了してください。詳しくは■２■へ。
□２□【1/13 締切】学会誌『日本語教育』161 号（8 月発行）投稿募集
投稿締切：1 月 13 日（火）※E メール投稿は同日 15：00（日本時間）必着。
投稿規定

http://www.nkg.or.jp/journal/j-kitei.htm

執筆要領

http://www.nkg.or.jp/journal/j-yoryou.htm

論文投稿 FAQ http://www.nkg.or.jp/journal/j-faq.htm
※投稿書類への会員番号記入が必須となります。新規入会の方は，
投稿以前に入会手続きを完了してください。詳しくは■２■へ。
□３□ グローバルネットワーク
【3/9 締切】オーストラリア日本研究学会（JSAA）2015 発表募集
主催：Japanese Studies Association of Australia（JSAA）

応募締切：3 月 9 日（月）17:00
開催日：6 月 30 日（火）～7 月 3 日（金）
会場：ラ・トローブ大学 メルボルン（バンドゥーラ）キャンパス
http://www.latrobe.edu.au/humanities/about/conferences/jsaa-2015
■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
□アスク
・
【新刊】
『TRY！日本語能力試験 N4 中国語版』
公益財団法人 アジア学生文化協会 著
B5 判・208 頁＋別冊 28 頁 ＋模擬試験 1 回分・CD1 枚付き
本体価格 1,700 円＋税 ISBN978-4-87217-919-4
「この文法はいつ，どこで，どうやって使うか」にこだわったシリーズ。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る
ことができます。助詞，副詞，指示語や自他動詞のページも充実。収録文型 100。
http://www.ask-books.com/jlpt-try/
・
【新刊】
『TRY！日本語能力試験 N5 中国語版』
公益財団法人 アジア学生文化協会 著
B5 判・152 頁＋別冊 20 頁 ＋模擬試験 1 回分・CD1 枚付き
本体価格 1,500 円＋税 ISBN978-4-87217-920-0
文法の使い方を学ぶシリーズ。文型数は 46，あいさつ表現や数・日時の表現，
動詞活用，助詞など初級で必要な項目の整理ができます。友達との会話や，
店員との会話など多様な場面を盛り込みました。Web 上で語彙リスト提供あり。
http://www.ask-books.com/jlpt-try/
・
【新刊】
『NIHONGO EXPRESS Basic1』
日米会話学院 日本語研修所 著
B5 判・272 頁+別冊語彙リスト 47 頁・mp3CD-ROM1 枚付き
本体価格 3,000 円＋税 ISBN978-4-87217-923-1
初級学習者向け教科書。日系企業で働く研修生とその周囲の人々を軸にした
ストーリー展開，リアルで楽しい会話が満載。
「頭でわかる」のではなく「体で
覚える」まで口頭練習を繰り返し，会話の瞬発力アップを目指します。
http://www.ask-books.com/books/?p=6659
□凡人社
・
『新版 ロールプレイで学ぶ 中級から上級への日本語会話』
山内博之 著 定価 2,400 円+税
http://www.bonjinsha.com/feature/
・
『第二言語としての日本語の習得研究第 17 号』
第二言語習得研究会 編
■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。
・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
・接続助詞の機能と用法
講師：学習院大学教授・前田 直子
接続助詞は複文を作る重要な働きをします。接続助詞の全体像と類義の接続
助詞の特徴を学び，学習者への指導における留意点について，グループワー
クを交えて理解を深めます。
日時：1 月 6 日，20 日（火）全 2 回 15：40-17：40 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=269871&userflg=0
・中級の教え方のコツとポイント
講師：早稲田大学講師・塩﨑 紀子
多様化する学習者に対してより実効のある授業を行うにはどうしたらよいか。
市販教材の有効な利用法とオリジナル教材の作成法，目的に応じた授業の仕
方を実践的に紹介します。
日時：1 月 17 日，24 日，31 日，2 月 7 日，14 日，21 日（土）（全 6 回）
15：40-17：40 定員：35 名
受講料：一般 25,920 円 朝日カルチャーセンター会員 22,032 円
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=271028&userflg=0
・実践・日本語発音指導のポイント
講師：東京大学講師・大久保 雅子
日本語学習者の発音上の問題点とその原因を取り上げ，具体的な発音指導を
紹介します。母語の違いや教育現場に対応した効果的な指導法やその留意点
についても考察します。
日時：2 月 10 日，17 日，24 日（火）15：40-17：40 定員：30 名
受講料：一般 12,312 円 朝日カルチャーセンター会員 10,368 円
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=270004&userflg=0

□凡人社
・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 27 年度国内採用による国費外国人留学生（研究留学生）の募集について
平成 26 年 10 月 30 日付け 26 文科高第 606 号（高等教育局長通知）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1353190.htm
・大学のグローバル化に関するワーキング・グループ（第 9 回） 配付資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/036/siryo/1353050.htm
【文化庁】
・平成 26 年度国内の日本語教育の概要
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/h26/gaiyou.html
・
「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
平成 27 年度委託事業の募集開始は 12 月上旬予定，申請期限 1 月下旬予定
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/seikatsusya/index.html
・
「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
12 月は「やおら」
（12 月 5 日公開）
，
「琴線に触れる」
（12 月 19 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

