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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
□投稿・発表募集
□１□【5/1 締切】学会誌『日本語教育』162 号（12 月発行）投稿募集
特集：日本語教育の研究手法－「会話・談話の分析」という切り口から－
http://www.nkg.or.jp/journal/tokushu.htm
□２□【5/11 締切】第 5 回研究集会＜関東地区＞実践研究フォーラム
日時：8 月 1 日（土）
・2 日（日） 会場：国際交流基金日本語国際センター
「みんなの実践広場」出展応募締切：5 月 11 日（月）23：59
※「対話型・体験型セッション」の応募は終了しました。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/kk-Forum.htm
□３□【5/9 締切】第 6 回研究集会＜関西地区＞ 発表募集
日時：9 月 5 日（土） 会場：園田学園女子大学
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
□４□【6/1 締切】2015 年度秋季大会 発表募集
日時：10 月 10 日（土）
・11 日（日） 会場：沖縄国際大学
http://www.nkg.or.jp/taikai/NKG15autumn.pdf
□５□グローバル・ネットワーク
【4/13 締切】カナダ日本語教育振興会 CAJLE2015 年次大会
主催：カナダ日本語教育振興会（CAJLE）

日時：8 月 20 日（木）
・21 日（金）
会場：サイモンフレーザー大学バンクーバーキャンパス
http://www.jp.cajle.info/cajle2015/
■２■ 入会案内
いつでもご入会になれますが，会費等は年度制（4 月～翌年 3 月まで）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
・不合格なら全額返金！（期間限定：2015 年 4 月 30 日まで）
アルク「日本語教育能力検定試験 合格パック 2015」

修了生の 50％が検定試験に合格した実績（2012 年アルク調査）を持つ「NAFL
日本語教師養成プログラム」に，検定試験を知り尽くしたプロが“厳選した
教材”
（DVD や過去問題集など）をセットにした商品です。
「合格パック 2015」でしっかり学んだのに平成 27 年度の検定試験に不合格と
なってしまった方には，受講料を全額返金します（一部条件がございます）。
受講料：13 万 5,000 円（税込）
http://www.alc.co.jp/jpn/n5/
□一般財団法人海外産業人材育成協会(HIDA)
・インターネット教材「HIDA にほんご e-learning」
タブレット端末にも対応したインターネット学習教材です。
（1)ひらがなカタカナ，(2)基礎漢字 100 字，(3)基礎日本語（初級前半），
(4)ビジネス日本語（中級前半）の 4 つのコース全てに英語, 中国語,
ベトナム語, タイ語, インドネシア語の解説が付いています。
動画とイラストが豊富で，楽しく学ぶことができます。
http://e-learning.hidajapan.or.jp/SITE/
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語教育のための言語テストガイドブック』
李在鎬 編
2,400 円＋税 2015 年 3 月刊行
日本語能力試験、BJT ビジネス日本語能力テスト、OPI などについて，
開発者，開発に関与した研究者たちが分かりやすく紹介。
http://goo.gl/UgmPLU
・
【新刊】
『語形から意味へ

―機能中心主義へのアンチテーゼ』

三枝令子 著
3,800 円＋税 2015 年 3 月刊行
語形の共通性から意味の連続性，体系性を考える。
http://goo.gl/LRndx0
・
【新刊】
『マイナスの待遇表現行動
―対象を低く悪く扱う表現への規制と配慮』
西尾純二 著
3,700 円＋税 2015 年 3 月刊行
マイナス待遇表現の表現性と表現行動の多様性を明らかにする。
http://goo.gl/yNx1AO
□ジャパンタイムズ
･【新刊】
『きょうから話せる！ にほんご だいじょうぶ Book 1 教師用ガイド』
サンアカデミー日本語センター著 3,200 円＋税
『にほんご だいじょうぶ Book 1』の効果的な教え方を丁寧に解説。学習者と
のやりとりを具体的に示し、タスク活動の進め方がよくわかる。プリントして

すぐに使える教室用カードデータを 640 枚収録した CD-ROM１枚付き。
http://goo.gl/rlboKD
・
【アプリ】GENKI Conjugation Cards--Exercises for Japanese Verb/Adjective
Conjugations
動詞・形容詞の活用が練習できる，
『初級日本語 げんき』iPhone アプリ第３弾。
マス形から難関のテ形，受身・使役・使役受身まで 18 の動詞活用形と，形容詞の
10 の活用形を，音声や例文付きで徹底マスター。各国の AppStore で発売中。
http://goo.gl/rBMgoh
□凡人社
・
【新刊】中級日本語 上 新装改訂版
東京外国語大学留学生日本語教育センター著
定価 2,000 円+税
http://www.bonjinsha.com/feature/
・
【新刊】平成 26 年度日本語教育能力検定試験試験問題
日本国際教育支援協会 編著
定価 1,400 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。
・日本語教育能力検定試験とは
講師：成蹊大学講師・世良時子
日本語教育能力検定試験とは，どんな試験なのか。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，問題例を紹介しながら解説します。
日時：4 月 18 日（土）13：00-15：00
受講料：一般 4,104 円

