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東日本大震災により被災された皆様に，お見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
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==================================================================
【１】学会からの情報
==================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 春季大会報告
５月 21・22 日に東京国際大学で春季大会が開催され，約 900 人の参加があり
ました。
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
※2011 年度春季大会予稿集販売（在庫あり＠4,000 円）
http://www.nkg.or.jp/book/b-tk-yoko.htm

□２□ 東日本大震災募金活動
春季大会で募金活動を行い，129 名の方から合計 15 万 3,556 円の義援金が寄せ
られました。募金活動には 24 名の方が協力してくださいました。各地で開催
される地区研究集会（□４□ 地区研究集会参照）でも，この募金活動を継
続する予定です。
□３□ 日本語教育学会賞，奨励賞，林大記念論文賞
5 月 21 日（土）春季大会会場にて各賞の授賞式を行いました。
http://www.nkg.or.jp/oshirase/gakkaisho_hayashisho.pdf
第 9 回 日本語教育学会賞
嶋田 和子氏（イーストウェスト日本語学校）
第 9 回 日本語教育学会奨励賞
宇佐美 洋氏（人間文化研究機構国立国語研究所）
第 6 回 日本語教育学会林大記念論文賞
・
「実行頻度からみた「外国人が日本で行う行動」の再分類
―「生活のための日本語」全国調査から―」
掲載号：
『日本語教育』144 号（2010 年 1 月発行），pp.145-156
執筆者：宇佐美 洋氏（人間文化研究機構国立国語研究所）
・
「非母語話者との接触場面において母語話者の情報やり方略に接触経験
が及ぼす影響 ―母語話者への日本語教育支援を目指して―」
掲載号：
『日本語教育』145 号（2010 年 4 月発行），pp.13-24
執筆者：栁田 直美氏（早稲田大学）
□４□ 地区研究集会
研究集会はどなたでも参加できます。会員研修や一部のワークショップは，
事前申込が必要ですので，詳細は，各回のプログラムをご覧ください。
第１回 九州地区 6 月 4 日（土）立命館アジア太平洋大学
講演：松見 法男 氏（広島大学）
「教育現場から実践研究への道 ―「実践報告」論文には何が必要か―」
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-01.pdf

第２回 九州地区(会員研修）6 月 5 日（日）立命館アジア太平洋大学
講師：松見 法男 氏（広島大学）
「実践研究における統計処理－分散分析をやってみましょう－」
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-02.pdf
第３回 中部地区 6 月 11 日（土）愛知教育大学
講演：中井 陽子 氏（東京外国語大学）
「中上級学習者のための会話教育 ―インターアクション能力育成を目指し
た『研究と実践の連携』―」
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-03.pdf
第４回 北陸地区 6 月 18 日（土）福井大学
ワークショップ：池上 摩希子氏（早稲田大学大学院）
「JSL 児童生徒に対する日本語指導と教科学習支援の関係
―教科学習を意識した「読み書き」支援活動を考える―」
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-04.pdf
第５回 北海道地区 7 月 3 日（日）藤女子大学
ワークショップ：庵 功雄 氏（一橋大学 国際教育センター）
「
『やさしい日本語』で話す／書くために必要なこと－文法から考える－」
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-05.pdf
第６回 関東地区 7 月 30 日（土）
，31 日（日）横浜国立大学
実践研究フォーラム
パネルディスカッション：
奥田 純子氏（コミュニカ学院）
，才田 いずみ氏（東北大学），
細川 英雄氏（早稲田大学）
，堀井 惠子氏（武蔵野大学）
「実践・研究・実践研究を問い直す
―日本語教育における実践研究のこれまでとこれから―」
プログラム詳細 http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/2011forum.pdf
参加申込

