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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□ 2015 年度各地区研究集会 発表募集
【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
□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□ 秋季大会
日時：10 月 10 日（土）
・11 日（日）
会場：沖縄国際大学
参加費：5,000 円（一般）
，4,000 円（日本語教育学会会員）
※10 日（土）午前には無料公開プログラムもございます。
※事前予約不要，当日直接会場にお越しください。
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm

□３□ 教師研修「反転授業・実践」
日時：10 月 31 日（土）13：00-17：00
会場：早稲田大学早稲田キャンパス
参加費：3,000 円（一般）
，2,000 円（日本語教育学会会員），1,500 円（学生）
講師：藤本かおる氏（NPO 法人日本語教育研究所，他）
締切：10 月 20 日（火）※定員になり次第募集終了
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2015/2015hanten.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
□アスク出版
・
『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～
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，実際の授業例を
ご紹介。
「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参加者の皆様と考えて参ります。
講師：木下謙朗（龍谷大学講師）
，三橋麻子（明海大学講師)
主催：アスク出版・凡人社
＜大阪会場＞
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）
＜福岡会場＞
日時：11 月 7 日（土）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－ル（福岡市博多区博多駅中央街 2-1）
参加費：無料 定員：40 名（要予約・先着順）
http://www.bonjinsha.com/event/
□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=NKG1509&utm_medium=email&utm_campaign=n1
□くろしお出版
・
【新刊】
『グローバル化社会と言語教育 －クリティカルな視点から』
久保田竜子 著／奥田朋世 監訳 2,600 円＋税
応用言語学の専門家による，外国語教育についての分析・提言を日本語化。
http://goo.gl/QFgiwm
・
【新刊】
『英語教育と文化・人種・ジェンダー』
久保田竜子 著／奥田朋世 監訳 2,600 円＋税
日本の英語教育にも示唆を与える必読書。

http://goo.gl/B6k7E8
・
【新刊】
『人はことばをどう学ぶか －国語教師のための言語科学入門』
菅井三実 著 1,500 円＋税
認知言語学の観点から，国語教育の理論的基盤と実践例を論じる。
http://goo.gl/2NvAvb
□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/
□大修館書店
・
【新刊】
『相互文化的能力を育む外国語教育－グローバル時代の市民性形
成をめざして』
マイケル・バイラム著 細川英雄 監修 山田悦子，古村由美子 訳
Ａ５判・322 頁 本体価格 2,800 円+税 ISBN978-4-469-24596-7
CEFR に代表されるヨーロッパの言語教育政策を牽引してきたバイラムの著書，
待望の初邦訳！スキルの伝授に終わらない，自らの価値観を問い直し他者と
共存していく能力を育む外国語教育を提案。細川英雄との対談も収録。
http://www.taishukan.co.jp/book/b208112.html
□凡人社
・
【近刊】BASIC KANJI BOOK 基本漢字 500 VOL.2
加納千恵子, 清水百合, 谷部弘子, 石井恵理子 著
定価 2,500 円+税 9 月下旬発売
http://www.bonjinsha.com/feature/
・
【新刊】平成 27 年度日本留学試験（第 1 回）試験問題
日本学生支援機構 編著
定価 1,800 円+税 8 月下旬発売
http://www.bonjinsha.com/feature/
・
【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）
※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
■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－「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
・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
・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
・日本語教育能力検定試験直前対策講座
講師：言語デザイン研究所・泉 均
日本語教育能力検定試験の全体を網羅して、「論点の整理」と必須事項の
確認を行います。出題予想もあります。
日時：10 月 3 日,10 日（土）13：15-15：15 定員：35 名

