■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□

Ｎ

Ｋ Ｇ メールマガジン

□

■

■
２０１５年 11 月号（11 月１日）

□

□

■

■

□

公益社団法人 日本語教育学会

□

■

■
http://www.nkg.or.jp/

□

□

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
★☆★---------------------------------------------------------------目 次
【１】学会情報

：研修会・研究会・催事・入会案内等

【２】賛助会員情報：催事・新刊案内等
【３】行政情報

：日本語教育施策・事業等

【４】他団体情報 ：催事・集会・助成等
【５】報道情報

：日本語教育関連ニュース・論評等

----------------------------------------------------------------★☆★
==================================================================
【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□ 秋季大会予稿集販売
10 月 10 日（土）
・11 日（日）に沖縄国際大学にて開催した秋季大会にご参加の
みなさまありがとうございました。400 名以上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，希望者に販売いたします。
購入希望の方は，メールの題名を「2015 年度秋季大会予稿集購入希望」とし，
発送先住所・お名前・連絡先・領収書の有無（必要な場合は領収書の宛先）
を書いてご注文ください。折り返し入金方法等をお伝えします。
申込先：kaiin@nkg.or.jp
価格：4,000 円（送料別。日本国内 350 円，海外要問合せ）
□２□ 2016 年国際研究大会日程決定
2016 年の日本語教育国際研究大会 BALI ICJLE 2016 は，9 月 9 日・10 日にインド
ネシアのバリ島で開催されます。
http://bali-icjle2016.com
□投稿・発表募集
□１□【11/13 締切】関西地区研究集会 発表募集
※今年度最後の発表機会となります。ご応募お待ちしております。
開催日：2016 年 3 月 12 日（土） 会場：桃山学院大学
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm

□２□【1/5 締切】2016 年度春季大会 発表募集
開催日：2016 年 5 月 21 日（土）
・22 日（日） 会場：目白大学
http://www.nkg.or.jp/taikai/2016/NKG16spring.pdf
※新規入会（再入会，年会費滞納等含む）の方は，必ず 2015 年 12 月 21 日まで
に手続を完了させてください。未完了の場合，応募は受理されません。
□３□【1/20 締切・通常より２か月早いのでご注意ください】
2016 年度九州沖縄地区研究集会 発表募集
開催日：2016 年 4 月 23 日（土）
・24 日（日） 会場：佐賀大学
※2016 年度は例年より 2 か月ほど時期を早め，4 月の開催となります。
発表応募締切等のスケジュールも全て変更しておりますので，ご応募・
ご参加予定の方はご注意ください。
※詳細は近日中にこちらに掲載いたします。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
□参加募集
□１□ 東北地区研究集会
日時：11 月 21 日（土）11：00-17：10（受付開始 10：30）
会場：秋田大学 教育文化学部 3 号館
参加費：500 円 ※事前予約不要，直接会場にお越しください。
講演：
「日本語クラスにおける「多文化共生」とクリティカル・リーディング」
講師：舘岡洋子氏（早稲田大学）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kenkyushukai/2015/kk-15-08.pdf
□２□ 中国地区研究集会
日時：12 月 27 日（日）※年末の日曜開催となります。日程にご注意ください。
会場：広島女学院大学
プログラムは近日中にこちらに掲載いたします。
http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
□３□ 【11/4 締切・残席あり】教師研修
「語彙・文法のレベルをコントロールした教材づくり
－レベルにあった授業のために－」
日時：11 月 14 日（土）10：00-17：00
会場：東京大学駒場Ⅰキャンパス 10 号館 201 教室（CALL 教室）
参加費：5,000 円（一般）
，4,000 円（日本語教育学会会員），3,000 円（学生）
講師：松下達彦氏（東京大学）
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2015/2015kyozai.pdf
□４□ 教師研修「教室活動のデザイン」
日時：2016 年 1 月 9 日（土）
・10 日（日）
会場：政策研究大学院大学