http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/kk-Forum.htm

第７回以降の予定

http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm

□５□ 日本語教育学会シンポジウム「活気ある社会づくりと日本語教育」

日時：6 月 26 日（日）13：00-17：00（受付 12：00）
会場：一橋大学兼松講堂
参加費：1,000 円
参加申込締切：6 月 21 日（火）
プログラム詳細，参加申込 http://www.houseika2012.net/wordpress/
□６□ 日本語教師夏季集中研修 「教えること」
「学ぶこと」を考える
日時：8 月 6 日（土）10:00-19:00,7 日（日）9:00-16:00 ※２日間連続講座
会場：(財）海外技術者研修協会（AOTS）予定
参加費：一般 13,000 円 会員・学生 11,000 円
WS1（統計）
・WS2（質的研究）
・WS3（自己評価・モニタリング）
プログラム詳細，参加申込 http://www.nkg.or.jp/menu-kenshu.htm
□７□ ＪＩＰセミナー
「地域日本語教育」のこれから ―地域社会と共に作る日本語学習環境―
第１回 地域日本語教育におけるコーディネーターの役割
日時：7 月 11 日（月）18:30-21:00
会場：国立オリンピック記念青尐年総合センター センター棟 309 室
参加費：1,500 円
プログラム詳細，参加申込
http://www.nkg.or.jp/oshirase/20110524JIP1.pdf
※ＪＩＰについては，http://www.nkg.or.jp/oshirase/JIP20110422.pdf
□８□ テーマ研究会（ＳＩＧ）
http://www.nkg.or.jp/menu-theme.htm
ビジネス日本語研究会 第 4 回研究会
日時：6 月 3 日（金）18：10-20：30
会場：AOTS 東京研修センター 地下講堂
http://www3.grips.ac.jp/~BusinessJapanese/
アカデミック・ジャパニーズ・グループ（ＡＪＧ）第 24 回研究会
日時：6 月 11 日（土）13：00-17：30
会場：東京海洋大学 品川キャンパス 白鷹館
http://www.academicjapanese.org/

ＪＳＬ漢字学習研究会 第 33 回研究会
日時：6 月 11 日（土）15：00-17：30
会場：慶應義塾大学三田キャンパス研究室棟Ａ会議室（1 階）
http://blog.livedoor.jp/jslk/
中国語話者のための日本語教育研究会 第 19 回研究会
日時：7 月 24 日（日）12：30-17：50
会場：園田学園女子大学 3 号館 321 教室（ＡＶホール）
http://www.nkg.or.jp/themekenkyu/chugoku/19kai.pdf
□９□ 2011 年度秋季大会速報
日時：10 月 8 日（土）
，9 日（日）
会場：米子コンベンションセンター（鳥取県米子市）
大会速報・ワークショップ・テーマ研究会・宿泊情報等
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
※プログラム詳細は８月中旬に公開予定です。

■３■ 入会案内
いつでもご入会できます。会費は年度ごと（4 月～翌年 3 月）のため，新入会の方
は年度始めのご入会が便利です。
＜普通会員＞
・大会発表の応募や学会誌の投稿ができます（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
・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】賛助会員からの情報（50 音順）
==================================================================
■１■ 書籍
□１□ アルク
・新刊「日本留学試験速攻トレーニング」シリーズ
日本留学試験は 2010 年に改定されました。本シリーズはこの新しい日本留学
試験に対応した問題集です。新傾向準拠・ポイントを絞った問題が豊富に収
録してあります。これらの問題を解いて，タイプごとの解き方を身につけれ
ば，短期間で効率的に得点アップをすることができます。
『日本留学試験速攻トレーニング 記述編』
ISBN：978-4-7574-1989-6 価格：1,890 円
嶋田和子，内田友代，澤田尚美，中尾明子，西川幸人，森節子著
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011041
『日本留学試験速攻トレーニング 聴読解編』
ISBN：978-4-7574-1988-9 価格：2,310 円
嶋田和子，内田友代，澤田尚美，中尾明子，西川幸人，森節子著
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011038