受講料：一般 8,640 円

朝日カルチャーセンター会員 7,344 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/16d4ab98-37f9-afe5-9979-55bf58da9033
・日本語教師に役立つベトナム語
講師：語学講師・寺田 雄介
学習者の国民性を理解して円滑な授業が出来るよう，現地での経験豊かな
講師が指導します。質疑応答の時間もあります。
日時：10 月 16 日,23 日,30 日（金）13：30-15：00 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/857bac53-6dfa-9194-1996-55bc72a2e618
・上級者を教えるヒント－教室活動例を中心に
講師：日本語講師・山形

美保子

上級レベルの日本語学習者の教材について，グループワークを通して学びます。
生教材など具体的な素材を基に体験します。
日時：10 月 24 日,31 日（土）15：30-17：30 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/ef3da73b-6a91-9426-3b7a-55bf573fe9ab
□くろしお出版
・
『ストーリーで覚える漢字 300 ワークブック』
～単調にサヨナラ！初級学習者に楽しく漢字を学んでもらおう～
講師：岩崎陽子(元 早稲田大学日本語教育研究センター非常勤インストラクター)
古賀裕基(早稲田大学日本語教育研究センター非常勤インストラクター)
日時：9 月 26 日（土）14：00-15：30
会場：にほんごの凡人社 麹町店
参加費：無料 定員：20 名（要予約）
http://www.bonjinsha.com/event/
・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
＜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－ミナル 9 階・第 6 ホ－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）
http://www.bonjinsha.com/event/
□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－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－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）
□スリ－エ－ネットワ－ク
・新刊説明会『日本語 読み書きのたね』in 東京
講師：澤田幸子
日時：9 月 26 日(土) 14：00-16：00（13：30 受付開始）
会場：TKP 麹町駅前会議室ホ－ル 8A（東京都千代田区麹町 3-2）
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/5454/
・ 運用能力を育てる中級レベルの指導
－『みんなの日本語中級Ⅰ くり返して覚える単語帳』を中心に－in 京都
講師：高梨信乃
日時：10 月 24 日(土) 14：00-16：00（13：30 受付開始）
会場：京都外国語大学 1 号館 4 階 141 教室（京都府京都市右京区西院笠目町 6）
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/5456/
・補助教材コンテンツ無料ダウンロード
登録不要，無料でダウンロ－ドしてすぐに使えるコンテンツです。
『いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級１・２』
付属 CD の音声とスクリプト，語彙リストがダウンロードでき，ご利用いただけます。
是非ご活用ください。
http://www.3anet.co.jp/ja/5463/
・特別連載 教科書活用講座のご案内
『いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級１』を使った地域の
にほんご教室
講師 : にほんごの会企業組合 日本語教師 宿谷和子
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza25/2782/

□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
□凡人社
・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－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/
・
『たのしい かんたん パ－ツでおぼえる しょきゅうの漢字』
～非漢字系学習者への漢字指導のヒント～
講師：清末逸子先生
日時：9 月 19 日（土）14:00-16:00（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 8F）
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 vol.9
漢字が好きになる!初級からの漢字教育:段階的学習ストラテジーから考える
講師：宮岡余里子先生
日時：10 月 4 日（日）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：アルク (東京都杉並区永福 2-54-12）
参加費：2,000 円（税込） 定員：30 名（要予約，先着順）
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－カ－： 田室寿見子氏（演劇プロデュ－サ－）

