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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
□投稿・発表募集
□１□2015 年度各地区研究集会 発表募集
【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
【11/13 締切】関西地区研究集会 開催日：2016 年 3 月 12 日 会場：桃山学院大学
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm

□２□【9/1 締切】学会誌『日本語教育』163 号（2016 年 4 月発行予定）投稿募集
投稿締切：9 月 1 日（火）※E メール投稿は同日 15 時（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
□３□【8/15 締切】シンガポールビジネス日本語教育国際研究大会
主催：シンガポール日本語教師の会・ビジネス日本語研究会
日時：11 月 21 日（土）
・22 日（日）
発表応募締切：8 月 15 日（土）日本時間 23:59
会場：シンガポール日本人会館（シンガポール）
https://sites.google.com/site/bjgsg2015/
□参加募集
□１□ 関西地区研究集会
日時：9 月 5 日（土）13：00-17：30（受付開始 12：30）
会場：園田学園女子大学 ７号館
参加費：500 円 ※事前予約不要，当日直接会場にお越しください。
講演：西尾純二氏（大阪府立大学）
研究発表（口頭発表）
：13 件
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2015/kk-15-06.pdf

■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
・規定を一部改訂し，1 か月からの掲載が可能となりました。
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」
検定試験対策はもちろん，現役の日本語教師にも役立つ通信講座です。
テキストは，日本語教師として実際に教壇に立つようになってからも，役立
つ内容と構成になっています。ぜひ一生モノの教材で改めて学んでみてくだ
さい。
⇒「NAFL 日本語教師養成プログラム」詳しくはこちらから
http://www.alc.co.jp/jpn/n1/?utm_source=NKG1508&utm_medium=email&utm_campaign=n1
□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
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
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
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
「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】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】
『新完全マスター文法 日本語能力試験 N3 ベトナム語版』
友松悦子・福島佐知・中村かおり 著 1,200 円＋税
試験問題の内容に沿った構成となっており，意味機能ごとにまとめた文法形
式と談話の理解に必要な文法をベトナム語訳付の解説で学習できます。
http://www.3anet.co.jp/ja/5401/
・
【新刊】
『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ 聴解 上級』

東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著 2,000 円＋税
同シリーズの中級，中上級に続く上級編。
「講義や口頭発表を聞く力」を養
成するテキストで，大意把握，要点整理，要約などの練習ができます。
http://www.3anet.co.jp/ja/5366/
□凡人社
・
【新刊】
（Kindle 版）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, 柳田直美（※「柳」は正式には「木へんに夕+卩」）,
三代純平, 松尾慎,嶋ちはる, 牛窪隆太著
定価 1,150 円+税（amazon.co.jp の価格です） 7 月上旬発売
※Amazon US, UK, DE, FR, ES, IT,NL, JP, BR, CA, MX, AU, IN で購入が可
能です。
※単行本は次の URL をご覧ください。
http://www.bonjinsha.com/product/?item_id=5907
・
【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。
・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Ⅱ

講師：早稲田大学講師・塩崎紀子（※「崎」は正式には「山へんに立＋可」）
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
・日本語教育能力検定試験対策講座Ⅲ
講師：東京外国語大学講師・石澤徹ほか
日本語教育能力検定試験の幅広い出題範囲の中から日本語の構造ー「音韻・
音声」
，
「文法・意味」の項目を中心に学習します。
日時：9 月 5 日,12 日,19 日,26 日（土）13：00-15：00 定員：35 名
受講料：一般 17,280 円

朝日カルチャーセンター会員 14,688 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/872555aa-97fd-1b44-5b66-553dbb792ca4
・話し手の意図と類似表現
講師：元東京大学教授・市川保子
人は何を基準に，類似表現の中から一つを選び発話するのか。話し手の表現
意図を通し，
「意志・願望・義務・助言」について考えます。
日時：9 月 10 日,17 日（木）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/2895ccac-5916-f498-eb77-554ad9c28e7b
・日本語教師のためのタイ語
講師：語学講師・中山玲子
学習者とのコミュニケーションに困らないよう，簡単な会話や文化，習慣を
学習します。
日時：9 月 1 日，8 日,15 日（火）18：00-19：30 定員：14 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/35b4473f-f1a3-09e8-9993-553e0380c5e4
・日本語教師のためのインドネシア語
講師：語学講師・ティニ・コドラット
学習者との円滑なコミュニケーションが出来るよう。読み書きや簡単な会話
を学びます。文化や習慣にも触れます。
日時：9 月 9 日，16 日,30 日（水）18：00-19：30

