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====
【１】学会からの情報
==================================================================
====
■１■ お知らせ
□１□ 東日本大震災募金活動ブログ
日本語教育学会では,東日本大震災で被災した日本語教室等の支援のため,
募金活動を行っています。募金活動のブログを立ち上げましたので,どうぞ
ご覧ください。
http://blog.canpan.info/nkgbokin/
□２□ 学会誌『日本語教育』151 号 投稿募集
『日本語教育』151 号（2012 年 4 月発行予定）

投稿締切：2011 年 9 月 1 日（木）
（郵送必着）
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□ 日本語教育国際研究大会 名古屋 2012
「ことばが拓く新たな地平：人をむすび社会をつくる日本語教育を目指して」
日時:2012 年 8 月 17 日(金)～20 日(月) 場所：名古屋地区
17 日：特別企画イベント（於：ウインクあいち）
18～19 日：シンポジウム・研究発表 (於：名古屋大学)
20 日：スタディ・ツアー
発表募集：2011 年 12 月（予定）～2012 年 2 月 29 日
※大会ウェブサイトは 天津大会後に開設予定！ http://www.nkg.or.jp
■２■ イベント／催事
□１□ 2011 年度秋季大会続報
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）
下記情報をホームページに掲載しました。
・大会委員会企画 特別企画パネルセッション
・2 日間連続ワークショップ（10 月 7-8 日）
詳細は下記の□２□参照
・大会会場（米子）開催のテーマ領域別研究会（10 月 7 日）
・宿泊案内
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
□２□ 2011 年度秋季大会同時開催 2 日間連続ワークショップ
「研究するときに考えよう」
日時：10 月 7 日(金)18：30-21：30,8 日(土)9：30～11:30
会場：米子コンベンションセンター（秋季大会会場・JR 米子駅から徒歩 5 分）
・ワークショップ１「研究の必須要素」
講師：迫田久美子氏（広島大学大学院）
・ワークショップ２「データ収集と分析」
講師：池田玲子氏（東京海洋大学）

対象：研究を始めようとしている方。2 日間参加できる方。
受講料：7,000 円（宿泊代込み,食事なし。大会参加費は含まれません）
申込期間：2011 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水）※定員 50 名に達し次第終了
詳細・申込：http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
□３□ 2011 年度秋季大会同時開催 日本語教育研究推進セミナー
「競争的研究資金を獲得するための研究計画と応募書類の作成」
日時：10 月 9 日（日）16:00-17:50（15:30 受付開始）
会場：米子コンベンションセンター（秋季大会会場・JR 米子駅から徒歩 5 分）
参加費：無料（要事前申込・定員 60 名）
参加条件：
１．日本語教育学会会員であること
２．秋季大会参加費（会員 4,000 円）を支払っていること
３．今後，日本語教育の分野から競争的研究費を申請する意志があること
申込期間：2011 年 7 月 25 日（月）～9 月 22 日（木）※定員 60 名に達し次第終了
申込方法：タイトルを「研究推進セミナー申込」とし，１～３をメール送信。
１．会員番号と申込者名
２．所属機関
３．連絡先のメールアドレスと電話番号
申込先および問合先：調査研究推進委員会事務局（大竹）
chosakenkyu-office@nkg.or.jp
※セミナーの詳細は後日，学会ホームページ等でお知らせします。
□４□ 2011 年度各地区研究集会
研究集会予定 http://www.nkg.or.jp/menu-syukai.htm
発表応募規定 http://www.nkg.or.jp/kenkyu/kk-yoko-1.htm
・第７回 関西地区【研究発表・講演】
http://www.nkg.or.jp/kenshu/kenkyusyukai/2011/kk-11-07.pdf
日時：9 月 17 日（土）13：00-17：00
会場：兵庫・甲南大学
講演講師：山田敏弘氏（岐阜大学教育学部）
「日本語教育と国語教育との接点 ―これからの協同に向けて―」
・第８回 四国地区【研究発表・講演】
日時：11 月 19 日（土）＊発表応募締切：8 月 12 日（金）