『日本留学試験速攻トレーニング 聴解編』
ISBN：978-4-7574-1987-2 価格：2,310 円
加藤早苗，後藤直美，芥川泰子，石田幸絵，金井尚美著
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011039
・新刊『日本語能力試験スーパー模試Ｎ１』
ISBN：978-4-7574-1993-3 価格：2,520 円
岡本能里子 監修
2010 年から始まった新しい日本語能力試験対策のために作られた模擬試験問
題集。本書には，本試験とまったく同じレベル・形式の模擬試験が３回分入
っています。別冊には本番同様のマークシートも付いており，時間を測りな
がら問題を解くことで，本番さながらの模擬試験を受験することができ，本
番で通用する実戦力を養うことができます。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011042
・
『月刊日本語』６月号
雑誌コード：13371-06，価格：740 円
特集「３・11 を越えて がんばろう日本語教育」
仙台の日本語学校に震災時を振り返ってもらい，教師や学生がどのように
行動したかを伝えるルポルタージュや海外発「日本」への応援メッセージ
を紹介します。また，ボランティアに参加する場合の注意点，これからの
日本語教育の在り方を考える座談会など，３・11 を乗り越えて前向きに日
本語教育を考えていく内容です。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/0611061/
□２□ 新宿日本語学校
・ろう教育用日本語教育指導書
（１）
『見える日本語，見せる日本語（１）
』
（江副隆秀著・2011 年・新宿日本語学校）
ろう児の「書記日本語」教育のために文法の可視化を試みた過程について述べた本。
税抜 2,000 円
（２）
『見える日本語，見せる日本語（１）ろう教育指導書（助詞）
』
（江副隆秀著・2011 年・新宿日本語学校）
ろう児の「書記日本語」教育のために可視化した助詞の指導書。

税抜 1,000 円
・日系児童等児童対象教具
（１）
『絵カードセット』
（2011 年・新宿日本語学校）
SNG サウンド・リーダーで「日本語・英語・フランス語・ポルトガル語・中国語・韓国
語」
の六カ国語が聞ける 210 枚の絵カード。
税抜 3,500 円
http://www.sng.ac.jp/news/?p=2169
□３□ スリーエーネットワーク
各書籍の詳細情報は近日更新予定。
http://www.3anet.co.jp/
・
『新完全マスター聴解 日本語能力試験 N1』 発売中
ISBN:978-4-88319-566-4
・
『新完全マスター聴解 日本語能力試験 N2』 6 月発売予定
ISBN:978-4-88319-567-1
中村かおり・福島佐知・友松悦子 著
各 1,680 円（税込）
・
『新完全マスター文法 日本語能力試験 N1』 6 月発売予定
ISBN:978-4-88319-564-0
・
『新完全マスター文法 日本語能力試験 N2』 7 月発売予定
ISBN:978-4-88319-565-7
友松悦子・福島佐知・中村かおり 著
各 1,260 円（税込）
・
『新完全マスター語彙 日本語能力試験 N1』 6 月発売予定
ISBN:978-4-88319-573-2
・
『新完全マスター語彙 日本語能力試験 N2』 8 月発売予定
ISBN:978-4-88319-574-9
伊能裕晃・本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子 阿保きみ枝・宮田公治 著
各 1,260 円（税込）
・
『みんなの日本語中級 I 翻訳・文法解説フランス語版』
スリーエーネットワーク 編

ISBN:978-4-88319-562-6
1,680 円 / （税込）7 月発売予定
□４□ 凡人社
・iPhone アプリ：デジタル日本語会話（dNihongo）
凡人社 Powered by AmiVoice
iTunes App Store で発売

価格：1,000 円（税込）

ゲーム感覚で発音と会話が楽しく学習できるアプリケーション。留学生が遭遇
する可能性の高い場面の会話文 150 を収録。あなたの発音を音声認識ソフトが
判定します。初・中級学習者向け。
http://www.bonjinsha.com/applications/
■２■ 活動
□１□ 朝日カルチャーセンター 日本語科
・公開講座「接続助詞の機能と用法 ―構文分析と指導法―」
講師：前田直子（学習院大学教授）
日時：6 月 25 日（土）
・7 月 2 日（土）の 2 回講座，時間は 10:10-12:10
会場：新宿住友ビル３階

