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新年のご挨拶 2016 年 新春
=====================================================================
新春のお慶びを申し上げます
皆様おすこやかに新春をお迎えのことと存じます
本年 4 月，会員数 4,000 名を有する本学会は，公益社団法人に生まれ変わって
4 年目の春を迎えます。この間に学会の使命・学会像・全体目標を総括した
「理念体系」について議論を重ね，ご承知のとおり，昨年の春季大会にて中間
報告として取りまとめて発表いたしました。9 月には各委員会委員長と理事から
成る合同検討会議体を発足させ，協働して事業計画案を策定しているところです。
策定にあたって重視していることは，学会全体で共有する理念体系の下で，
各委員会がそれぞれの考えを持ちながらも，横断的視野をもって，関連する委
員会と積極的に連携して効率的に相乗効果を上げる事業を進めるという点です。
これまで以上に事業間の風通しをよくし，会員の方々はもとより，学会の運営に
ご興味をもってくださっている方々に，よりよいプログラムをご提供できるよう，
協働していきたいと思っています。現在，関連する事業の委員長・理事によって，
学会が優先的に取り上げる社会的課題と研究課題，研究発表の審査基準と体制，
大会における多様なプログラムの実施という３つの重要課題について合同会議が
さまざまな角度から熱い議論を継続しています。また，各事業でも新たな試みを
検討すべく審議が進んでいます。
2016 年は，
「人をつなぎ，社会をつくる」を使命とする学会の本格的活動の
第一歩の年にするべく，具体的な中長期事業計画案を確定し，ホームページを
リニューアルして広報していきたいと考えています。

さて，本年 9 月にはインドネシア・バリにて日本語教育国際研究大会（ICJLE）
が開催されます。日本語教育グローバル・ネットワーク（GN）による国際連携の
さらなる強化を図っていきたいと思っています。
よりよい学会活動を推進かつ展開していくために，これまで同様のご支援，
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
本年が皆様にとって実り多き年になりますようお祈りいたします。
公益社団法人 日本語教育学会
会長 伊東祐郎
======================================================================
【１】学会情報：研修会・研究会・催事・入会案内等
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 【1/12 締切】学会誌『日本語教育』164 号（8 月発行予定）投稿募集
投稿締切：1 月 12 日（火）※E メール投稿は同日日本時間 15:00 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
※投稿時点で会員でなければなりません。投稿書類への会員番号が必須と
なります。新規入会の方は，投稿以前に入会手続きを完了してください。
入会については■３■参照。
□２□ 2015 年度 WEB 版実践研究フォーラム報告公開
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forumhoukoku/kk-Forumhoukoku.htm
□３□ 2016 年度春秋大会の日程および会場
・春季大会 5 月 21 日（土）
・22 日（日）目白大学（東京都）
・秋季大会 10 月 8 日（土）
・9 日（日） ひめぎんホール（愛媛県）
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
■２■ イベント／催事
□発表募集
□１□ 2016 年度各地区研究集会日程発表募集
年間予定 http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
発表規定 http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
・
【1/20 締切】九州・沖縄地区研究集会
会場：佐賀大学 開催日：4 月 23 日（土）・24 日（日）
※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。

・
【2/12 締切】中部地区研究集会
会場：愛知県立大学 開催日：6 月 11 日（土）
・
【3/1 締切】北陸地区研究集会
会場：しいのき迎賓館（金沢市広坂）