定員：35 名

朝日カルチャーセンター会員 3,456 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/920acd56-6c8b-12b4-6507-54d1ddb506e0
・教室ですぐに役立つヒントー上級クラスの活動例
講師：日本語講師・山形美保子、金子広幸
上級レベルの日本の学習者の教材について、グループワークを通して学習。
何をどう使い、教室活動を展開させるか具体的な素材を基に体験します。
日時：5 月 9 日,16 日,23 日,30 日（土）15：30-17：30 定員：35 名
受講料：一般 16,416 円 朝日カルチャーセンター会員 13,824 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/f3a51b0a-3263-b795-9d19-54d1ed8f82fc

・日本語教育能力検定試験対策講座Ⅰ
講師：成蹊大学講師・世良時子ほか
日本語教育能力検定試験の幅広い出題範囲の中から，
「言語と社会」
「言語と心理」
の項目を中心に学習します。
日時：5 月 16 日,5 月 23 日,5 月 30 日,6 月 6 日,13 日（土）13：00-15：00 定員：35 名
受講料：一般 21,600 円

朝日カルチャーセンター会員 18,360 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/7442dd79-9356-1061-d25a-54d1e8c0f798
□インターカルト日本語学校 日本語教員養成研究所
・e-ラーニングで学ぶ
「日本語を教えるための STEP UP シリーズ 入門コース」
文法・音声・語彙・文字表記の基礎が身につきます。
e-ラーニング教材なので，PC，スマホ，タブレットでいつでもどこでも学習
できます。テキストを使えば，ネット環境がなくても学習できます。
http://www.incul.com/jp/yosei/teaching_practice.php
□スリーエーネットワーク
・初級～中級における日本語文法の教え方要点整理
―『新完全マスター文法 日本語能力試験』シリーズを例として― in 仙台
講師：友松悦子
日時： 4 月 18 日(土) 14：00-16：00（受付 13：30）
会場：TKP 仙台カンファレンスセンター ホール 2B（宮城県仙台市）
定員：70 名（先着順，定員になり次第締切），参加費無料
http://www.3anet.co.jp/events/5310
・初級～中級における日本語文法の教え方要点整理
―『新完全マスター文法 日本語能力試験』シリーズを例として― in 札幌
講師：友松悦子
日時：4 月 25 日(土) 14：00-16：00（受付 13：30）
会場：TKP 札幌ビジネスセンター カンファレンスルーム 9A（札幌市中央区）
定員：70 名（先着順，定員になり次第締切），参加費無料
http://www.3anet.co.jp/events/5309
□凡人社
・学習者の発話を引き出すヒント～『できる日本語』を例として～
主催：名古屋国際センター
協力：アルク・凡人社
講師：嶋田和子先生
日時：4 月 11 日（土）13:30-15:00（受付開始 13:00）
会場：名古屋国際センター5 階第 1 会議室
参加費：一般 500 円（税込）
，東海日本語ネットワーク会員無料
定員：80 名（予約不要，当日先着順）
http://www.bonjinsha.com/event/

・タスクで学ぶ日本語ビジネスメール・ビジネス文書
～適切にメッセージを伝える力の養成をめざして～
講師：村野節子先生
日時：4 月 18 日（土）14:00-15:30（受付開始 13:30)
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区平河町 1-3-13 ヒューリック平河町ビル）
参加費：無料 定員 20 名（要予約，先着順）
http://www.bonjinsha.com/event/
・日本語教師塾＠大阪 Vol.4～日本語教師の演出・表現・対話力～
主催：アルク・凡人社
講師：毛利元貞先生
日時：4 月 25 日(土)14:00-16:00(受付開始 13:30)
会場：TKP 大阪御堂筋カンファレンスセンター(大阪市中央区淡路町 3-5-13）
参加費：2,000 円（税込） 定員：40 名（要予約，先着順）
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】
・国際研究交流の概況（平成 25 年度）について（3 月 4 日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/03/1355602.htm
【法務省 入国管理局】
・入管法が変わります
http://www.immi-moj.go.jp/nyukan2015/
======================================================================
【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
・国際交流基金「日本語教育通信」本ばこ，他更新
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/index.html
・日本学術振興会賞 第 12 回（平成 27 年度）の候補者推薦受付
受付期間：4 月 13 日（月）～15 日（水）
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1771208/G14621GfG55D_26813/771208_150302013.html

