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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
□お知らせ
□１□2015 年度秋季大会（沖縄）宿泊・航空セットプランのご案内
http://nkg.or.jp/taikai/2015/2015akiryokou.pdf
□２□ テーマ研究会 ビジネス日本語研究会報告
6 月 12 日（金）に武蔵野大学有明キャンパスにて，第 15 回研究会「社会や組織に
新たな価値を創造するグローバル人材育成の取り組みとは-2 つの事例を通して-」
を開催いたしました。下記リンクにて，報告および当日資料を公開しています。
http://business-japanese.net/archive/archive_015_repo.html
□投稿・発表募集
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□ 【今週末開催】北海道地区研究集会
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
□２□ 【7/25 締切】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
参加費：5,000 円，日本語教育学会会員 3,000 円，学生（要学生証提示）2,000 円
※要事前申込。申込詳細はこちら。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/kk-Forum.htm
プログラム http://nkg.or.jp/kenkyu/Forum/2015/2015forum_program.pdf
チラシ http://nkg.or.jp/kenkyu/Forum/2015/2015forum_flyer.pdf
□３□ 【7/21 締切】教師研修「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）
日時：8 月 8 日（土）
・9 日(日）
会場：東京大学駒場キャンパス
参加費：12,000 円／日本語教育学会会員・学生 10,000 円
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2015/2015summer.pdf
※要事前申込。応募時にワークショップを一つ選択してください。
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

□４□ グローバル・ネットワーク
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/
■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）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
■３■ 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
■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
・ツイッターアカウント，Facebook ページも開設しました

ツイッター https://twitter.com/NKGkouhou
Facebook

https://t.co/FCSBmkfR2q

======================================================================
【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
・アルクの通信講座 NAFL 日本語教師養成プログラム
＜締切間近＞★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 3 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=nkg1507&utm_medium=email&utm_campaign=cp
2015nafl

□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】
『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
□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。
（講談社 USA 刊，A4 判，CD 付き，19.95＄）
http://www.ajalt.org/textbook/
・
【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。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。
（アスク出版刊，A5 判，CD（MP3)・英訳小冊子付き 2,200 円＋税）
http://www.ajalt.org/textbook/
・
【新刊】機関誌『AJALT』38 号 特集「演じるニホンゴ」
今号の巻頭エッセイは林望氏です。特集では，外国人の能楽師・歌舞伎研究家
・声優のお三方が芸能と日本語について語り合う座談会や，芸能・演劇を取り
入れた日本語授業実践報告など多彩な記事が掲載されています。
（AJALT 刊，A4 判変型，800 円+税）
http://www.ajalt.org/about/bulletin/
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『日本語 読み書きのたね』
澤田幸子・武田みゆき・福家枝里・三輪香織 著 1,600 円＋税
地域の日本語教室で学ぶ外国人学習者が，学習のパートナーである日本語
ボランティアの手助けを得ながら，読み書きの力をつけるためのテキストです。