会場：香川・香川大学
講演講師：御舘久里恵氏（鳥取大学）
新庄あいみ氏（大阪大学）
・第９回 東北地区【研究発表・ワークショップ】
日時：11 月 19 日（土）＊発表応募は締め切りました。
会場：秋田・秋田大学
ワークショップ講師：細川英雄氏（早稲田大学大学院）
「より豊かなことばの活動をめざして
－総合活動型日本語教育の考え方と方法－」
・第 10 回 中国地区【研究発表・講演・シンポジウム予定】
日時：12 月 17 日（土）予定 ＊発表応募締切：9 月 30 日（金）
会場：広島・広島市内予定
講演講師：池上摩希子氏（早稲田大学大学院）
・第 11 回 関西地区【研究発表・講演】
日時：2012 年 3 月 10 日（土） ＊発表応募締切：11 月予定
会場：京都・京都外国語大学
講演講師：山内博之氏（実践女子大学）
■３■ 入会案内
いつでもご入会できます。
＜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
□アルク
・新刊『耳から覚える 日本語能力試験 語彙トレーニングＮ２』
ISBN：978-4-7574-1991-9 価格：1,890 円
安藤栄里子,惠谷容子,阿部比呂子著
日本語能力試験Ｎ２レベルの 1160 語を,品詞・意味別に分類し,語彙力をチ
ェックできる問題を多数収録。コロケーション（連語）,合成語,類義語,
対義語,関連語などの情報も充実。ＣＤ付きなので,五感をフルに使って練
習ができます。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7010045
・新刊「耳から覚える 日本語能力試験 聴解トレーニング」シリーズ

本シリーズは,日本語能力試験の聴解試験に合格する「本物の聴解力」を身
に付けることを目的とします。Step１：「５つの練習」を繰り返すことで聞
き方のコツをつかむ→Step２：基礎力をもとに「問題の解き方」を理解し身
に付ける→Step３：試験と同じ形式の問題を解き得点をアップさせる,の３
ステップを通して,聴解力を総合的にマスターできます。
『耳から覚える 日本語能力試験 聴解トレーニングＮ１』
ISBN：978-4-7574-2002-1 価格：2,100 円
小原亜紀子,横井和子著
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011045
『耳から覚える 日本語能力試験 聴解トレーニングＮ２』
ISBN：978-4-7574-2003-8 価格：2,100 円
小原亜紀子,横井和子著
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011046
・
『月刊日本語』８月号
雑誌コード：13371-08 価格：740 円
特集：戦国時代が到来?! 教科書について考えよう
学習者のニーズやレベルの多様化に伴い,さまざまな日本語のテキストが開
発されています。この日本語教科書の世界を,戦国時代になぞらえながら,
教科書にいかに向き合うべきかを考えてみませんか。主要８テキストのガイ
ドから,日本語テキストの歴史,フリーランスのカリスマ日本語教師・小山
暁子先生が指南する教科書との付き合い方など,読み応えのある特集になる
こと間違いなしです。第二特集では,フィリピンとインドネシアからＥＰＡ
条約でやってきた介護福祉士候補たちへの日本語指導について考えます。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/0611081/
□ジャパンタイムズ
・新刊『アカデミック・ジャパニーズ重点攻略
新・日本留学試験実戦問題集〈聴解・聴読解〉
』
佐々木瑞枝・嶋田和子・EJU 日本語研究会 著
ISBN：978-4-7890-1451-9

2,520 円（税込）

改定後の日本留学試験に対応した,『新・日本留学試験実戦問題集』のシリ
ーズ第１弾。旧シリーズに「聴解」を追加して,新シリーズ全体で試験分野

すべてをカバーしました。
〈聴解・聴読解〉では,出題傾向を分析し,会話
／独話,文系／理系の問題を,本試験に近い形で構成。問題の難易度は３段
階。レベルの高い問題に取り組むことで,試験対策だけではなく,大学進学
後に必要となるアカデミック・ジャパニーズの力が身につきます。新シリー
ズ〈読解〉
〈記述〉は 11 月発売予定。
http://bookclub.japantimes.co.jp/id/1451
□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 N1』
友松悦子・福島佐知・中村かおり 著
ISBN 978-4-88319-564-0