朝日カルチャーセンター

受講料：朝日カルチャーセンター会員 6,720 円

一般 7,980 円

http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=109041&userflg=0
□２□ 財団法人海外技術者研修協会
・夏季実践日本語力アップ短期集中プログラム
海外から日本企業へ研修・就業等で来日している方を主たる対象に，夏の節
電対策として夏期休暇を活用した短期集中の日本語コースを実施します。基
礎力向上，トピック会話，読解・聴解力向上，ビジネス対応の 4 セクションで
各 15 時間（3 日間）を自由に選択できる構成です。ぜひご利用ください。
http://www.aots.or.jp/ngc/nihongo/index.html
□３□ 公益財団法人国際文化フォーラム
・2011 年 外国語担当教員セミナー 【参加者募集中】
講師：當作靖彦（カリフォルニア大学サンディエゴ校教授）

日時：7 月 30 日（土）, 7 月 31 日
会場：国民生活センター（神奈川県）
カリフォルニア大学サンディエゴ校の當作靖彦教授を主任講師に迎え，コミュ
ニケーション能力向上のための外国語教育を考えるセミナーを開催します。
＊ミニシンポジウム「21 世紀の日本の外国語教育を考える」同時開催！
http://www.tjf.or.jp/jp/information/2011/inf2011_07.html
□４□ ＪＡＬアカデミー
・JAL アカデミーブラッシュアップコース第１回
「文脈化」と「個人化」による初級文法教育の活性化
講師：川口義一（早稲田大学大学院教授）
日時：6 月 10 日（金）18:30-20:30
会場：JAL 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
http://jaca.caplan.jp/global/
□５□ 新宿日本語学校（江副隆秀校長が講師で参加）
・第三回北海道 TOSS 江副文法勉強会 in 札幌（7 月 2 日）
http://www.meijitosho.co.jp/eduzine/study/?id=20110153
・宮崎県立都城さくら聴覚支援学校勉強会（7 月 20 日）
http://www.miyazaki-c.ed.jp/miyakonojo-sd/
・旭川聾学校学内勉強会（7 月 22 日）
http://www.sng.ac.jp/news/?p=2218
・東海地区聾教育研究大会（7 月 26 日）
http://www.sng.ac.jp/news/?p=1206
□６□ スリーエーネットワーク
・特別連載（Web）日本語教科書活用講座
『日本語上級話者への道』公開中
第 4 回「会話の授業実践編３－１－中上級学習者クラスの授業例－」

http://www.3anet.co.jp/seminar/jokyuwasha.html
・特別連載（Web）日本語教科書活用講座 新連載
アカデミック・スキルを身につけるために －『聴解・発表ワークブック』
を使って－
第 1 回目「聞いてメモをとる」
第 2 回目「構成を意識して「聞き」、「発表」する」
http://www.3anet.co.jp/seminar/workbook1.html
・凡人社麹町店店頭イベント「わかりやすい発音を身につけるには」
講師 : 赤木浩文（
『毎日練習！リズムで身につく日本語の発音』共著者）
日時 : 6 月 18 日（土）14：00-15：30
会場 : 凡人社麹町店(東京都千代田区平河町 1-3-13)
参加費 : 無料，予約不要のイベントです
主催 : 凡人社
協力 : スリーエーネットワーク
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#07
・
『みんなの日本語初級 II』研修会 福岡会場
講師 : 澤田幸子
日時 : 6 月 25 日（土）13：30-16：30（13：00 受付開始）
会場 : 九州英数学舘国際言語学院（福岡県福岡市中央区舞鶴 1-5-30)
定員 : 100 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費 : 無料
主催 : スリーエーネットワーク
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#08
□７□ 財団法人日本国際教育支援協会
・平成 23 年度日本語教育能力検定試験 申込受付を開始します。
試験日：平成 23 年 10 月 23 日（日）
試験地：札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡（予定）
受付期間：6 月 20 日（月）～8 月 8 日（月）
http://www.jees.or.jp/jltct/