http://www.3anet.co.jp/ja/5373/
・
【新刊】
『留学生のためのジャーナリズムの日本語 -新聞・雑誌で学ぶ重要語彙と表現-』
一橋大学国際教育センター 編 澁川晶･高橋紗弥子･庵功雄 著 2,000 円＋税
上級レベルの日本語学習者を対象に，新聞や雑誌で使用される特有の省略表現
や日本の文化や社会に関する背景知識が必要な語彙・表現を学習できます。
http://www.3anet.co.jp/ja/5371/
□凡人社
・
【新刊】中級日本語 下 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 6 月下旬発売
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】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/
■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
・年少者の日本語指導の工夫に学ぶ
講師：波多野ファミリスクール学監・大蔵守久
臨場感に訴えた分かりやすい指導法，興味を持続させる指導法など，明日からすぐに
使える実践的テクニックが満載です。
日時：8 月 6 日（木）13：00-16：00 定員：35 名
受講料：一般 5,832 円 朝日カルチャーセンター会員 5,184 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/7a51dc31-b516-62ac-21fe-554217a921a7
・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
・初級を教えるコツとポイントⅡ
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，楽しく学べる授業とはどんなものか。
初級後半段階の導入方法と練習の仕方、授業の進め方を具体的に紹介します。
日時：8 月 22 日,29 日,9 月 5 日,12 日,19 日,26 日（土）15：30-17：30 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/ca653dae-513c-e2e0-5ad9-553db602b94c
・日本語教師のためのベトナム講座ーベトナム人の特徴編
講師：語学講師・寺田雄介
今，日本語教育の現場では，ベトナム人学生が年々増えています。その国民性を理解して、
円滑な授業が行えるように，現地での経験豊かな講師が解説します。
日時：7 月 17 日，24 日（金）18：10-19：30 定員：14 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/d6be920e-5594-9ca6-afe1-553f2c0eeef8
□アスク出版
・教材説明会
『1 日 10 分のシャドーイング！就活・仕事のにほんご会話』

～口を動かしてまねることで，敬語がスラスラ出てくるようになる！～
説明会では，週 1～3 回本教材を大学の授業で使用した例をポイントと共に
説明し，ビジネス日本語、独習用テキストとしての活用例もご紹介します。
シャドーイング授業のご経験の有無に関わらず，多数の方にご参加いただき，
授業への幅広い活用を考えていきたいと思います。
講師：津田訓江，山本恵美子，栗田恵美子
公益社団法人国際日本語普及協会(AJALT)所属講師
日時：8 月 29 日（土）13:30-15:30（13 時より受付）
会場：凡人社麹町店（千代田区平河町 1-3-13）
参加費：無料 定員：20 名（要予約，先着順）
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
□インターカルト日本語学校 日本語教員養成研究所
ヴェネツィア大学トリーニ教授による特別公開講座
「学習プロセスと漢字教育」
日時：7 月 11 日（土）13：00-16：00
会場：TKP 神田ビジネスセンター ANNEX ホール 4A
非漢字圏の学生に漢字をどのように教えていますか。漢字を応用するには，漢
字一つ一つの知識を獲得する能力（ボトムアップ式学習プロセス）と，文脈で
漢字を語彙として読める能力（トップダウン式学習システム）の 2 つの能力が
必要です。これらの能力を養うための練習方法を提案します。
インターカルト日本語学校での実践報告もあります。
http://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=107
□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
講座内容：社会人一般（初級）
『Japanese for Busy PeopleⅠ、Ⅱ、Ⅲ』
ビジネスパーソン（中上級）
『Japanese for Professionals』
年少者『かんじだいすきシリーズ』
『Japanese for Young People』
技能実習生や現場で働く外国人への教え方）『あたらしいじっせんにほんご』
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（プリンストン大学名誉教授）
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
※前回配信に大学名の間違いがありました。お詫び申し上げます。
・日本語教師夏季集中セミナー
講師：川口義一氏（早稲田大学名誉教授 言語・生活研究所代表）
宮崎里司氏（早稲田大学）
山田智久氏（北海道大学）
近藤彩氏（麗澤大学）
石黒圭氏（国立国語研究所）
日時：8 月 10 日（月）～14 日（金）9：20-16：45
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
・日本語教師のための対照言語講座
日英対照言語講座
日時：8 月 9 日（日）13：30-16：40
講師：水谷信子氏（お茶の水女子大学・明海大学名誉教授）
日亜対照言語講座
日時：8 月 11 日（火）18：00-21：10
講師：スライマーン・アラーエルディーン氏（東京外国語大学）
会場：両日とも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【出願受付中】