開催日：6 月 26 日（日）

・
【3/4 締切】北海道地区研究集会
会場：北海道大学 開催日：7 月 2 日（土）
・実践研究フォーラム（関東地区研究集会）
会場：東京外国語大学 開催日：8 月 6 日（土）
・7 日（日）
【3/7 締切】対話型・体験型セッション
【5/9 締切】みんなの実践広場
※実践研究フォーラムは他地区の研究集会と規程等が異なります。
詳しくは下記をご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/Forum/kk-Forum.htm
□２□日本語教育国際研究大会 BALI ICJLE2016
主催：インドネシア日本語教育学会
共催：日本語教育グローバル・ネットワーク（GN）
会場：バリヌサデュアインターナショナルコンベンションセンター
開催日：9 月 9 日（金）
・10 日（土）
発表応募締切：3 月 25 日（金）
参加申込締切：7 月 31 日（日）または当日参加。
http://bali-icjle2016.com
□参加募集
□１□ 【2/25 締切】教師研修「対話で紡ぐデジタル・ストーリーテリング
－語りによるエンパワメントをめざして－」
日時：3 月 5 日（土）13：00-17：30
会場：早稲田大学早稲田キャンパス
講師：小川明子氏（名古屋大学）
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kensyu-2015/2015taiwa.pdf
申込書のワードファイルはこちらからダウンロードできます。
http://nkg.or.jp/menu-kenshu.htm
□２□ テーマ研究会
・多文化共生社会における日本語教育研究会 2015 年度（第 12 回）研究会
「難民－多文化共生の視点から」
主催：多文化共生社会における日本語教育研究会
日時：2 月 11 日（木・祝）11：00-15：00
会場：聖心女子大学 1 号館 205 号室
http://kokucheese.com/event/index/347120/

・ビジネス日本語研究会 第 17 回研究会
主催：ビジネス日本語研究会
日時：2 月 12 日（金）18：30-20：30
会場：武蔵野大学有明キャンパス
会員用

http://kokucheese.com/event/index/358880/

非会員用 http://kokucheese.com/event/index/358887/
※発表希望者は神吉（uichi1113@yahoo.co.jp）までご連絡ください。
・看護と介護の日本語教育研究会（第 9 回例会）
第 1 回介護の日本語教育に携わる教師のためのワークショップ
主催：看護と介護の日本語教育研究会
日時：2 月 21 日（日）10:30-16:00
会場：首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス
http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/kangokaigoN-SIG/index.html
・AJG 第 38 回研究会 会員の発表および講演・ワークショップ
「日本語教師の『つなぐ』役割
－複数の文脈を横断する学習者の支援を考える－」
主催：アカデミック・ジャパニーズ・グループ研究会
日時：2 月 27 日（土）10：30-17：00
会場：東京海洋大学 品川キャンパス 楽水会館大会議室
http://academicjapanese.jp/information.html
□３□ 日本語教育学会後援事業
・第 14 回全養協公開講座
「就職率・やりがい ナンバーワン!～日本語の先生はこんなに楽しい!!～」
主催：一般社団法人 全国日本語教師養成協議会
日時：1 月 16 日（土）13:30-16:40
会場：吉岡教育学園千駄ヶ谷日本語学校
http://www.zenyoukyou.jp/kouza.html
・
「未来をひらくことばの教育とは」シンポジウム(第１回）
グローバル社会の伝えあう力 分かりあう心
主催：株式会社ラーンズ
日時：1 月 23 日（土）13：30-16：30
会場：東京大学情報学環・福武ホール地下 2F 福武ラーニングシアター
http://www.learn-s.co.jp/shop/irohanippon/symposium_1601.aspx
■３■ 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。

＜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
■４■ 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
■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
・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
□アルク
・
「日本語教育能力検定試験 合格パック 2016」販売中
検定試験の合格を目指す方々に向けてつくられた最強のパッケージ教材です。
試験の全範囲を網羅し，基礎固めから問題演習まで，試験に合格するために
必要な知識と実力が身に付きます。万が一不合格だった場合の受講料返金
制度も付いています。
⇒期間限定販売「合格パック 2016」の詳細はこちら＞＞＞
http://www.alc.co.jp/jpn/n7/?utm_source=NKG1512&utm_medium=email&utm_campaign=n7