==================================================================
【３】日本語教育の情報・募集
==================================================================
■１■ 情報
・日本語学習サイト「WEB 版『エリンが挑戦！にほんごできます。』」
多言語サイトとして新公開（国際交流基金）
スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語版を追加
https://www.erin.ne.jp/jp

■２■ 募集
□発表者□
・インドネシア日本語教育学会大会・研究発表会 （発表応募締切 8/28）
日時：10 月 28 日（金）-30 日(日）
会場：Universitas Soedirman,Purwokerto,Jawa Tengah（インドネシア）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110510indnesiakyoikui.pdf
□参加者□
・国際教養大学 専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科
日本語教育実践領域 2011 年度特別講演会＆懇談会
牧野 成一 先生 （プリンストン大学東洋学部教授）
日時：6 月 18 日（土）10：30-15：30
会場：国際教養大学（D 棟 101・102 教室）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110510kokusaikyoyodaigaku.pdf
・
“選ばれる”日本語教師になろう！
主催：特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日時：6 月 26 日（日）14:00-16:30
会場：浅松ビル 1 階会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/uemura11_6.htm

・第 20 回小出記念日本語教育研究会
シンポジウム「
『伝え合う』とは？―コミュニケーション能力を育む授業
を考える―」
日時：7 月 2 日（土）
会場：国際基督教大学
http://subsite.icu.ac.jp/org/koide/
・初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考え
主催：特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日時：7 月 9 日（土）15:00-17:00
会場：浅松ビル 1 階会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/sugiura11_7.htm
・平成 23 年度日本語学校教育研究大会
主催：
（財）日本語教育振興協会
日時：8 月 8 日（月）
・9 日（火）
会場：国立オリンピック記念青尐年総合センター
http://www.nisshinkyo.org/
・カナダ日本語教育振興会 CAJLE2011 年次大会
日本語教育文法・コミュニケーション教育を考える
日時：8 月 5 日（金）～7 日（日）
会場：レジャイナ大学 （レジャイナ州 サスカチュワン市）
http://cajle.info/cajle2011_annual_conference
==================================================================
【４】一般情報・募集
==================================================================
■１■ 情報
・パブリックコメント意見募集（EPA)
特例インドネシア人看護師候補者の雇用管理，研修の実施等に関する指針の策
定等について（概要案）に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49511006

2&Mode=0
・３年前，日本との経済連携協定（EPA）で外国人の看護師候補者第１陣とし
て来日し，今年３月，３度目の挑戦で国家試験に合格したインドネシア人女
性のスワルティさん（32）が４月 24 日，東日本大震災の被災地に出発した。
７年前のスマトラ沖地震で救護に当たった経験を生かしたいと，勤務先の兵
庫県姫路市の病院に派遣を願い出て叶えられた。
・長年国費で日本へ留学生を送り続けてきたマレーシアから，被災地の東北や
北関東の大学に留学する学生 19 人が４月 25 日夜，日本に向けて出発した。
・日本文化を海外に普及した功績から文化勲章を受賞したアメリカの日本文学
者ドナルド・キーン氏は，東日本大震災を受けた日本で国籍を取得して永住
する決意を明らかにし，東京都北区に居住。
・日本言語政策学会 緊急研究報告会 (2011 年 5 月 29 日)
「災害・震災時，情報弱者のための言語政策について考える」が開催された。
→プログラムは，http://jalp.jp/wp/?p=274
・独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律
（日本学術振興会に学術研究助成基金創設）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/05/09/130
5654_1.pdf
・留学生政策の具体的展開【平成 22 年度作成】
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/12/
14/1286522_1.pdf
・外務省・上智大学・新宿区・国際移住機関（IOM）共催
第２回 「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」に係る
記録映像の掲載（平成 23 年 2 月 17 日開催 於：上智大学）
動画→ http://www.youtube.com/playlist?p=PL9F7370806617CE2E
・法務省・日本語教育機関の開設に係る相談について