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発売中
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
□スリーエーネットワーク
・特別連載 教科書活用講座のご案内
『みんなの日本語初級』を使った日本語の教え方
「条件によって使い方を変え，教え方の幅を広げる
－時間が限られた日本語研修を例に－」
講師 : AZ Japanese Service 代表 倉持素子
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza24/2773/
□凡人社
・
『日本語教育 学のデザイン―その地と図を描く―』出版記念企画
日本語教育 学のデザイン
～これからの 10 年に向けて、私たちはどのような第一歩を踏み出すか～
基調講演：西原鈴子先生
基調講演のあと，参加者の皆さんと「ワールドカフェ」を行います。
ワールドカフェには『日本語教育 学のデザイン』の著者（神吉宇一，
名嶋義直，栁田直美，三代純平，松尾慎，嶋ちはる，牛窪隆太）も参加します。
日時：7 月 11 日(土) 13:30-17:30(受付開始 13:00)
会場：KCP 地球市民日本語学校（新宿区新宿 1-29-2）
参加費：2,000 円（税込） 定員：60 名（要予約，先着順）
http://www.bonjinsha.com/event/
・日本語教師塾 in 大阪 vol.5
「学習者のニーズにあった授業の組み立てや日々の教材研究」
講師：小山暁子先生
日時：8 月 1 日（土）10:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：愛日会館（大阪市中央区本町 4-7-11）
参加費：2,000 円（税込）定員：40 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」
主催：アルク・凡人社・スリーエーネットワーク
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】
・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（依頼）
（平成 27 年 5 月）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kokuhi/chousa/1358400.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/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoiku_yotei/
・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

・国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)
2016 年度難民高等教育プログラムについて
http://www.unhcr.or.jp/html/2015/06/info-0622-rhep.html
■２■ 助成
・博報財団 第 11 回「国際日本研究フェローシップ」募集開始
海外で日本語・日本語教育・日本文学・日本文化に関する研究を行っている
優れ た研究者を日本へ招聘し，滞在型研究の場を提供。
（日本語）http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/program
（英語）http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/english/program
■３■ イベント／催事
□論文募集
・
【10/30 締切】公益財団法人日本語漢字能力検定協会
平成 27 年度（第 10 回）漢検漢字文化研究奨励賞

論文募集

http://www.kanken.or.jp/project/investigation/incentive_award/2015.html
□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
□発表募集
・
【7/15 締切】ボローニャ大学フォルリ校 ワークショップ
「Construction of Digital Resources for Learning Japanese
（日本語教育のためのデジタルリソース構築）
」
開催日：10 月 23 日（金）
・24 日（土）
https://events.unibo.it/dit-workshop-japanese-digital-resources
・
【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）
・4 日（日） 会場：マラヤ大学（マレーシア）
http://www.jfkl.org.my/language/teachers/seminar-workshop/#Oct
・
【8/10 締切】第二言語習得研究会第 26 回大会
開催日：12 月 19 日(土)，20 日(日) 会場：東北大学
http://jasla.sakura.ne.jp/2.html
・
【10/20 締切】日本第二言語習得学会

環太平洋第二言語研究フォーラム 2016（PacSLRF2016）
開催日：2016 年 9 月 9 日（金）～11 日（日）※2016 年の催しです。
http://www.j-sla.org/pacslrf/
□参加募集
・小出記念日本語教育研究会 第 24 回研究会（7 月 4 日）
※研究会 URL が変更になりました
http://koidekinen.org/
・JASSO 大阪日本語教育センター 第 11 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-ICT を活用した日本語
教育の実践について（教室活動を中心として）-(7 月 11 日）
http://www.jasso.go.jp/ojlec/kenkyukyo_2015.html
・特定非営利活動法人日本語教育研究所 新聞を活用した日本語授業
第 2 弾～『NIE 実践ワークブック 新聞で身につく日本語力』を使って～
（7 月 12 日）
http://www.npo-nikken.com/event/event15/NIE_02.html
・日本音声学会 2015 年度成果公開イベント「声とことばの不思議」
（7 月 18 日）
http://www.psj.gr.jp/jpn/notifications/20150718_nihon-u.html
・第 14 回対照言語行動学研究会「発話行動を言葉に即して考える
-発話の実態とそこに見る文法-」
（7 月 18 日）
https://sites.google.com/site/taishogengokoudou/announcement
・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
・JATLaC 言語文化教育学会 2015 年度定例シンポジウム（7 月 25 日）
http://www.waseda.jp/assoc-JATLaC/
・国際交流基金 日本語専門家活動報告会（東京 7 月 25 日，大阪 7 月 26 日）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/report/new.html
・NPO 多言語多読 第 22 回「多読のためのリライト講座」
（7 月 26 日）
http://tadoku.org/seminar/2015/06/08/2122

