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東日本大震災により被災された皆様に，お見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
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======================================================================
【１】学会からの情報
======================================================================
■１■ 東日本大地震に関する情報
・東北地方太平洋沖地震多言語支援センター
http://eqinfojp.net/
・東日本大震災に関する外国人留学生への支援等について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1304763.htm
・東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト
http://manabishien.mext.go.jp/
・三菱商事緊急支援奨学金(東日本大震災) 募集・推薦要項
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/mitsubishi-sc_2011.htm
・日本国際教育支援協会 学生緊急貸付（災害特別援助）_English
http://www.jees.or.jp/foundation/kk_saigaitokubetsu_e.htm

・日本国際教育支援協会 奨学金求償権の返済期限猶予実施
http://www.jees.or.jp/guarantee/yuyo_201103.htm

■２■ お知らせ
□１□ 2011 年度春季大会
大会参加の事前申込等は不要です。当日受付でお申し込みください。
日時：5 月 21 日（土）12：45-17：50，22 日（日）9：30-15：45
会場：東京国際大学第 1 キャンパス（埼玉県川越市）
参加費：一般 5,000 円，会員 4,000 円，懇親会 3,000 円
大会案内 http://www.nkg.or.jp/taikai/11haruannaiweb.pdf
連絡事項 http://www.nkg.or.jp/taikai/11renrakuweb.pdf
発表要旨 http://www.nkg.or.jp/taikai/webyoshi.pdf
□２□ 実践研究フォーラム
日時：7 月 30 日（土）10：00-16：30，31 日（日）9：30-16：30
場所：横浜国立大学
参加費：一般 5,000 円，会員 3,000 円
参加申込締切：7 月 25 日（月）
プログラム・発表詳細，参加申込
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/kk-Forum.htm
□３□ 各地区研究集会
研究集会参加の事前申込等は不要です。当日受付でお申し込みできます。
会員研修や一部のワークショップは，事前申込が必要ですので，詳細は，
各回のプログラムをご覧ください。
第１回 九州地区 6 月 4 日（土）立命館アジア太平洋大学
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-01.pdf
第２回 九州地区(会員研修）6 月 5 日（日）立命館アジア太平洋大学
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-02.pdf
第３回 中部地区 6 月 11 日（土）愛知教育大学
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-03.pdf
第４回 北陸地区 6 月 18 日（土）福井大学
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-04.pdf
第５回 北海道地区 7 月 3 日（日）藤女子大学

http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-05.pdf
第６回以降の予定 http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
□４□ 日本語教育学会シンポジウム「活気ある社会づくりと日本語教育」
日時：6 月 26 日（日）13：00-17：00（受付 12：00）
会場：一橋大学兼松講堂
参加費：1,000 円
参加申込締切：6 月 21 日（火）
プログラム詳細，参加申込 http://www.houseika2012.net/wordpress/
□５□ 日本語教師夏季集中研修 「教えること」
「学ぶこと」を考える
日時：8 月 6 日（土）10:00-19:00,7 日（日）9:00-16:00 ※２日間連続講座
会場：(財）海外技術者研修協会（AOTS）予定
参加費：一般 13,000 円 会員・学生 11,000 円
参加申込締切：7 月 15 日（金）
ワークショップは申込時に以下の WS1～3 より一つ選択のこと
WS1：講師 黒沢 学氏（東京電機大学 未来科学部）
「日本語教師のための統計学入門」
WS2：講師 大谷 尚氏（名古屋大学大学院 教育発達科学研究科）
「質的研究と SCAT(Steps for Coding and Theorization)を体験する」
WS3：講師 衣川 隆生氏（名古屋大学 留学生センター）
「日本語教師の「基準」を意識してみよう
―メタ認知知識の活性化を目指して―」
近日中にホームページより申込可能となります（5 月上旪予定）
http://www.nkg.or.jp/menu-kenshu.htm
□６□ 地域日本語教育人材育成プロジェクト（JIP）の発足について
http://www.nkg.or.jp ※トップページお知らせからご覧ください。
□７□ 2011 年世界日本語教育研究大会（中国・天津）
※申込締切が延長になりました。
日時：8 月 19 日（金）～21 日（日）
会場：天津外国語大学（中国）
参加申込締切：5 月 30 日（月）北京時間 23 時 59 分まで
http://www.icjle2011.com/
■３■ 入会案内
いつでもご入会できます。会費は年度ごと（4 月～翌年 3 月）のため，新入会の方
は年度始めのご入会が便利です。春季大会会場でも入会のお申込みができます。

＜普通会員＞
・大会発表の応募や学会誌の投稿ができます（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】賛助会員からの情報（50 音順）
======================================================================
■１■ 書籍
□１□ アルク
・
『できる日本語 初級 本冊』
嶋田和子監修 できる日本語教材開発プロジェクト著
ISBN：978-4-7574-1977-3 価格：3,570 円
文型ではなく行動目標に即したシラバスで構成した初の総合教科書。学習者
と教師が場面や話題を共有し，教師が「今，ここでどう言うか」を問いかけ
ることで，学習者は必然性のある文型や語彙，対話力を身につける。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7008004/