□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Ｎ４ ベトナム語版』
友松悦子・福島佐知・中村かおり 著 1,200 円＋税
初級後半の文法を短期間で総復習するとともに，日本語能力試験Ｎ４に
合格する力を養うための教材です。ベトナム語訳解説付き。
http://www.3anet.co.jp/ja/5475/
・
【近刊】
『みんなの日本語初級 I 第 2 版 会話 DVD』
http://www.3anet.co.jp/ja/5547/
『みんなの日本語初級 I 第 2 版 会話 DVD PAL 方式』
http://www.3anet.co.jp/ja/5548/
『みんなの日本語初級 II 第 2 版 会話 DVD』
http://www.3anet.co.jp/ja/5549/
『みんなの日本語初級 II 第 2 版 会話 DVD PAL 方式』
http://www.3anet.co.jp/ja/5550/
スリーエーネットワーク編著 8,000 円＋税 / 2016 年 2 月発売予定
『みんなの日本語初級本冊』に収録されている各課の「会話」を『第 2 版』
の内容に沿って新たに映像化したＤＶＤ教材です。
・
【近刊】
『みんなの日本語初級 II 第 2 版 初級で読めるトピック 25』
1,400 円＋税 / 2016 年 1 月発売予定
初級の早い段階から読むことに慣れ，その楽しさを味わうことを目指した
教材。初級Ｉからステップアップした少し長めの物語，解説文，メール，
インタビュー，クイズ，アンケートなど，様々なタイプの読み物がそろって
います。
http://www.3anet.co.jp/ja/5492/
□凡人社
・
【近刊】平成 27 年度 日本留学試験（第 2 回）試験問題
日本学生支援機構 編著
定価 1,800 円+ 税 1 月下旬発売予定
http://goo.gl/GpC4GR
・
【新刊】第二言語としての日本語の習得研究 第 18 号
第二言語習得研究会 編
定価 1,600 円+ 税 好評発売中
http://goo.gl/yIcv8R
・
【新刊】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 好評発売中
http://goo.gl/8lFpwB

■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。
・日本語教師に役立つベトナム語
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，簡単な会話や文化を現地での経
験豊かな講師が解説します。
日時：1 月 15 日，29 日,2 月 5 日（金）18：10-19：30 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/2c9bef66-c263-78b5-1ce2-5630a96e9761
・日本語教師力アップーOPI でいきいき授業
講師：アクラス日本語教育研究所代表理事・嶋田和子
OPI（会話試験）を紹介し，授業への活用法について『できる日本語』を基
に考えます。明日の授業のヒントが満載です。
日時：1 月 30 日,2 月 6 日,13 日（土）13：00-15：00 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/54adba31-2b08-b618-b7b7-5631794d82bc
・中級を教えるコツとポイント
講師：早稲田大学講師・塩﨑紀子
多様化する学習者に対してより実効のある授業を行うにはどうしたらよいか。
目的に応じた授業の仕方を実践的に紹介します。
日時：2 月 6 日,13 日,20 日,27 日,3 月 5 日,12 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/f3409621-2eb6-dc6b-1a46-56317796f940
・日本語教師に役立つタイ語
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：3 月 2 日，9 日,16 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/afd408f5-3e45-2880-5b3c-5632ea0e52b4
・初級日本語文法マスター