定員：14 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/e4223a45-4b0e-67e8-6d7e-553dac905d59

□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（受付開始 13：00）
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）

主催：アスク出版・凡人社
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
・
『身近なテーマから広げる！にほんご語彙力アップトレーニング』
～学習者の「これが言いたい！」気持ちに応える語彙教材と授業展開～
初級終了レベル以降の学習者を対象とし、身近な生活場面や日本文化・習慣
などのテーマに沿った語彙をレベルの枠を超えて選定し、自然で豊かな日本
語が学べることを本教材は目指しています。今回の研修会では，本教材につ
いての特徴と授業展開についてご説明しながら，実際の授業例のご紹介もし
ます。
「自分の気持ちを自分のことばで話したい！」という学習者の気持ち
に応えることができる授業について考えましょう。
講師：木下謙朗（龍谷大学講師）
，三橋麻子（明海大学講師)
日時：9 月 19 日（土）14：00-16：00（受付開始 13：30）
会場：愛日会館 (大阪府大阪市中央区本町 4 丁目 7-11)
参加費：無料 定員：60 名（要予約，先着順）
主催：アスク出版・凡人社
http://www.bonjinsha.com/event/
□くろしお出版
・NEJ～カリキュラム，ユニットの授業プラン，授業方法，具体的な授業実践の方法～
講師：西口光一先生
＜福岡会場＞日時：10 月 17 日（土）14：00-16：30（受付開始 13:30）
会場：博多バスターミナル 9 階・第 6 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
＜大阪会場＞日時： 10 月 18 日（日）14：00-16：30（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：無料 定員：各 40 名（要予約，先着順）
http://www.bonjinsha.com/event/
□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：開講中～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，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。
＜講座内容＞
8 月 8 日 ビジネスパーソン（中上級）
『Japanese for Professionals』
8 月 15 日 『Japanese for Young People』
8 月 22 日 年少者『かんじだいすきシリーズ』
8 月 29 日 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』
http://www.ajalt.org/teach/teacher/
□J プレゼンスアカデミー
・ブラッシュアップコース（全 3 講座開催）
http://jaca.caplan.jp/global/open/jteacher/
【第 1 講座】9 月 11 日（金）18：30-20：30
「上級の「読む力」の伸ばし方―新聞・雑誌における重要語彙・表現を
手掛かりに―」 講師：澁川晶（一橋大学国際教育センター非常勤講師，
東京学芸大学留学生センター非常勤講師）
【第 2 講座】11 月 13 日（金）18：30-20：30
「大教室での会話授業」

講師：笈川幸司（日本語学習サロン代表）

【第 3 講座】12 月 11 日（金）18：30-20：30
「実践・初級学習者のためのコミュニケーション積み上げ型学習」
講師：梶川明子（サンアカデミー日本語センターディレクター．明治学院
大学講師）
□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
日時：8 月 8 日（土）13：30-16：40
講師：牧野成一氏（プリンストン大学名誉教授）

演題：全米外国語協会（ACTEL）の読むプロフィシェンシ―とその判定法
は何か？そして，プロフィシェンシ―を高めるには何をすべきか。
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers.html
・2015 年度長沼スクール第 74 回日本語教師夏季集中セミナー
日時：8 月 10 日（月）～14 日（金）
（全 5 日間/個別受講可能）
現職日本語教師のためのブラッシュアップセミナーです。
講師は川口義一氏，近藤彩氏ほか。授業に直結したワークショップを取り
入れた講座を通して，教師改善力を高めることを目指します。
※都合により，8 月 12 日の講師が変更されました。
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers.html
・2015 年度長沼スクール第 29 回日本語教師のための対照言語講座
日英講座 8 月 9 日（日）13:30-16:40
日亜講座 8 月 11 日（火）18:00-21:10
外国語と日本語の違いを知り，学習者の言語文化を知り，学習者の特性を
知る講座。本年は日英講座と日亜講座（アラビア語）を開講します。
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers.html
□公益財団法人 日本漢字能力検定協会
・第 31 回 BJT ビジネス日本語能力テスト
開催日：11 月 15 日(日)
受付期間：7 月 1 日(水)～10 月 9 日(金)

※書店受付は，10 月 6 日(火)まで

開催地：東京／横浜／名古屋／大阪／京都／広島／福岡／大分
http://www.kanken.or.jp/bjt/
・文章読解・作成能力検定（文章検）
「文章から正しい情報を読み取る力」や「自分の考えを文章にして伝える力」
を測る検定です。詳しくは HP をご覧ください。
http://www.kanken.or.jp/bunshoken/group/schedule.html#ancH27
□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【出願締切迫る！】
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