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00044.html
・内閣府・定住外国人施策ポータルサイト
http://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html
・外国人児童生徒受入れの手引き（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
・文化審議会国語分科会の資料
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/kokugo_46/gijisidai.html
・
「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」の意見を踏まえた文部科学省の
政策のポイント 現在の進捗状況について（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/008/toushin/1306627.htm
・
「かすたねっと」
（帰国・外国人児童生徒教育に資する情報検索サイト）
http://www.casta-net.jp/
・雇用創出の基金による事業について（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/chiiki-koyou3/
・平成２３年度外国人介護福祉士候補者学習支援事業実施団体の公募結果（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/topics/2011/0
3/tp110330-1.html
・外国人留学生のための就活ガイド（日本学生支援機構）
http://www.jasso.go.jp/job/guide.html
・平成 23 年度日本留学試験(第 1 回）特別追試験（日本学生支援機構）
http://www.jasso.go.jp/eju/eju_2301additional.html
・平成 23 年度「日本語学習活動」活性化支援事業 委託先選定の結果について（大阪府
教育委員会）
http://www.pref.osaka.jp/chikikyoiku/nihongo-sentei-h23/index.html

・平成 23 年度「中国残留邦人等地域生活支援事業」事業者募（集 5 月 19 日）大阪市健康
福祉局
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000124766.html
・平成２３年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業（文化庁委託事業）
子ども日本語学習支援ボランティア養成講座受講生募集（高崎市国際交流協会）
http://www.glocalfive.net/tirs/pdf/kouza.pdf
・神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金活用「緊急雇用基金事業」日本
語学習コーディネーター雇用（公益財団法人横浜市国際交流協会）
http://www.yoke.or.jp/yokeblog/diarypro/archives/325.html
・教育テスト研究センター（CRET)
http://www.cret.or.jp/
・STUDY IN JAPAN
http://studycooljapan.com/
■２■ 募集
□発表者□
・母語・継承語・バイリンガル教育（MHB)研究会（発表応募締切 6/17 正午）
2011 年度研究大会および継承語科研研究会
日時：8 月 6 日(土)，7 日（日）
会場：立命館大学衣笠キャンパス 敬学館
http://www.mhb.jp/2011/05/2011.html
□参加者□
・言語科学会第 13 回年次国際大会(JSLS2011)
日時：6 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：関西大学 千里山キャンパス
http://www.jslsweb.sakura.ne.jp/jsls2011/wiki.cgi
・世界が広がる日本語の魅力

日本語を学ぶ人の大学・大学院セミナー2011
日時：6 月 18 日（土）14：00-16：00
会場：名古屋ＹＷＣＡ ビッグスペース
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110521sekaihirogaru.pdf
・日本語サミット
大阪 日時：7 月 14 日（木） 14：30-17：15
会場：大阪市中央公会堂（中之島）
東京 日時：7 月 30 日（土） 14：00-16：45
会場：日経ホール（大手町）
http://www.nihongo.or.jp/detail-57.html
□その他□
・独立行政法人日本学術振興会 平成 24 年度採用分特別研究員（締切日延長）
特別研究員

http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_boshu_f.htm

特別研究員-RPD http://www.jsps.go.jp/j-pd/rpd_boshu_f.html
海外特別研究員 http://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_boshu_f.htm
・第 42 回「博報賞」推薦受付開始
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/
・国際交流基金日本語教育支援部事務補助員募集
日本語専門家等の海外派遣事業の後方支援業務の補助
締切:6 月 13 日(月)
http://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/23_sakura.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。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜発行者＞

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＞ 2011 年 6 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