・
『平成 23 年度 日本語教育能力検定試験 合格するための本』
アルク日本語書籍編集部編
ISBN：978-4-7574-1975-9 価格：2,625 円
日本語教師の登竜門である日本語教育能力検定試験を攻略するための年度版
ムック。改定される試験に徹底対応した演習問題を掲載。また，現役教師が
検定で得た知識を生かす様子や，合格するためのさまざまな情報が満載。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011029
・
『改訂版 日本語能力試験 漢字ハンドブック』
アルク日本語書籍編集部編
ISBN：978-4-7574-1978-0 価格：1,680 円
日本語能力試験に出る漢字の，読み方，形，意味（英語・中国語簡体字・
中国語繁体字・韓国語）
，難易度（５段階）
，使い方を完全網羅。2010 年に
新常用漢字に追加された 196 字にも対応。学習者・教師必携の一冊。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7010011
・
『月刊日本語』５月号
雑誌コード：13371-05，価格：740 円
特集「あせらず，あわてず，あきらめず 日本語教師 就職への道」
日本語教師が，自らの就活を振り返る再現ドラマや，採用担当者のパネルセ
ッション，就活戦線に勝ち残るためのＱ＆Ａなど，日本語教師として働きた
い人必見の就職ガイドをお届けします。求人情報のリストも付いています！
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/0611051/
□２□ スリーエーネットワーク
・
『日本語教育叢書「つくる」漢字教材を作る』
関正昭・土岐哲・平高史也 編
加納千恵子・大神智春・清水百合・郭俊海 石井奈保美・谷部弘子・石井
恵理子 著
ISBN：978-4-88319-563-3 価格：1,890 円（税込）
漢字教育の理論を説明するとともに，学習者のレベルや母語によって，それ
ぞれどのような指導内容，指導方法が適切なのかその特徴を説明し，シラバ
ス例を提示しています。また，そのシラバスに合った具体的な教材の例も多
数紹介しています。
。
http://www.3anet.co.jp/japanese/tsukuru_kaiwa.html
・
『初級日本語学習者のための待遇コミュニケーション教育
－スピーチスタイルに関する「気づき」を中心に－』
ウォーカー泉 著
ISBN：978-4-88319-550-3 価格：3,150 円（税込）
「待遇コミュニケーション教育」を初級から実現するため，その理論と方法

論の構築を目的に行った研究をまとめたもの。筆者が重視する「気づき」と
いう 概念をテーマに行った実践研究を基に，教育における具体的な提言を
行っています。
http://www.3anet.co.jp/japanese/taigu_communication.html
・
『日本語能力試験 N1 模擬テスト<1>』
ISBN：978-4-88319-556-5
『日本語能力試験 N2 模擬テスト<1>』
ISBN：978-4-88319-557-2
千駄ヶ谷日本語教育研究所 著 各 CD1 枚付 各 945 円（税込）
日本語能力試験の模擬試験 1 回分を収録。
試験合格を目指す学習者が本試験の形式に慣れることができるよう，出題形式
を同じにし，問題冊子を科目ごとに取り外して使用できる体裁にしました。
試験対策クラスで効果的に使えるよう「模擬試験の手順例」で準備から実施方
法，フィードバックまでの流れを詳しく説明しています。また，フィードバッ
クに便利な「正答数記入表」を使って，学習者に自分の弱点を把握させること
ができます。9 月に『同〈2〉
』の発行を予定しています。
http://www.3anet.co.jp/new/soon.html#
・
『みんなの日本語中級 I 翻訳・文法解説スペイン語版』
スリーエーネットワーク 編
ISBN：978-4-88319-560-2 価格：1,680 円（税込）
http://www.3anet.co.jp/japanese/minna_series.html
・
『みんなの日本語中級 I 翻訳・文法解説ポルトガル語版』
スリーエーネットワーク 編
ISBN：978-4-88319-561-9 価格：1,680 円（税込）
http://www.3anet.co.jp/japanese/minna_series.html
■２■ 活動
□１□ 朝日カルチャーセンター 日本語科
・公開講座「日本語教育における評価法」
講師：伊東祐郎（東京外国語大学教授）
日時：5 月 7 日（土）
・14 日（土）の 2 回講座，時間は 15：30-17：30
会場：新宿住友ビル３階

朝日カルチャーセンター

http://www.asahiculture.com/LES/list.asp?PJ=1&JCODE=0001&CACODE=30&NECODE=201104
・公開講座「多文化社会で求められる市民の力とは－移民受入れ前夜を迎えて－」
講師：春原憲一郎（
（財）海外技術者研修協会 AOTS 日本語教育センター長）
日時：5 月 28 日（土）13：00-16：00