表現意図から考える教え方

講師：一橋大学准教授・太田 陽子
初級で扱うモダリティ表現のうち，
「意味」や「形式」だけではうまく使え

るようにならない項目を取り上げ，
「表現意図」に着目した導入や練習方法
を考えます。
日時：3 月 4 日,11 日（金）10：30-12：30 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/e60fd82d-81b9-9f28-5a6f-563adaa15820
□アスク出版
・
『シャドーイング実践講座「1 日 10 分のシャドーイング！
就活・仕事のにほんご会話」を用いて学ぶシャドーイング』
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，幅広く皆様にご参加いた
だければと存じます。
日時：2 月 20 日（土）10:30-12:00
会場：芳林堂書店 高田馬場店 特設会場（新宿区高田馬場）
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
参加費無料，定員 40 名（要予約，先着順）
問合せ：TEL：03-3267-6864（土日祝祭日除く、平日 10～17 時）
申込先：FAX：03-3267-6867（
「2 月 20 日講座希望」と明記下さい）
□アルク
・
「日本語教師って，どんな仕事？」-元日本語教師の編集者が紹介します！人材不足が叫ばれている日本語教師。そこで，元日本語教師の編集者が
日本語教師の仕事や魅力，必要性を紹介するイベントを行います。皆さんの
周りに日本語教育に興味をお持ちの方がいたら，ぜひお声がけください！
講師：栗山英樹氏（株式会社アルク）
日時と会場 ※内容は 12 月 19 日（土）に開催したものと同じ内容です。
【東京】1 月 16 日（土）14：00-15：30 会場：凡人社麹町店
【大阪】1 月 31 日（日）14：00-15：30 会場：大阪・愛日会館
http://www.alc.co.jp/jpn/info/kyoshi_event.pdf?utm_source=NKG1512&utm_medium=email&utm_c
ampaign=event1
□公益社団法人 国際日本語普及協会（AJALT）
・◆2015 AJALT 公開講座◆「活力のある社会の実現に向けて
日本語教育の新たな可能性－演劇，日本語，そして地方創生－」
登壇者：平田オリザ氏（劇作家，演出家，劇団「青年団」主宰，
東京藝術大学特任教授）
野呂博子氏（カナダ・ビクトリア大学太平洋アジア学科准教授，
国際表現言語学会事務局長）
増田寛也氏（前岩手県知事，元総務大臣，東京大学大学院客員教授，
日本創成会議座長）

日時：2 月 8 日(月)19:00-21:00 (開場 18:30)
会場：文京シビックホール 小ホール（東京都文京区）
定員：350 名（要申込・先着順）
料金：前売り 2,000 円 (当日：2,500 円)※ 税込
申込：https://pro.form-mailer.jp/fms/98ee4bb288932
詳細：http://www.ajalt.org/file/H27koukai_leaf.pdf
□公益財団法人 国際文化フォーラム
・折り紙アーティストが語る自分の限界への挑戦
いま日本で話題になっていることと，それにはまっている人たちを紹介する
「くりっくにっぽん」
。記事を活用した学習活動のヒントを ML で配信中。
ML 配信希望の方は，clicknippon@tjf.or.jp まで。
http://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/mywayyourway/06/post-15.php
□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 結果の概要等について
平成 27 年 10 月 25 日（日）に実施された，
平成 27 年度日本語教育能力検定試験の「結果の概要等」及び「試験問題の正解」
を下記 URL にて公表いたしました。
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
□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～
日時：1 月 30 日（土）13:30-17:30
会場：愛日会館（大阪市中央区）
講演：神吉宇一氏（長崎外国語大学）
※基調講演のあと，参加者のみなさんと「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。
http://goo.gl/Gav9Sh
・地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 in 新宿
日時：2 月 6 日（土）13:30-16:55
会場：新宿文化センター 3 階小ホール（東京都新宿区）
講師：本田弘之氏，清水百合氏，小山悟氏
主催：公益財団法人新宿未来創造財団
協力：アルク，スリーエーネットワーク，凡人社
http://goo.gl/Gav9Sh

======================================================================
【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】
・2016 年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生及び学部留学生）
の募集について（通知）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1364924.htm
【文化庁】
・日本語教育に関する情報
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/
・日本語教育コンテンツ共有システム「ＮＥＷＳ」
http://www.nihongo-ews.jp/
・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
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 文法を楽しく：
『表現意図－助言－』
(日本語国際センター客員講師／市川保子)
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/grammar/201512.html

■２■ 助成
・
【1/21 締切】公益財団法人三菱財団 人文科学研究助成
第 45 回（平成 28 年度）
http://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/cultural.html