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 地域日本語教育コーディネ－ター研修 平成 27 年度募集案内
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/coordinator_kenshu/
・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
※2015 年 3 月末に「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
・国際交流基金関西国際センター
スマートフォン用アプリ「
「HIRAGANA Memory Hint」をリリース
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201508.html
■２■ 助成
・
【10/30 締切】博報財団第 11 回「国際日本研究フェローシップ」募集
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
□賞募集
・
【9/14 締切】福井県・福井県教育委員会 第 3 回白川静漢字教育賞
http://www.pref.fukui.jp/doc/syoubun/shirakawa/kanjikyouikusyou.html
・
【9/15 締切】第 10 回立命館白川静記念 東洋文字文化賞
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/sio/shirakawasho_boshu.html
・
【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
・
【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
・
「生活日本語授業」科研グループ シンポジウム（9 月 2 日）
「授業を見て考える－地域の日本語教室をテ－マに－」
http://kokucheese.com/event/index/318829/
・国立国語研究所 NINJAL 合同シンポジウム（9 月 3 日）
「正しい日本語」ってなに？－コーパスに見る日本語のバリエーション－
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2015/20150903-sympo/
・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
・2015 年度日本語教育史研究会（発表会および総会）（9 月 12 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20150819nihongorkyoikurekisi.pdf
・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
・東京外国語大学 中級教科書『出会い』を用いた協働学習の可能性
（9 月 18 日）
http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/center/information.html
・第 45 回日本語教育方法研究会（9 月 19 日）
http://jlem-sg.org/
・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
・大阪ＹＷＣＡ日本語教師会 日本語教師のためのイラストセミナー
（9 月 29 日）
http://osaka.ywca.or.jp/other/japanese/japanese_education1509.html
・日本語学習支援ネットワーク会議 2015 in FUKUSHIMA
－誰のための日本語支援か？－（10 月 3 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20150813fukushima_kaigi.pdf
・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
（10 月 3 日・4 日）
http://www.jfkl.org.my/language/teachers/seminar-workshop/#Oct
・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－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/
・北海道大学国際本部留学生センター研修事業（レクチャー・ワ－クショップ）
（11 月 7 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20150814hokkaidoudaigaku.pdf

・シンガポ－ルビジネス日本語教育国際研究大会（11 月 21 日・22 日）
https://sites.google.com/site/bjgsg2015/
・第 26 回 第二言語習得研究会全国大会（12 月 19 日・20 日）
http://jasla.sakura.ne.jp/2.html
======================================================================
【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。
・TOKYO FM が外国人向け多言語チャネルを今夏スタ－ト，tunein と連携
（ITpro 7 月 31 日）
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/073102546/
・日本のベトナム人日本語学習者数 2.6 万人，出身国別で第 2 位
（日刊ベトナムニュ－ス

8 月 3 日）

http://www.viet-jo.com/news/statistics/150731082709.html
・鉄道やバス，多言語で案内 訪日客に優しく
（日本経済新聞 8 月 7 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO90238370W5A800C1L83000/
・国際バカロレア認定校拡大に文科省が特例措置，高校教育への影響は？
（ベネッセ教育情報サイト 8 月 10 日）
http://benesse.jp/news/kyouiku/trend/20150810170055.html
・産学でものづくりの日本語検定 海外の日系企業従業員向けに
（日本経済新聞 8 月 12 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM11H42_S5A810C1MM0000/
・日本語学習に強力な味方＝OJAD，南米で初講習＝文章から音声を自動生成
（ニッケイ新聞 8 月 13 日）
http://www.nikkeyshimbun.jp/2015/150813-71colonia.html
・日本語教育国際シンポジウム，ホ－チミンで 9 月 19 日・20 日開催
（日刊ベトナムニュ－ス

8 月 14 日）

http://www.viet-jo.com/news/event/150528055622.html
・シリア：内戦泥沼化 日本語教育危機に…教師は退避
（毎日新聞 8 月 18 日）
http://mainichi.jp/select/news/20150818k0000e030217000c.html

・ＵＳＰ日本語国際シンポ＝在日子弟の継承語テ－マに
（ニッケイ新聞 8 月 18 日）
http://www.nikkeyshimbun.jp/2015/150820-61colonia.html
・佐賀）教科「日本語」見つめ直す 鳥栖の教諭ら学習会
（朝日新聞 8 月 18 日）
http://www.asahi.com/articles/ASH834TL4H83TTHB005.html
・来日留学生，日本での就職が最多を更新（読売新聞 8 月 18 日）
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20150817-OYT1T50090.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－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 9 月 1 日
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