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【１】学会情報：研修会・研究会・催事・入会案内等
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ ツイッターアカウント，Facebook ページを開設しました。
・ツイッター
https://twitter.com/NKGkouhou
・Facebook
https://www.facebook.com/pages/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%
95%E4%BA%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6
%E4%BC%9A/109355306066162?sk=info
□２□ 春季大会予稿集販売
5 月 30 日（日）
・31 日（日）に開催した春季大会にご参加のみなさまありがとう
ございました。約 1,000 人にご参加いただき無事終了いたしました。
大会予稿集残部がございますので，ご希望の方に 1 部 4,000 円（送料別）で
販売いたします。購入希望の方は，題名を「2015 年度春季大会予稿集購入希望」
とし，発送先を書いてメールでご注文ください。
折り返し入金方法等お伝えします（先着順，在庫限り）
。
申込先：kaiin@nkg.or.jp
■２■ イベント／催事
□投稿・発表募集
□１□ 2015 年度各地区研究集会 発表募集
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

・
【8/7 締切】 四国地区研究集会 開催日：10 月 24 日 会場：香川大学
・
【8/7 締切】 東北地区研究集会 開催日：11 月 21 日 会場：秋田大学
・
【8/31 締切】中国地区研究集会 開催日：12 月 27 日 会場：広島女学院大学
□参加募集
□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。
年間予定，発表要旨はこちら
http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
・第１回（九州・沖縄地区）
日時：6 月 6 日(土）13：00-18：00・7 日（日）10：00-16：30
会場：北九州市立大学
ワークショップ：
「体験してみませんか，畑中マジック！
－笑いと涙と学び，そして愛のある授業－」
講演：
「
「ことばの力」を探求しよう！－何をめざして，外国語を教える／
学ぶのか－」
講師：畑中豊氏（福島県いわき市立江名中学校）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2015/kk-15-01.pdf
・第２回（中部地区）
日時：6 月 13 日（土）10：00-16：40
会場：名古屋大学 IB 電子情報館
講演「ピア・ラーニングによる日本語授業実践－授業デザインのポイント－」
講師：池田玲子氏（鳥取大学）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2015/kk-15-02.pdf
・第３回（北陸地区）
日時：6 月 20 日（土）10：00-16：25
会場：富山大学
講演・ワークショップ
「日本語教師のための教える技術―教える技術と研修への活用―」
講師：向後千春氏（早稲田大学）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2015/kk-15-03.pdf
・第４回（北海道地区）
日時：7 月 4 日（土）
会場：北海道教育大学函館校
ワークショップ「改めて考える「地域日本語教育」の役割
―私たちがしたいこと・私たちができること―」
講師：池上摩希子氏（早稲田大学）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2015/kk-15-04.pdf

・第５回（関東地区）実践研究フォーラム
日時：8 月 1 日（土）
・2 日（日）※実践研究フォーラムは要事前申込
会場：国際交流基金日本語国際センター
プログラム詳細は近日中に下記ホームページに掲載します。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/kk-Forum.htm
□２□ 教師研修
※年間予定，申込書のワードファイルダウンロードはこちら。
http://www.nkg.or.jp/menu-kenshu.htm
・
【6/15 締切】
「児童生徒の学びを支えることばの力
―特別の教育課程化から広げる学びの支援の可能性―」
講師：石井恵理子氏（東京女子大学）
日時：6 月 28 日（日）10：00-16：30

会場：早稲田大学

http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2015/2015kodomo.pdf
・
【7/21 締切】夏季集中研修
「
“話し合い評価”
“教室における談話”を捉え直す」
ワークショップ１：
「話し合い」を評価する－よりよい合意形成のために－
講師：栁田直美氏（一橋大学）
ワークショップ２：教室における談話を分析する－どう捉えどう生かすか－
講師：嶋津百代氏（関西大学）
※応募時にワークショップを一つ選択してください。
日時：8 月 8 日（土）
・9 日(日） 会場：東京大学駒場キャンパス
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2015/2015summer.pdf
□３□ テーマ研究会
・アカデミック・ジャパニーズ・グループ研究会
第 36 回研究会「日本語学校とともに考える AJ」
日時：6 月 6 日（土）12:30-17:30
会場： 早稲田大学（22 号館 201 教室）
http://academicjapanese.jp/information.html
・ビジネス日本語研究会 第 15 回研究会
日時：6 月 12 日（金）18：00-21：00
会場：武蔵野大学有明キャンパス 1-206 教室
http://business-japanese.net/archive/archive_015.html
□４□ グローバル・ネットワーク
・オーストラリア日本研究学会（JSAA）2015
日時：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