各 1,260 円（税込）

日本語能力試験Ｎ１合格のための「文法力」を養う問題集。問題紹介,実力養
成編,模擬試験の 3 部構成。実力養成編では,「文の文法 1」
「文の文法 2」の
問題で必要となる文法形式を,意味機能ごとに整理して学ぶ。
http://www.3anet.co.jp/japanese/shinkanzen_b_n1.html
日本語能力試験 N2』のご案内もスリーエーネットワ

＊『新完全マスター文法

ークのホームページに掲載中です。
http://www.3anet.co.jp/japanese/shinkanzen_b_n2.html
・新刊『新完全マスター語彙 日本語能力試験 N1』
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
ISBN 978-4-88319-573-2

1,260 円（税込）

日本語能力試験Ｎ１合格のための「語彙力」を養う問題集。「実力養成編」「模
擬試験」で構成。語彙を二つの視点,話題や場面,品詞や使い方などで学習。取
り上げる語彙は様々な資料や過去問を参考に選定。N2 は 9 月発行予定。
http://www.3anet.co.jp/japanese/shinkanzen_g_n1.html
□凡人社
・新刊『専門日本語入門 場面から学ぶ看護の日本語【本冊】』
海外技術者研修協会 編著
B5 判 236 頁＋別冊 24 頁 CD1 枚付き 2,730 円（税込）
ISBN978-4-89358-770-1
中級を修了した学習者が，看護師として直面するであろう 20 の事例をとおして，

看護の日本語の基礎を学ぶ教材です。翻訳等は凡人社のウェブサイトから無料
でダウンロードすることができます。
http://www.bonjinsha.com/senmon-nihongo/
・新刊『海外の日本語教育の現状 2009 年日本語教育機関調査』
国際交流基金 編
A4 判 254 頁 2,000 円（税込）
ISBN978-4-87540-133-9
国際交流基金が 3 年に 1 度実施している「海外日本語教育機関調査」の結果を取り
まとめました。さまざま角度からの分析・集計表，各地域の特色，学習者上位 20
ヵ国の各国解説などを掲載しており，詳しく世界の日本語教育の現状がわかる資
料となっています。
http://www.bonjinsha.com/product/?item_id=5330

■２■ 活動
□朝日カルチャーセンター日本語科
・公開講座「実践・漢字指導のポイント―効果的な教室活動を目指して―」
講師：濱川祐紀代氏 国際交流基金日本語国際センター専任講師
日時：8 月 20 日（土）
・27 日 （土）全 2 回 10：30-12：30
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
hhttp://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=122225&userflg=0
・公開講座「コミュニケーション重視の日本語教育とは
－文型ではなく状況からのアプローチー」
講師：野田尚史氏 大阪府立大学教授
日時：9 月 10 日（土）13:00-17:00
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=121898&userflg=0
□アルク