□凡人社
・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/
・日本語教師塾＠博多 vol.1
学習者の「感じる」を意識した授業展開～学習者の想像力を生かす～
講師：西郷英樹先生
日時：9 月 13 日（日）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：博多バスターミナル 9 階・第 4 ホール（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
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/
□公益財団法人ラボ国際交流センター ラボ日本語教育研修所
・
「ことばカフェ」
日時：9 月 24 日（木）19：00-21：00
会場：ラボ日本語教育研修所（新宿区西新宿 6-26-11）
スピーカー： 田室寿見子氏（演劇プロデューサー）
対象：日本語教師，学校教員，図書館・公民館のスタッフ，
NPO スタッフ等言葉に興味のある方すべて
参加費：1,000 円（飲み物代込） 定員：25 名（先着順）
http://www.labo-nihongo.com/images/cafe.pdf
======================================================================
【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
【文化庁】
・平成 27 年度文化庁日本語教育大会
大会テーマ：地域で活躍する「生活者としての外国人」から見た NIPPON
～地域の活力を日本語教育から～
日時：8 月 28 日（金）13:00-17:30・29 日（土）10:00-15:00
会場：昭和女子大学
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/taikai/27/index.html
・平成 27 年度 日本語教育研究協議会の開催について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyogikai/h27/index.html
・平成 27 年度 地域日本語教育コーディネーター研修 平成 27 年度募集案内
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/coordinator_kenshu/
・平成 26 年度 日本語教育実態調査について
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2015072901.html
・第 69 回日本語教育小委員会（7 月 10 日）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongo/nihongo_69/
・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
・文法を楽しく：
「表現意図 －願望－」

（市川 保子 ／日本語国際センター客員講師）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/grammar/201507.html
・大阪府大阪市平野区役所 まちづくり協働課
やさしい日本語 防災訓練のチラシ
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000307996.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
・
【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
・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/

・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/convention.html
・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
・
“日本語パートナーズ”福岡県推薦プログラム説明会（8 月 27 日・28 日）
http://jfac.jp/partner/partner_fukuoka_01/
・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/
・第 27 回日本言語文化研究会（8 月 29 日）
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/news/news_150829.html
・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
・第 36 回社会言語科学会研究大会（9 月 5 日・6 日）
http://www.jass.ne.jp/another/?page_id=2
・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
・早稲田大学日本語教育研究科設立 15 年記念シンポジウム
「グローバル人材育成と早稲田の日本語教育」
（9 月 13 日）
http://www.waseda.jp/gsjal/dat/information/shinpojiumu15.pdf

・国際交流基金『まるごと 日本のことばと文化』初中級(A2/B1)
出版記念セミナー（9 月 13 日）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/resource/2015/07-01.html
・第 12 回筑波大学応用言語学研究会（9 月 26 日）
http://www.lingua.tsukuba.ac.jp/ooyoo/notice2014.html#13
・関学日本語教育講演会「
「多」言語社会における言語教育とは何か」
（10 月 10 日）
http://www.kwansei.ac.jp/cjle/event/2015/event_20151010_006390.html
・ボローニャ大学ワークショップ「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）
」
（10 月 23 日・24 日）
https://events.unibo.it/dit-workshop-japanese-digital-resources
・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。
・派遣先選定に課題も １，２期終了，次は地方へ

日本語パートナーズ

（じゃかるた新聞 6 月 27 日）
https://www.jakartashimbun.com/free/detail/25478.html
・
「日本語」教科化，国際人を養成へ 佐賀・鳥栖市の“教育改革”
（産経ニュース 6 月 28 日）
http://www.sankei.com/life/news/150628/lif1506280026-n1.html
・外国人の子に夢を…県内２団体支援（読売新聞 7 月 3 日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20150703-OYT8T50149.html
・日米に橋をかける日本の新たな取り組み＝「未来へのカケハシ・イニシア

ティブ」とは何か＝（nippon.com 7 月 13 日）
http://www.nippon.com/ja/column/g00290/
・日系外国人の子へ母国語教室（中日新聞 7 月 15 日）
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20150715/CK2015071502000107.html?ref=rank
・可児ミッション：非営利任意団体，フィリピン人の子を支援
言葉の壁，経済的困窮も

／岐阜 （毎日新聞 7 月 17 日）

http://mainichi.jp/area/gifu/news/20150717ddlk21040031000c.html
・日本語指導 小・中で連携（読売新聞 7 月 20 日）
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/special/CO007449/20150711-OYT8T50004.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。
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