・カナダ日本語教育振興会 CAJLE2015 年次大会
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/
■３■ 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）のため
年度前半の入会がお勧めです。
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
■４■ バナー広告募集
・規定を一部改訂いたしました。
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
□アスク出版
・
【新刊】新にほんご５００問［Ｎ３］
佐々木 仁子，松本 紀子著 1,200 円＋税 2015 年 5 月刊行
日本語能力試験の文字・語彙・文法対策『にほんご５００問』シリーズの改
訂版。1 ページに 3 種類のドリルが一問ずつ，計 500 問を収録。能力試験のレベ
ル分けがより細かく，使い易い判型に。英語・ベトナム語対訳付き。
http://www.ask-books.com/
・
【新刊】新にほんご５００問［Ｎ４-Ｎ５］
佐々木 仁子，松本 紀子著 1,200 円＋税 2015 年 5 月刊行
日本語能力試験の文字・語彙・文法対策のドリル本『にほんご５００問 初級』
の改訂版。1 ページに 3 種類のドリルが一問ずつ，合計 500 問を収録。能力試験
のレベル分けがより細かくなりました。英語・ベトナム語対訳付き。
http://www.ask-books.com/
□アルク
・アルクの通信講座 NAFL 日本語教師養成プログラム
★短期決戦・合格応援キャンペーン開催中★ 「応援割 5,000 円引き」
今年度の日本語教育能力検定試験開催まで残り 4 カ月強となりました。受験
をされる方は通信講座 NAFL を活用し，短期集中で合格を狙いましょう！
⇒数カ月で合格勝ち取る方法とは？ 詳しくはコチラ＞＞
http://www.alc.co.jp/jpn/cp2015nafl/?utm_source=nkg&utm_medium=email&utm_campaign=cp201
5nafl
□くろしお出版
・
【新刊】
『外国人児童生徒の学びを創る授業実践
―「ことばと教科の力」を育む浜松の取り組み』
齋藤ひろみ／池上摩希子／近田由紀子 編 2,200 円＋税 2015 年 6 月刊行
小中学校・地域の現場で外国人児童生徒の教育に関わる教師に。
http://goo.gl/b8RX17
・
【新刊】
『7 日でわかる日本語教師のための IT 講座
―Word・Excel・PowerPoint から画像・動画編集まで』
中澤一亮／畑佐一味 著 1,900 円＋税 2015 年 6 月刊行
日本語教師にとって必要な IT の基本スキルをやさしく解説。
http://goo.gl/F59jzo
・
【新刊】
『日本語文法ファイル ―日本語学と言語学からのアプローチ』
鈴木孝明 著 1,600 円＋税 2015 年 6 月刊行
日本語学と一般言語学の両方の基礎知識をまとめて得られる一冊。
http://goo.gl/YBiJqt