・日本学術会議第一部（人文・社会科学系）ニューズレター最新号
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/1bu/pdf23/letter23-1.pdf
・博報財団「第 10 回国際日本語研究フェローシップ」招聘研究者決定
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/program/new.html
・第９回「全中国選抜 日本語スピーチコンテスト」スピーチ音声公開
※入賞者大学名の隣にあるマークをクリックしてください。
http://cn.nikkei.com/china/sc/2015/index.html
■２■ 助成
・
【5/8 締切】公益財団法人日本漢字能力検定協会
平成 27 年度 漢字・日本語教育研究助成制度 募集要項
http://www.kanken.or.jp/project/investigation/aid.html
・
【5/8 締切】平成 27 年度東京都在住外国人支援事業助成
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/kokusai/zyosei.html
＜科学研究費助成事業＞
・
【5/8 締切】平成 27 年度科学研究費補助金「研究活動スタート支援」公募開始
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1771208/82Vt35GfG55D_26813/771208_150302005.html
・
【5/11 締切】海外特別研究員：平成 28 年度採用分申請
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1771208/eJwxBaGfG55D_26813/771208_150302007.html
・
【5/8 締切】特別研究員-RPD：平成 28 年度採用分申請
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1771208/c0ffhKGfG55D_26813/771208_150302010.html
・
【6/2 締切】特別研究員：平成 28 年度採用分申請
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1771208/j7G4efGfG55D_26813/771208_150302011.html
・外国人研究者招へい事業
http://r34.smp.ne.jp/u/No/1771208/fj_C9CGfG55D_26813/771208_150302012.html
■３■ イベント／催事
□投稿募集
・
【5/31 締切】言語文化教育研究学会学会誌『言語文化教育研究』13 巻
http://alce.jp/journal/index.html#p1
□出場者募集
・
【4/24 締切】第 56 回外国人による日本語弁論大会
主催：一般財団法人国際教育振興会・国際交流基金・東近江市

日時：6 月 13 日(土）会場：東近江市立八日市文化芸術会館
http://www.iec-nichibei.or.jp/iec04_2.html
□発表者募集
・
【4/15 締切】言語文化教育研究学会 第 2 回研究集会 in 金沢
日時：6 月 21 日（日） 会場：石川県政記念しいのき迎賓館
http://alce.jp/meeting/#p02a
□参加者募集
・特定非営利活動法人日本語教育研究所（4 月 14 日）
「想いを伝える書～前衛書の世界に触れてみませんか？～」
http://www.npo-nikken.com/event/event15/harada150412.html
・国際交流基金アジアセンター“日本語パートナーズ”帰国報告会（4 月 15 日）
http://jfac.jp/partner/return_20150327/
・第 22 回プリンストン日本語教育フォーラム（5 月 9 日・10 日）
http://www.princeton.edu/pjpf/
・Facultas 第５回大学支援セミナー『初年次ライティング指導の実施とその評価』
（5 月 16 日名古屋，5 月 23 日大阪，5 月 30 日東京で同内容セミナー）
http://facultas.jp/news/index.php?eid=00055
======================================================================
【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。
・豊橋市が独自予算で整備（東日新聞 2 月 26 日）
https://www.tonichi.net/news/index.php?id=43145
・仙台への留学生過去最多に ベトナム爆発的増加（河北新報 3 月 2 日）
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201503/20150302_13028.html
・2012 年の海外留学者数が 8 年ぶりに増加，留学先 1 位は中国
（リセマム 3 月 2 日）
http://resemom.jp/article/2015/03/02/23238.html
・ダナン：高校で日本語教育導入へ、日本語 IT 人材育成
（VIETJO ベトナムニュース 3 月 5 日）
http://www.viet-jo.com/news/nikkei/150304081254.html

・留学生日本で就職を…サウジ大使館がフェア（読売新聞 3 月 5 日）
http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20150305-OYT8T50091.html
・2 年勉強しても日本語を話せなかった悔しさが“お笑い”の原動力に
（日経コンピュータ 3 月 4 日）
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/14/262522/030300128/
・福島県復興の現状視察 外国人留学生・研究者（福島民報 3 月 6 日）
https://www.minpo.jp/news/detail/2015030621372
・日本のベトナム人留学生数は前年比 2 倍、出身国別で第 2 位
（VIETJO ベトナムニュース 3 月 6 日）
http://www.viet-jo.com/news/statistics/150304014550.html
・佐賀）県，留学生対象に奨学金 鳥栖の日本語学校生５人
（朝日新聞 3 月 7 日）
http://www.asahi.com/articles/ASH364WQBH36TTHB004.html
・愛知 日本語教育必要な外国人の子５８００人超

教員５３人増員へ

（中日新聞 3 月 11 日）
http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20150311/CK2015031102000048.html
・日本語教師は"子育て"の経験も活かせるシゴト
（マイナビニュース 3 月 16 日）
http://news.biglobe.ne.jp/trend/0316/mnn_150316_7783235867.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＞ 2015 年 4 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