ＷＳ１「タスクを作ろう！－Task Based Language Teaching（TBLT）の知見を
活かして－」講師：百濟正和氏（英国・カーディフ大学）
ＷＳ２「聴く力を高める授業のデザイン －理論に基づいた実践のために－」
講師：福田倫子氏（文教大学）
，横山紀子氏（国際交流基金日本語国際センター）
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2015/2015kyoshitsu.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）です。
入会申込書はホームページからダウンロードしてください。
2016 年度春季大会に応募予定の方は入会をお急ぎください（12 月 21 日まで）。
＜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
・ツイッターのフォロー，Facebook ページの「いいね！」もお願いします。
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
・
【新刊】
『日本語総まとめ N3 読解 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著 1,200 円＋税
1 日見開き 2 ページの学習し易いレイアウトで意見文や説明文などの読解
テクニックを 6 週間で学習します。新聞記事や日記，小説など様々なタイプ
の文章をご用意しました。英・ベトナム語の翻訳付き。
http://www.ask-books.com/books/?category_name=japanese
・
【新刊】
『日本語総まとめ N3 聴解 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著 1,600 円＋税
聞き間違えやすい「発音」や「文法」の聞き取りで，聴解分野の準備と対策
をします。日常生活でよく聞く語彙表現をタイプ別に整理，試験と同じ形式
の問題を多数収録しました。英・ベトナム語の翻訳が付いています。
http://www.ask-books.com/books/?category_name=japanese
□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=NKG1511&utm_medium=email&utm_campai
gn=n1
□くろしお出版
・
【新刊】
『対話原理と第二言語の教育と習得
―第二言語教育におけるバフチン的アプローチ』
西口光一 著
予価 3,000 円＋税 12 月発売予定
バフチンの対話原理を追究し，新たな第二言語の習得と教育の原理を提示。
http://goo.gl/okdqB6
・
【新刊】
『シャドーイング 日本語を話そう
就職・アルバイト・進学面接編』
斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子 著
定価 1,800 円＋税 12 月発売予定

実際の面接場面をシャドーイングで体感。英・中・韓訳付。
http://nihongo.9640.jp/books/Shadowing/677.html
□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 2』
サンアカデミー日本語センター著 2,800 円＋税
「コミュニケーション積み上げ型学習」で短期間に学習者の実践力を最大限
に伸ばす，タスク中心の初級テキスト。Book 2 では，Book 1 の基礎をベース
に，より幅広いテーマを語る日本語力と主要な初級文法の習得を目指す。
2016 年 2 月に教師用ガイドを発行予定。
http://goo.gl/y3HBLn
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版』
田代ひとみ・宮田聖子・荒巻朋子 著 1,400 円＋税
『新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ３』のベトナム語版。既刊の英語・
中国語の翻訳箇所にベトナム語訳を付けました。
http://www.3anet.co.jp/ja/5474/
・
【新刊】
『日本語教育叢書「つくる」 教科書を作る』
関正昭･平高史也 編著 1,800 円＋税
教科書を作るときの全プロセスを「作る前」にしなければならないことから
「作る」ときの手順，完成するまで，
「教科書作りのノウハウ」を紹介，
解説しています。
http://www.3anet.co.jp/ja/5473/
・
【新刊】
『イラスト満載！ 日本語教師のための活動アイディアブック』
小山 悟 著 2,600 円＋税
地域の日本語教室などで，目的もレベルも様々な学習者が一緒でも楽しく効果
的に学べるような活動を紹介しています。
『みんなの日本語初級』文法項目対
応表付き。
http://www.3anet.co.jp/ja/5461/
□凡人社
・
【近刊】日本語学習者のための読解厳選テーマ 10［中上級］
清水正幸, 奥山貴之 著
定価 2,000 円+税

11 月下旬発売

http://goo.gl/TDhbh7
・
【新刊】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 10 月上旬発売
http://goo.gl/vP53VA