会場：新宿住友ビル３階

朝日カルチャーセンター

http://www.asahiculture.com/LES/list.asp?PJ=1&JCODE=0001&CACODE=30&N
ECODE=201104
□２□ ＪＡＬアカデミー
・JAL アカデミーブラッシュアップコース第 1 回
「文脈化」と「個人化」による初級文法教育の活性化
講師：川口義一（早稲田大学大学院日本語教育研究科教授）
日時：6 月 10 日（金）18:30-20:30
会場：JAL アカデミー研修センター（NBF 南青山ビル 5 階）
http://jaca.caplan.jp/global/
□３□ スリーエーネットワーク
・特別連載（Web）日本語教科書活用講座
http://www.3anet.co.jp/seminar/index.html
・日本語教科書活用講座
伊藤とく美先生「日本語上級話者への道 きちんと伝える技術と表現」
犬飼康弘先生「アカデミック・スキルを身につける 聴解・発表ワークブッ
ク」
http://www.3anet.co.jp/seminar/index.html
・
『みんなの日本語初級Ⅱ』研修会 福岡会場
講師：澤田幸子（
『みんなの日本語初級』執筆協力者）
日時：6 月 25 日（土）13:30-16:30（受付開始 13:00）
会場：九州英数学舘国際言語学院（福岡県福岡市中央区舞鶴 1 丁目 5-30）
定員：100 名(先着順）
参加費：無料
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#08
・わかりやすい発音を身につけるには
～『毎日練習！リズムで身につく日本語の発音』研修会～
講師：赤木浩文（専修大学国際交流センター日本語コーディネーター，
『毎日練習！リズムで身につく日本語の発音』著者）
日時：6 月 18 日（土）14：00-15：30
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区平河町 1-3-13 TEL：03-3239-8673）
主催：凡人社 協力：スリーエーネットワーク
※参加費無料，予約不要
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#07

======================================================================
【３】日本語教育の情報・募集
======================================================================
■１■ 募集
□発表者□
・英国日本語教育学会 第 14 回 BATJ 大会（発表応募締切 5/30）
日時：9 月 9 日（金）,10 日(土）
会場：Oxford 大学 日産現代日本研究所（イギリス）
http://www.batj.org.uk/ja/conference.html

======================================================================
【４】一般情報・募集
======================================================================
■１■ 情報
・内閣府・日系定住外国人施策
http://www8.cao.go.jp/teiju/index.html
・日系定住外国人施策に関する行動計画
http://www8.cao.go.jp/teiju/guideline/pdf/fulltext-koudo.pdf
・文化庁長官メッセージ～当面の文化芸術活動について～
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/chokan_message_110412.html
・
「かすたねっと」
（帰国・外国人児童生徒教育に資する情報検索サイト）
http://www.casta-net.jp/
・高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検討会議
（第 2 回）議事要旨
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kaigi/detail/1301532.htm
・高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検討会議
（第 4 回）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kaigi/detail/1305172.htm
・科学研究費補助金の基金化が閣議決定
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1302138.htm
・国際交流政策懇談会最終報告書 我が国がグローバル化時代をたくましく生

き抜くことを目指して－国際社会をリードする人材の育成－
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305175.htm
・2012 年度研究留学生担当窓口登録票（様式）について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kokuhi/chousa/1304696.ht
m
・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
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kokuhi/chousa/1304453.ht
m
・大学名等の変更届出一覧
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/henkou/1304577.htm
・
「外国人児童生徒受入れの手引き」作成のお知らせ（初等中等教育局国際教育課）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
・日本学生支援機構 2012 年外国人留学生のための就活ガイド
http://www.jasso.go.jp/job/guide.html
・教育テスト研究センター（CRET)

OECD シュライヒャー氏講演レポート他

http://www.cret.or.jp/
■２■ 募集
□発表者□
・国際日本学会第７回大会 （発表応募締切 5/31）
日時：10 月 29 日（土）
会場：京都女子大学
http://www2.atword.jp/languagemanagement/
□参加者□
・公開講座「朗読の日本語」
日時：5 月 6 日（金）16：00-18：00
会場：国際交流基金関西国際センター
http://www.jfkc.jp/ja/news/2011/04/post-39.html
・第３回北東アジア言語教育学会
日時：2011 年 5 月 28 日（土）

会場：国際大学
http://www.iuj.ac.jp/language/conference/near/index.html
・日本語サミット
大阪 日時：2011 年 7 月 14 日（木） 14：30-17：15
会場：大阪市中央公会堂（中之島）
東京 日時：2011 年 7 月 30 日（土） 14：00-16：45
会場：日経ホール（大手町）
http://www.nihongo.or.jp/detail-57.html
□研究員□
・独立行政法人日本学術振興会 平成 24 年度採用分特別研究員（締切日延長）
特別研究員

http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_boshu_f.htm

特別研究員-RPD http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_boshu_f.html
海外特別研究員 http://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_boshu_f.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。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜発行者＞

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＞ 2011 年 5 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