・
【1/20 締切】公益財団法人パナソニック教育財団
平成 28 年度 第 42 回 実践研究助成（ＩＣＴを活用した校内研究）
http://www.pef.or.jp/01_jissen/08_oubo_shinsei/08_oubo_shinsei.html
・
【1/29 締切】公益財団法人三菱ＵＦＪ国際財団 国際交流事業
2016 年度一般公募助成
http://www.mitsubishi-ufj-foundation.jp/anken-ichiran_2015_2.html
■３■ イベント／催事
□発表募集
・
【1/15 締切】言語科学会第 18 回年次国際大会（JSLS2016)
開催日：6 月 4 日（土）
・5 日（日） 会場：東京大学駒場キャンパス
http://jsls.jpn.org/conference/
・
【1/19 締切】第 46 回日本語教育方法研究会
開催日：3 月 19 日（土）会場：国際交流基金日本語国際センター
http://jlem-sg.org
・
【1/25 締切】沖縄県日本語教育研究会第 13 回大会
開催日：2 月 27 日（土）会場：琉球大学留学生センター
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20151128okinawanihongo.pdf
□参加募集
・NRS Sinnnen no Tudoi 2016（日本のローマ字社 新年の集い 2016 年）
（1 月 10 日）
http://www.age.ne.jp/x/nrs/20160110.pdf
・第 3 回全養協日本語教師採用合同説明会（1 月 20 日）
http://www.zenyoukyou.jp/fairs/index.html
・日本語教育講習会「OJAD とそれを用いた音声指導」
（1 月 27 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20151223OJAD.pdf
・国際交流基金日本語教育センター公開シンポジウム「21 世紀の人材育成を
めざす東南アジア 5 か国の中等教育における日本語教育」
（1 月 30 日）
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/news/news_160130.html
・公益財団法人目黒区国際交流協会第 11 回 MIFA 国際交流フェスティバル（2 月 7 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20151214MIFA.pdf
・北海道大学留学生センター 第 30 回日本語・日本語教育研修会（2 月 11 日）
http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20151214hokkaido0211.pdf

・第 2 回スポーツ言語学会研究会（2 月 27 日）
http://society-sports-language.weebly.com/
・北海道大学留学生センター 留学生と日本人学生がともに学ぶ「多文化
交流科目」を考える 2015

-理論と実践-（2 月 27 日・28 日）

http://nkg.or.jp/kenkyu/2015/NKG20151214hokkaido0227.pdf
・東京学芸大学齋藤ひろみ研究室，他 多様な言語文化背景をもつ子どもたち
のリテラシーフォーラム３「子どもたちの日本語の発達を可視化する－語彙・
文法の力に焦点を当てて－（2 月 28 日）
http://www.kokuchpro.com/event/bf76687811c46f06c52d466fed000f32/
・専門日本語教育学会第 18 回研究討論会（3 月 3・4 日）
http://stje.kir.jp/lang-ja/discussion/
・第 21 回メキシコ日本語教育シンポジウム（3 月 4 日～6 日）
http://nihongomx.com/eventos/simposio-2015.html
・言語文化教育研究学会 第 2 回年次大会（3 月 12・13 日）
http://alce.jp/annual/index.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。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。
・外国人児童生徒の支援体制強化 文科省が初会合
（12 月 1 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H87_R01C15A2CR8000/
・横浜市初，外国人向けプレスクール 17 年度に開設（12 月 2 日 神奈川新聞）
http://www.kanaloco.jp/article/137555
・インドに日本センター設置へ 中国の「孔子学院」に対抗
（12 月 13 日 産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/151213/wor1512130024-n1.html
・
（外国人＠ニッポン）母語，自信育てる（12 月 14 日 朝日新聞）
http://www.asahi.com/articles/ASH9664FMH96OBJB005.html
・首相，日本語話せる駐日大使と昼食会「日本の魅力語って」（12 月 15 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H3O_V11C15A2PP8000/

・
“始まりの地・浜松”で１４年ぶりに開催 外国人集住都市会議
（12 月 15 日 静岡新聞）
http://www.at-s.com/news/article/topics/shizuoka/192841.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。
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