・
【新刊】私費外国人留学生のための大学入学案内 2016 年度版
公益財団法人アジア学生文化協会 編
定価 2,300 円+税 9 月下旬発売
http://goo.gl/RMQXjv
■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。
・集中講座－メディアを使った日本語指導
講師：日本語教育研究所理事・藤本かおる
Web 上の教材や情報，ICT の機能を日本語教育で活用するにはどうしたらいいか。
具体例を通しメディアを利用する際のポイントと注意点を学びます。
日時：11 月 21 日（土）10：15-15：00 休憩あり 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/b2861c0f-a33d-a9df-78ee-55c185950463
・初級日本語文法 brushup
講師：学習院大学教授・前田直子
品詞，助詞，
「は」と「が」
，
「こ・そ・あ」
，動詞の活用など初級日本語文法
の基本的な項目をじっくり再確認します。文法に苦手意識がある方，是非ご参加
ください。
日時：11 月 21 日,28 日,12 月 12 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/6eef8a7b-288f-234c-6fb3-55bf55c8e9e7
・心の距離を縮める伝え方
講師：国立国語研究所准教授・石黒 圭
ポライトネス理論をはじめとする語用論にも触れながら，
「距離を遠ざける言葉」
と「距離を近づける言葉」を整理して，望ましいコミュニケーションを考えます。
日時：12 月 19 日（土）15：30-17：30 定員：35 名
受講料：一般 3,672 円 朝日カルチャーセンター会員 3,024 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/25b50d02-a3fa-9336-8421-55bf5acf4a75
□一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）
・第 4 回「看護・介護にかかわる外国人のための日本語スピーチコンテスト」
日時：2015 年 12 月 5 日（土）
会場：HIDA 東京研修センター（東京都足立区）
http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/nihongo/sp2015/index.html

□くろしお出版
・横浜デザイン学院 日本語教師向け 特別勉強会
非漢字圏学習者の初中級から中級・中上級につながる読解力養成を考える
『読む力―中級／中上級』を使って
講師：竹田 悦子 先生（コミュニカ学院講師 学習リソース開発チーム）
日時：11 月 21 日（土）13：00-16：00 ※受付 12：30～
会場：横浜デザイン学院 211 教室（予定）
参加費：1,000 円
主催：横浜デザイン学院・くろしお出版
http://www.ydcjpn.ac.jp/news/8694
□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）※第 1 講座は終了いたしました。
会場：J プレゼンスアカデミー研修センター（NBF 南青山ビル 5 階）
受講料：3,500 円／1 講座
http://jaca.caplan.jp/global/open/jteacher/
【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
・楽しく，わかりやすく，役に立つ初級の授業作り―『イラスト満載！日本
語教師のための活動アイディアブック』を使って―
講師：小山 悟（九州大学留学生センター 准教授）
【大阪】日時：11 月 7 日(土) 14：00-16：00（受付開始 13:00）
会場：愛日会館（大阪市中央区）
定員：60 名（先着順。定員になり次第締め切り）
，無料
http://www.3anet.co.jp/events/5482/
【東京】日時：11 月 28 日(土) 14：00-16：00（受付開始 13：30）
会場：TKP 麹町駅前会議室ホール 8A（東京都千代田区）
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/5505/
【福岡】日時：2016 年 1 月 30 日(土)14：00-16：00（受付開始 13：30）
会場：博多バスターミナル 9F 12・13 ホール（福岡市博多区）
定員：70 名（先着順。定員になり次第締め切り）
，無料

http://www.3anet.co.jp/events/5516/
・九州日本語教育連絡協議会 2015 年度 12 月研修会
楽しく「読み書き」の活動を進めるために
講師：澤田幸子（一般財団法人海外産業人材育成協 会関西研修センター
日本語講師）
日時：12 月 12 日(土)13：00-16：30（受付開始 12：30）
会場：麻生工科自動車大学校 7 階講堂（福岡市博多区）
定員：100 名（先着順。定員になり次第締め切り）
参加費：1,000 円（当日納入）＊今回は，会員や学生の割引はありません。
http://www.3anet.co.jp/events/5515/
・教科書活用講座のご案内
『中級へ行こう 日本語の文型と表現 59』を使った授業「私の授業 作文が
苦手，書けない学習者への初中級の作文指導－『中級へ行こう 日本語の
文型と表現 59』を使って－」
講師：川崎香織（東京語文学院日本語センター講師）
http://www.3anet.co.jp/ja-relation/katsuyokoza26/2830/
・
『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2 版』紹介ページ 28 か国語版
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版』の効果的な使い方を 28 か国語で紹介してい
ます。これから『みんなの日本語』で学習を始める方，今すでに使っている
方問わず，ご一読いただけると，学習効率が上がることでしょう。
http://www.3anet.co.jp/english/books/books_01.html
□凡人社
・
『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～
講師：木下謙朗（龍谷大学講師）
，三橋麻子（明海大学講師)
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）
参加費：無料 定員：40 名（要予約・先着順）
主催：アスク出版・凡人社
http://www.bonjinsha.com/wp/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』
（アルク刊行）を使って～
講師：嶋田和子先生, 田坂敦子先生
日時：11 月 14 日（土）14:00-16:30（受付開始 13:30）
会場：TKP 札幌カンファレンスセンター（札幌市中央区）
参加費：無料 定員：50 名（要予約。先着順）
主催：アルク・凡人社
http://www.bonjinsha.com/wp/event