・
【新刊】
『ストーリーで覚える漢字 300 ワークブック
英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語版』
岩崎陽子／古賀裕基 著 1,600 円＋税 2015 年 6 月刊行
読解，産出，音声を取り入れた多様な出題。JLPT N5,N4 対策にも。
http://goo.gl/l5dwvz
・
【新刊】
『現場に役立つ日本語教育研究 1 データに基づく文法シラバス』
庵功雄／山内博之 編 2,400 円＋税 2015 年 6 月刊行
「文法シラバス」について多角的に検討した論文集。
http://goo.gl/DpUOIf
・
【新刊】
『日本語文法練習帳』
山田敏弘 著 1,200 円＋税 2015 年 6 月刊行
『国語教師が知っておきたい日本語文法』のワークブック編。
http://goo.gl/vWX7Jp
□公益社団法人 国際日本語普及協会（AJALT)
・
【新刊】
『WADAIKO-An Introduction to the Sounds and Rhythms of Japanese』
詩，唱歌，俳句，ことば遊び等を通して，日本語の音とリズムの体得をはか
る教材。四季の文化や日本の風物をとりあげた美術作品や画像・英文コラム
を豊富に掲載。CD のテンポのよい掛け合いで，子どもから大人まで楽しく学
べます。
http://www.ajalt.org/textbook/（講談社 USA 刊，A4 判，CD 付き，19.95＄）
・
【新刊】
『1 日 10 分のシャドーイング！就活・仕事のにほんご会話』
就職活動中の留学生や新入社員が，待遇表現等にあらわれた日本社会の言語
文化を理解しながら，口頭表現力を養うための教材。東京大学峯松信明先生
のご厚意で OJAD（オンライン日本語アクセント辞典）のピッチを示す曲線を
活用，聴覚・視覚の両面からイントネーションが捉えられます。
http://www.ajalt.org/textbook/
（アスク出版刊，A5 判，CD・英訳小冊子付き 2,200 円＋税）
・
【近刊】機関誌『AJALT』38 号 特集「演じるニホンゴ」
（6 月 10 日発行予定）
今号の巻頭エッセイは林望氏です。特集では，能楽師のリチャードエマート
氏，歌舞伎研究家のペトルホリー氏，声優の劉セイラ氏による座談会をはじ
め，多彩な記事が掲載されます。
http://www.ajalt.org/about/bulletin/（AJALT 刊，A4 判変型，800 円+税）
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『読解攻略！ 日本語能力試験Ｎ１レベル』
草野宗子, 村澤慶昭, 牛米節男 著 1,400 円＋税

今の実力を確かめる「はじめの 4 題」で，自分の苦手部分を意識しつつ，
「基礎編 短文」
，
「応用編 中・長文」で多くの難易度の高い問題に取り
組むことができます。
http://www.3anet.co.jp/ja/5327/
・
【新刊】
『新完全マスター聴解 日本語能力試験 N３ ベトナム語版』
中村かおり, 福島佐知, 友松悦子 著 1,500 円＋税
日本語能力試験Ｎ３に合格するための「聴解の力」を養う問題集のベトナム
語版です。問題紹介，問題の解き方，解説などにベトナム語訳がついていま
す。
http://www.3anet.co.jp/ja/5317/
・
【新刊】
『新完全マスター漢字 日本語能力試験 N３ ベトナム語版』
石井怜子,青柳方子,鈴木英子,髙木美穂,森田亮子,山崎洋子 著 1,200 円＋税
コラムや別冊の単語リストに訳を添え，さらに単語リストには漢字理解を助
ける漢越音を収録しました。
http://www.3anet.co.jp/ja/5315/
・
【新刊】
『みんなの日本語初級 II 第 2 版 翻訳・文法解説 フランス語版』
スリーエーネットワーク編著 2,000 円＋税
『みんなの日本語 初級 II 第 2 版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。
『第 2 版 本冊』にあわせ，語彙や翻訳を一部差し替えました。
http://www.3anet.co.jp/ja/5325/
□凡人社
・
【新刊】談話とプロフィシェンシー
―その真の姿の探求と教育実践をめざして―
鎌田修, 嶋田和子, 堤良一 編
定延利之, 清水崇文, 西郷英樹, 由井紀久子 著 定価 2,600 円+税
http://www.bonjinsha.com/feature/
・
【新刊】日本語教育 学のデザイン ―その地と図を描く―
神吉宇一編
名嶋義直, 栁田直美, 三代純平, 松尾慎,嶋ちはる, 牛窪隆太著 定価 2,600 円+税
http://www.bonjinsha.com/feature/
・
【新刊】
（新版）BASIC KANJI BOOK ―基本漢字 500― VOL.1
加納千恵子, 清水百合, 谷部弘子, 石井恵理子著 定価 2,400 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。
・日本語教師力アップーOPI でいきいき授業
講師：アクラス日本語教育研究所代表理事・嶋田和子
OPI（会話試験）を紹介し，授業への活用法について『できる日本語』を基
に考えます。明日の授業のヒントが満載です。
日時：6 月 13 日,20 日,7 月 4 日（土）15：30-17：30 定員：35 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
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/7d30565e-8bbe-6e6a-a709-54d1eb2890b1
・談話展開から見る日本語会話
講師：東京海洋大学助教・生天目知美
日本語会話を談話の展開に着目して観察するための基本的な理論を学びます。
さらに会話教育や文法の応用練習に生かす力を身につけていきます。
日時：6 月 20 日,27 日（土）13：00-15：00 定員：35 名
受講料：一般 8,208 円 朝日カルチャーセンター会員 6,912 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/a47a03f6-1d36-1685-954a-54d1f36ae81e
・初級を教えるコツとポイントⅠ
講師：早稲田大学講師・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。初級前半段階の基礎的な教授法を実践的に紹介します。
日時：7 月 11 日,18 日,25 日,8 月 1 日,8 日（土）15：30-17：30