======================================================================
【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
・やさしい日本語（にほんご）をつかった防災（ぼうさい）のお知らせ(大阪府）
大阪（おおさか）に台風（たいふう）が来（き）たとき
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2007/00000000/osaka%20taihu.pdf
地震（じしん）が来（き）たとき
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2007/00000000/zishingakitatoki.pdf
・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 海外日本語教育レポート（大舩ちさと氏）
「学習者のオリジナル教科書の中で大きく育つ日本語の木
－フィリピン中等日本語教育用教材『en Tree』の評価ツール」
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/report/index.html
■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）～5 日（金）
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1292779/J1TnIKGeD9hD_26813/292779_141006007.html
■３■ イベント／催事
□発表者募集
・
【11/30→1/7 締切に変更】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：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
・
【1/20 締切】第 22 回プリンストン日本語教育フォーラム
日時：5 月 9 日（土）
・10 日（日） 会場：プリンストン大学（米国）
http://www.princeton.edu/pjpf/
・
【1/26 締切】沖縄県日本語教育研究会第 12 回大会
日時：2 月 28 日（土） 会場：琉球大学留学生センター

http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2014/NKG141114okinawanihongo.pdf
・
【1/30 締切】国際語としての日本語に関する国際シンポジウム(EJHIB 2015)
日時：8 月 10 日（月）～13 日（木） 会場：サンパウロ大学（ブラジル）
http://ejhib2015.com/
・
【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：6 月 6 日（土）
・7 日（日） 会場：広島大学
http://www.j-sla.org/
□投稿募集
・
【2/1 締切】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）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/new/1410/10-02.html
□参加者募集
・立教大学日本語教育センターシンポジウム 2014（12 月 6 日）
「大学の国際化と大学評価 -日本語教育プログラムの貢献をどう評価するか-」
http://www.rikkyo.ac.jp/events/2014/12/15241/
・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 49 回お茶の水女子大学日本言語文化学研究会（12 月 6 日）
※同日に大学院進学説明会あり
http://www.dc.ocha.ac.jp/comparative-cultures/jle/genbun/meeting.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/
・国際研究集会 「日本語学習辞書開発の支援を考える」
（12 月 7 日）
科学研究費補助金基盤研究(A)「汎用的日本語学習辞書開発データベース構築とその
基盤形成のための研究」プロジェクト(代表:筑波大学砂川有里子)
http://jisho.jpn.org/?page_id=1068
・第 10 回日本語教育機関教員と留学生進学先教育機関の教育担当者との研究協議会
「メンタルヘルスに問題を抱えた学生及び発達障害の学生への対応について」
（12 月 13 日）

http://www.jasso.go.jp/ojlec/kenkyukyo_2014.html
・平成 26 年度東京国際交流館国際シンポジウム（12 月 13 日）
「グローバル人材育成のために日本語教育が果たす役割」
http://www.musashino-u.ac.jp/career_international/global_symposium2014/index.html
・国際日本学会 2014 年度研究発表大会（第 10 回大会）
（12 月 13 日）
http://www.iajs.net/
・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
・言語管理研究会第 36 回定例研究会（12 月 13 日）
http://lmtjapan.wordpress.com/
・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
・神戸大学国際コミュニケーションセンター 日本語教育ワークショップ
「OJAD とそれを用いた音声指導」
（12 月 14 日）
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/~mine/OJAD/lecture/KOBE/
・日本女子大学公開シンポジウム「コーパス研究を踏まえた新しい日本語教育
にむけてー何を活かすか，どう活かすかー」（12 月 20 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2014/NKG141106nihonjosidai.pdf
・学校法人長沼スクール東京日本語学校 第 72 回日本語教師冬季集中セミナー
（12 月 21 日・22 日）
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers.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。

・日本語の学び，漢字から

ドナルド・キーン「画数多い字が好き」

（朝日新聞 10 月 28 日）
http://www.asahi.com/articles/DA3S11426793.html
・日本語に対する賞（VOR ロシアの声 10 月 30 日）
http://japanese.ruvr.ru/2014_10_30/279403704/
・
（ひと）柳家さん喬さん 外国人に日本語や日本文化を伝える落語家
（朝日新聞 11 月 6 日）
http://www.asahi.com/articles/DA3S11440627.html
・変わる受験産業（5） 保育園，デイサービス…少子高齢化で新事業
（読売新聞 11 月 7 日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141031-OYT8T50006.html
・ホーチミン市ハイテクパーク，日本基準の人材育成を実施
（ベトナムニュース The Watch 11 月 8 日）
http://www.hotnam.com/news/141108014801.html
・国際交流基金×JFA×Ｊリーグ 共にアジアにおけるサッカー交流を展開
（J's GOAL 11 月 13 日）
http://www.jsgoal.jp/official/00181000/00181633.html
・＜落語＞日本語教育，継続したい「国際交流基金賞」受賞 柳家さん喬
（東京新聞 11 月 14 日）
http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/tradition/CK2014111402000136.html
・日本留学フェア，ハノイとホーチミンで 11 月 15 日・16 日開催
（日刊ベトナムニュース

11 月 14 日）

http://www.viet-jo.com/news/event/141112072806.html
・ウラジオストクの 51 番学校に日本の外務大臣表彰が贈られる
（VOR ロシアの声 11 月 17 日）
http://japanese.ruvr.ru/news/2014_11_17/280153899/
・留学生を呼び込め パリでフェア（NHK NEWSWEB 11 月 17 日）
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141117/k10013250161000.html
・[ボリビア]日本語力向上へ

３世らお話大会（沖縄タイムス 11 月 17 日）

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=90856

・グローバル時代 大学では留学生獲得競争が本格化!?
（ベネッセ教育情報サイト 11 月 19 日）
http://benesse.jp/news/kyouiku/trend/20141119120058.html
・日米の留学生倍増へ 取り組み強化を確認（NHK NEWSWEB 11 月 20 日）
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141119/k10013320991000.html
・留学生に「仙台で就職を」支援セミナー（河北新報 11 月 20 日）
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201411/20141119_13061.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 12 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