・日本語教師塾特別編＠長崎
すぐに役に立たないことを継続する教師になろう！
～学び続け，成長し続ける専門家として～
講師：奥田純子先生
日時：11 月 28 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:40）
会場：長崎ワシントンホテル アゼリア（長崎市新地町）
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）
参加費：2,000 円（税込）
（当日受付でお支払いください。
）
主催：アルク・凡人社
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語教師塾＠大阪 vol.6
日本語教師・支援者の視野の拡大
講師：神吉宇一先生
日時：12 月 12 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：愛日会館（大阪市中央区）
定員：40 名（要予約。先着順。定員になり次第，締め切ります）
対象：日本語教師（主に日本語学校/ 専任・非常勤，大学非常勤）,
学習支援者など
参加費：2,000 円（税込）
（当日受付でお支払いください。
）
主催：アルク・凡人社
http://www.bonjinsha.com/wp/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
・ 第 2 回 「ことばカフェ」
（スピーカー：土屋陽介さん）
～多様な分野で活動する人々の対話の場 ～
日時：11 月 26 日（木）19：00-21：00 ※申込締切：11 月 20 日
会場：ラボ日本語教育研修所（新宿区西新宿）
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
【法務省】
・平成 27 年 6 月末現在における在留外国人数について（確定値）
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00054.html

【観光庁】
・訪日外国人消費動向調査

平成 27 年 7－9 月結果

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000263.html
【文化庁】
・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」更新（10 月 30 日）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
※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。
・国際交流基金 海外日本語教育レポート：
「授業実践報告：
『まるごと 日本のことばと文化』
-ジャカルタ・サンパウロでの取り組み-」
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/report/201510.html
・博報財団 第 46 回受賞者一覧（国語・日本語教育部門）
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/prize/newest.html
・フランス日本語教師会便り 77 号
ボルドーで 8 月に開催された第 19 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム報告，他
http://aejf.asso.fr/filemgmt_data/files/AEJF%E4%BE%BF%E3%82%8A77%E5%8F%B7
%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88.pdf
■２■ 助成
・
【12/1 締切】国際交流基金 海外における日本語教育に関する支援等
海外日本語教育インターン派遣，日本語普及活動助成，海外日本語教師研修，
日本語教育指導者養成プログラム(修士課程)，専門日本語研修，他
http://www.jpf.go.jp/j/program/japanese.html#jp_2
■３■ イベント／催事
□発表募集
・
【11/20 締切】専門日本語教育学会第 18 回研究討論会
主催：専門日本語教育学会