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/9fecd5e8-6b4c-6b4e-4abe-553db5384e41
・日本語教育能力検定試験対策講座Ⅱ
講師：神田外語大学講師・小林ひとみほか
日本語教育能力検定試験の幅広い出題範囲の中から「言語教育法」，
「記述
対策」
，
「評価法」
，
「言語理解」の項目を中心に学習します。
日時：7 月 11 日,18 日,25 日,8 月 8 日,22 日,29 日（土）13：00-15：00 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

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/4877b5d9-1599-7c36-7448-553db746c738
□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 18 日～8 月 29 日 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
全 7 講座（1 講座からお申込み可）
，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します。
http://www.ajalt.org/teach/teacher/

□公益財団法人 国際文化フォーラム
・
『めやす web』がリニューアル・オープンしました
「外国語学習のめやす」の実践報告やノウハウをテーマ，対象，言語，
活動のタイプ，アウトプット，執筆者から探す検索機能のほか，コメント
機能も付けました。スマホ，タブレット表示にも対応。日本語教育の実践
報告も多数。
http://www.tjf.or.jp/meyasu/support/
□学校法人長沼スクール 東京日本語学校
・長沼スクール特別講座
「全米外国語協会(ACTFL)の読むプロフィシェンシーとその判定法は何か？
そして，プロフィシェンシーを高めるためには何をすべきか。
」
講師：牧野成一氏（プリスントン大学名誉教授）
日時：8 月 8 日（土）13：30-16：40
会場：学校法人長沼スクール東京日本語学校
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers.html
□公益財団法人 日本国際教育支援協会
・平成 27 年度日本語教育能力検定試験【6 月 22 日（月）より出願受付開始】
試験日：平成 27 年 10 月 25 日（日）
出願期間：平成 27 年 6 月 22 日（月）～8 月 10 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 6 月中旬より販売
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
□スリーエーネットワーク
・新刊説明会『日本語読み書きのたね』 in 大阪
講師：澤田幸子
日時：7 月 4 日(土)14：00-16：00
会場：愛日会館（大阪市中央区本町）
定員：80 名（先着順。定員になり次第締め切り）
，無料
http://www.3anet.co.jp/events/5388/
・特別連載 教科書活用講座のご案内
『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ 聴解』を使った要約から
意見交換への発展学習 中級編／中上級編
講師 : 東京三立学院 竹野藍
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/category/katsuyokoza23/
□凡人社
・今，分岐点に立つ日本語教師のためのステップ& キャリアアップ講座
学習者の多様化に対応する教師を目指して～『WEEKLY J』をどう使うか～
講師：加藤早苗先生, 坂本舞先生, 秋山信子先生
日時：6 月 6 日(土) 14:00-16:00(受付開始 13:30)