・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
・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/
・CASTEL/J in Hawaii 2015 （Computer Assisted Systems For Teaching &
Learning Japanese）
（8 月 7 日・8 日）
http://kshinagawa.com/2015castelj/
・非特定営利活動法人 国際日本語研修協会（8 月 8 日）
第 4 回日本語教師採用合同日本語学校説明会
http://www.ijec.or.jp/c_event/2526
・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
（8 月 10 日・11 日）
http://www.nisshinkyo.org/news/detail.php?id=1117&f=news
・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
・日本第二言語習得学会（J-SLA）2015 夏季セミナー（8 月 17 日～19 日）
http://www.j-sla.org/event/15seminar/
・NPO 多言語多読 第 4 回多読支援セミナー「原点から飛躍へ」
（8 月 22 日）
http://tadoku.org/seminar/2015/06/29/2130
・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/
・日本音声学会 2015 年度音声学入門講座 「IPA トレーニング」
（8 月 29 日・30 日）
http://www.psj.gr.jp/jpn/notifications/ipa_20150829.html
・北九州 YMCA 日本語教師ブラッシュアップセミナー（9 月 12 日）
http://www.k-ymca.or.jp/news/item_2337.html
・日本第二言語習得学会（J-SLA）2015 秋の研修会（10 月 25 日）
http://www.j-sla.org/event/2015autumn/
======================================================================
【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。
・中国で日本語学ぶ学生、７割が「親しみ」 民間団体調査
（朝日新聞 5 月 26 日）
http://www.asahi.com/articles/ASH5D7RLJH5DUHBI02B.html
・外国人向け特別枠検討 公立高校来年度入試 兵庫県
（神戸新聞 5 月 27 日）
http://www.kobe-np.co.jp/news/kyouiku/201505/0008067661.shtml
・7 月 1 日に外国人留学生等の活用セミナーを開催（ＪＥＴＲＯ）
（日本商工会議所 6 月 1 日）
http://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2015/0601190031.html
・財務省の教員削減案に文科相が反論（教育新聞 6 月 1 日）
http://www.kyobun.co.jp/news/20150601_01.html
・
「読み」のつまずき 児童を支援 特化教材導入 県内で増加
（東京新聞 6 月 3 日）
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20150603/CK2015060302000160.html
・トゥワ共和国で日本語教育 露のモンゴル国境沿い，邦人２女性が奮闘中
（SankeiBiz 6 月 8 日）

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/150609/mcb1506090500006-n1.htm
・超党派議連 自主夜間中学と懇談 埼玉 「各県に公立で」の声
（しんぶん赤旗 6 月 11 日）
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-11/2015061114_01_1.html
・外国人生徒の学習支援 栃木・小山市が「学びの教室」今夏スタート
（産経ニュース 6 月 12 日）
http://www.sankei.com/region/news/150612/rgn1506120061-n1.html
・奥ゆかしい日本人，流暢な日本語で語る外国人弁論大会 滋賀
（産経ニュース 6 月 18 日）
http://www.sankei.com/west/news/150619/wst1506190053-n1.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。
＜講読詳細＞http://www.nkg.or.jp/menu-mmag.html
＜講読登録＞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 7 月 1 日
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