開催日：2016 年 3 月 3 日（木）
・4 日（金） 会場：京都産業大学
http://stje.kir.jp/lang-ja/discussion/
・
【11/30 締切延長】環太平洋第二言語研究フォーラム 2016（PacSLRF2016）
主催：日本第二言語習得学会
開催日：2016 年 9 月 9 日（金）～11 日（日） 会場：中央大学
http://www.j-sla.org/pacslrf/jp/
□参加募集
・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 講師：當作靖彦氏（11 月 7 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20150814hokkaidoudaigaku.pdf
・大阪ＹＷＣＡ日本語教師会（11 月 7 日～3 月 5 日）
「初級文型との違いがわかる！日本語中級文型の教え方講座」
http://osaka.ywca.or.jp/other/japanese/japanese_education01.html
・第 6 回日本ことわざ文化学会総会・大会（11 月 14 日）
http://www.paremiology-japan.com/taikai.html
・筑波大学 日本語日本文化学類（11 月 14 日）
革新的な教育プロジェクト支援事業特別講演会「ASEAN 諸国の日本語教育」
http://www.japanese.tsukuba.ac.jp/document/20151114asean.pdf
・第 39 回国際日本文学研究会（11 月 14 日・15 日）
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/symposium/2015/japanese_literature.html
・津田塾大学日本語教員養成課程 25 周年記念シンポジウム（11 月 21 日）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20151027tsudajuku.pdf
・言語文化教育学会第 15 回記念大会(2015)（11 月 21 日・22 日）
http://www.waseda.jp/assoc-JATLaC/
・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/home
・九州産業大学語学教育研究センター 日本語教育講演会（11 月 23 日）
「超熱血日本語教師 笈川幸司先生来たる！」
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20151020nekketsu.pdf
・国際交流基金日本語国際センター・政策研究大学院大学（11 月 28 日）
第 28 回日本言語文化研究会「自国の日本語教育を語る(15）
」
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/news/news_151128.html

・公益財団法人京都日本語教育センター 京都日本語学校（11 月 28 日）
平成 27 年度定期講演会「社会の成熟と日本語教育の果たす役割」
http://kjls.or.jp/topics/kouenkai.html
・明海大学大学院応用言語学研究科「第 18 回応用言語学セミナー」（12 月 5 日）
http://gsal.meikai.ac.jp/image/18program.pdf
・特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日本語教育にも使えるポートフォリオ入門（12 月 5 日）
http://www.npo-nikken.com/event/event15/fukushimamiyake151205.html
・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
・大阪ＹＷＣＡ日本語教師会（12 月 21 日）
「サタケさん流日本語観察－ソフト化から無難化へ－」
http://osaka.ywca.or.jp/other/japanese/japanese_education1512.html
・宇佐美洋（東京大学大学院）
『
「評価」を持って街に出よう』
出版記念シンポジウム（2016 年 1 月 10 日）
http://kokucheese.com/event/index/342109/
・国立国語研究所 NINJAL 国際シンポジウム（2016 年 1 月 23 日）
「現場を支える日本語教育研究－学ぶ・教える・評価する－」
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/symposium/20160123_intlsympo/
==================================================================
【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。また，閲覧に無料または有料
の会員登録が必要な場合もございます。問合せは各発信元にお願いします。
・
「外国にルーツを持つ子どもに専門的日本語教育を無償で提供したい」
治安や移民問題にも通じる大切なはなし
（ハフィントンポスト日本語版 9 月 27 日）
http://www.huffingtonpost.jp/jun-hori/immigrant-education_b_8200144.html
・なぜ最近「日本語学校」が活況なの？
（日刊工業新聞 ニュースイッチ 9 月 27 日）
https://newswitch.jp/p/2157
・
「人材不足」解消の“鍵”…外国人留学生（日テレ NEWS24 9 月 30 日）

http://www.news24.jp/articles/2015/09/30/07311079.html
・愛知教育大：
「学芸課程」を教員以外の学校職員養成に改組
（毎日新聞 10 月 2 日）
http://mainichi.jp/select/news/20151002k0000e040222000c.html
・ベトナム語医療通訳：足りぬ 県のボランティア養成講座，応募は２人
需要急増に間に合わない恐れ ／群馬（毎日新聞

10 月 3 日）

http://mainichi.jp/area/gunma/news/20151003ddlk10040063000c.html
・三菱商事，インドで貧困農村支援 農業指導や日本語教育
（日本経済新聞 10 月 5 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO92452220U5A001C1TJC000/
・
【シリア情勢】ダマスカス大 日本語学科が存続の危機
「早く日本人の先生戻ってきて」
（産経ニュース 10 月 6 日）
http://www.sankei.com/world/news/151006/wor1510060025-n1.html
・アニメや和食学ぶ留学生，就業しやすく 特区で首相指示
（日本経済新聞 10 月 20 日）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS20H1P_Q5A021C1EAF000/
・
（Ｒｅライフ）心躍る異文化交流（朝日新聞 10 月 26 日）
http://www.asahi.com/articles/DA3S12035073.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 11 月 1 日
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