会場：TKP スター貸会議室四谷（第 2）
（東京都新宿区）
参加費：2,000 円（税込） 定員：40 名（要予約，先着順）
対象：現職日本語教師
http://www.bonjinsha.com/event/
・楽しく，力がつく読み学習をめざして
～『たのしい読みもの 55』
（アルク発行）を使って～
講師：嶋田和子先生，田坂敦子先生
日時：6 月 14 日（日）14:00-16:30（受付開始 13:30）
会場：アルク（東京都杉並区）
参加費：無料 定員：50 名（要予約，先着順）
対象：日本語教師（主に日本語学校 専任／非常勤，大学 非常勤）
http://www.bonjinsha.com/event/
・日本語教材まつり 2015 in 札幌「日本語教育の読み書きを考える」
講師：山内博之先生，澤田幸子先生，関口明子先生，本田弘之先生
日時：8 月 29 日（土）10:00-16:20（受付開始 9:30）
会場：札幌コンベンションセンター中ホール（北海道札幌市 1）
参加費：北海道日本語教育ネットワーク会員：無料／非会員：500 円（税込）
定員：200 名（要予約，先着順）
対象：日本語教育に興味のある方（ボランティア, 日本語教師, 養成講座
受講生など）
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】
・諸外国の教育動向 2014 年度版
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/gaikoku/detail/1357446.htm
【文化庁】
・平成 27 年度文化庁における日本語教育関連事業 年間予定
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/kyouiku_yotei.html
・日本語教育小委員会（第 67 回）
（平成 27 年 5 月 28 日）
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/nihongo.html

・文化庁広報誌『ぶんかる』
http://prmagazine.bunka.go.jp/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
・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
※「日本語教育通信」の URL が新しくなりました。
ブックマーク等に登録されている方は URL の変更をお願いいたします。
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
・国際交流基金 授業のヒント：「
“待ちの姿勢”の情報収集～ネットの力で
あなたも今日からスペシャリスト！≪動画情報収集・情報発信編≫」
（村上 吉文 ／ブダペスト日本文化センター日本語上級専門家）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/hint/201505.html
■２■ イベント／催事
□発表募集
・
【7/31 締切】第 12 回マレーシア日本語教育国際研究会・浦和研修報告会
開催日：10 月 3 日（土）

会場：マラヤ大学（マレーシア）

http://www.jfkl.org.my/language/teachers/seminar-workshop/#Oct
・
【6/5 締切】一般財団法人日本語教育振興協会
平成 27 年度日本語学校教育研究大会
自由研究発表・ポスター発表・デモンストレーションの募集
開催日：8 月 10 日（月）
・11 日（火）
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
http://www.nisshinkyo.org/news/detail.php?id=1117&f=news
□投稿募集
・
【9/30 正午締切】
『母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究』 第 12 号
http://mhb.jp/archives/436
□参加募集
・日本第二言語習得学会・第 15 回年次大会（J-SLA2015）
（6 月 6 日・7 日）
http://www.j-sla.org/
・第 56 回外国人による日本語弁論大会（6 月 13 日）
http://www.iec-nichibei.or.jp/iec04_2.html

・国際交流基金日本語パートナーズ派遣事業説明会
（6 月 14 日大阪，6 月 21 日東京）
http://jfac.jp/partner/orientation/
・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」
（6 月 14 日）
http://office.nanzan-u.ac.jp/cie/cjs40th/symposium.html
・国際教養大学専門職大学院日本語教育実践領域
「2015 年特別講演会（牧野成一氏）＆懇談会」
（6 月 17 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG150312kokusaikyoyodai2015.pdf
・タイ・バンコクで にほんご「多読」セミナー（6 月 20 日）
http://tadoku.org/seminar/2015/04/30/2005
・言語文化教育研究学会 第 2 回研究集会 in 金沢（6 月 21 日）
http://alce.jp/meeting/#p02a
・国際表現言語学会・日本群読教育の会群読ワークショップ（6 月 26 日）
http://web.uvic.ca/~hnserc/IAPL/jp/event/gundoku2015.pdf
・NPO 多言語多読「第 21 回多読のためのリライト講座」（6 月 28 日）
http://tadoku.org/seminar/2015/04/20/1957
・第 2 回全養協日本語教師採用合同説明会（6 月 30 日）
http://www.zenyoukyou.jp/fairs/index.html
・小出記念日本語教育研究会 第 24 回研究会（7 月 4 日）
http://subsite.icu.ac.jp/org/koide/2015/annai.html
・言語科学会 第 17 回年次国際大会（JSLS2015）
（7 月 18 日・19 日）
http://www.jslsweb.sakura.ne.jp/jsls2015/wiki.cgi?page=JSLS2015
・第 10 回 OPI 国際シンポジウム(7 月 31 日～8 月 2 日）
http://opi2015.proficiency.jp/
・大阪ＹＷＣＡ夏の日本語教育セミナー（8 月 1 日）
http://osaka.ywca.or.jp/other/japanese/japanese_education-summer.html
・CASTEL/J in Hawaii 2015 （Computer Assisted Systems For Teaching &
Learning Japanese）
（8 月 7 日・8 日）
http://kshinagawa.com/2015castelj/

・母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究会 2015 年度研究大会（8 月 7 日）
http://mhb.jp/
・国際語としての日本語に関する国際シンポジウム（8 月 10 日～13 日）
http://ejhib2015.com/
・第 4 回中・日・韓・朝言語文化比較研究国際シンポジウム（8 月 17 日～19 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG150402chunichikanchogengobunka.pdf
・ケニア日本語教師会「第三回東アフリカ日本語教育会議」
（8 月 28 日～30 日）
http://e-nihon.net/jaltak/?p=397
・スポーツ言語学会第二回学会大会・総会（8 月 29 日）
http://society-sports-language.weebly.com/
======================================================================
【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。
・日本語指導必要な子供，最多 2.9 万人 文科省調査（日本経済新聞 4 月 24 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H7R_U5A420C1CR8000/
・香港の小学生から高校生が日本語でスピーチコンテスト
（香港経済新聞 4 月 28 日）
http://hongkong.keizai.biz/headline/488/
・カイロ大で日本語弁論大会 学科創立 40 年を記念（日本経済新聞 5 月 3 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG03H1Y_T00C15A5000000/
・主婦に密かな人気，｢日本語教師｣は稼げるか
（東洋経済オンライン 5 月 11 日）
http://toyokeizai.net/articles/-/68954
・アジア圏が大勢の来日留学生 彼らとの交流で身に付けるべき，本当の
「グローバル力」とは!?（ベネッセ教育情報サイト

5 月 13 日）

http://benesse.jp/news/kyouiku/trend/20150513120036.html
・日本語教育ボランティア

シニア，活躍の場を東南アジアに

「自分を生かせる」
（産経ニュース 5 月 15 日）
http://www.sankei.com/life/news/150515/lif1505150011-n1.html

・鳥栖市小中で授業開始 「日本語」教科書貸し出しに行列
（佐賀新聞 5 月 16 日）
http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/187246
・生徒の 8 割超が外国籍 市・区立 31 校に“夜中”
（教育新聞 5 月 18 日）
http://www.kyobun.co.jp/news/20150518_02.html
・ヒューマンアカデミー 日本語学校 東京校の授業が、視察・体験される！
（産経ニュース 5 月 19 日）
http://www.sankei.com/economy/news/150519/prl1505190087-n1.html
・
「にほんご」の勉強はマンガで！（インドネシアニュース 5 月 20 日）
http://www.ind-news.asia/news_orzIFNPTg.html
・外国人日本語学習者向け「アルク オンライン日本語スクール」
，
5 月 20 日スタート（産経ニュース 5 月 20 日）
http://www.sankei.com/economy/news/150520/prl1505200081-n1.html
・増える英語で授業、国立大で 4,000 科目以上に‐斎藤剛史‐
（リセマム 5 月 20 日）
http://benesse.jp/blog/20150521/p1.html
・中国の留学帰国者「海亀」 （NETIBNEWS 5 月 21 日）
http://www.data-max.co.jp/company_and_economy/2015/05/38158/0521_sn1/
・高校受験 2015 都立国際，国際バカロレアコース 9 月入学選抜を発表
（リセマム 5 月 22 日）
http://resemom.jp/article/2015/05/22/24683.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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広報委員会

＜発行年月＞ 2015 年 6 月 1 日
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