・
「今さら聞けない… 日本語教師育成プロジェクト」
日本語教師になり,大学や日本語学校などで授業を担当して数年…毎日同じ
ことの繰り返し,「日本語教師としてこのままでいいの？」と思いながら日
々の授業準備,実際の授業に追われていませんか。今回のシリーズはそんな
先生方に向け,教授法や文法などのテクニック以外の部分に焦点を当て,
「教師力（教師としての人間力）
」アップを目指す勉強会です。
日時：2011 年 9 月 3 日（土）,10 月 1 日（土）,11 月 5 日（土）,12 月 10 日（土）
2012 年 1 月 14 日（土）,2 月 4 日（土）／計６回（月１回実施）
開催時間はいずれも 15:00～17:00
会場：アルク本社（東京都杉並区）
定員：20 名（最尐催行人数 10 名）
参加費：一括申し込み 12,000 円
主催：アルク・凡人社
http://www.alc.co.jp/event/11/0903jset/
・
「見て・聞いて・授業で使おう 日本語教材まつり 2011」
１日で日本語指導に役立つ５つの講座に参加できる,またとないチャンスで
す！ 出版社５社共催で贈る,教材の紹介とその使い方ワークショップ。主
に日本語ボランティアの方を対象に,明日から役立つテキストの使い方・授
業のすすめ方がわかるワークショップなどを行います。
日時：2011 年 10 月 23 日（日） 10:00-17:00（受付開始 9:30）
会場：アルク本社（東京都杉並区）
定員：100 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：1,000 円
主催：アスク出版・アルク・ココ出版・スリーエーネットワーク・凡人社
http://www.alc.co.jp/event/11/1023/
□株式会社ｅラーニングサービス
・
【無料ワークショップ】ｅラーニングワークショップ in 沖縄
Moodle を使ったハンズオンワークショップをご希望の日時に実施いたします。
定員:10 名まで
会場:那覇市 NPO 活動支援センター会議室
詳細:E-mail askme@e-learning-service.co.jp にお問い合わせください。
http://www.e-learning-service.co.jp/workshop.html#free

□インターカルト日本語学校
・カリスマ・泉氏が教える“直前対策講座”
―検定指導歴２０年のカリスマ泉均氏が直接指導―
日時：9 月 3 日（土）
・10 日（土）
・11 日（日）10：00-17：10
会場：インターカルト日本語学校
参加費：42,000 円
対象：日本語教育に関する基礎的知識を有する方
定員：20 名
http://www.incul.com/jp/yosei/course/kenteigokaku.html
□ＪＡＬアカデミー
・JAL アカデミーブラッシュアップコース第 2 回
産出のための文法について考える―「は」と「が」の使い分けを例に―
講師：庵 功雄氏（一橋大学国際教育センター准教授）
日時：9 月 22 日（木）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
お問合せ：E-mail nihongo1@mail.caplan.jp

TEL03-5412-2671

http://jaca.caplan.jp/global/
□スリーエーネットワーク
・特別連載 教科書活用講座
＊スリーエーネットワークホームページ上で公開中
◇『アカデミックスキルを身につける聴解・発表ワークブック』
講師 : 犬飼康弘

(財)ひろしま国際センター研修部 日本語常勤講師

『同書』著者
「アカデミック・スキルを身につけるために」
第 4 回 （最終回）教師の役割・フィードバック
http://www.3anet.co.jp/seminar/workbook4.html
◇『日本語上級話者への道 きちんと伝える技術と表現』

講師 : 伊藤とく美 岩谷学園テクノビジネス専門学校日本語科主任教員
『同書』共著者
「上級話者になるための授業と学習」
第 6 回 (最終回)『日本語上級話者への道』教科書編
http://www.3anet.co.jp/seminar/jokyuwasha6.html
・
『新完全マスター』研修会

【東京会場】【大阪会場】

新しい日本語能力試験で合格するための指導法,対策は日本語教師の関心が
高い分野です。今回の研修会では,『新完全マスター』シリーズの著者が,
本書の紹介を交えながら,日本語能力試験で合格する各分野（「語彙」
「文
法」
「漢字」
「読解」
「聴解」
）での力を養うことについて,お話いたしま
す。お申込の方は,ご希望の会場,日時,お名前,電話番号,ご所属を明記の上
お申込ください。
申込：スリーエーネットワーク講座係
TEL：03-3292-6193 FAX：03-3292-6194
E-Mail：kouza@3anet.co.jp
http://www.3anet.co.jp/
〒101-0064 千代田区猿楽町 2-6-3 松栄ビル
主催 : スリーエーネットワーク
http://www.3anet.co.jp/box/event.html
◇東京会場 第 1 回『新完全マスター』研修会
日本語能力試験「Ｎ１」
「Ｎ２」に合格するための「語彙力」「文法力」を養
うには。
講師：伊能裕晃（
『新完全マスター語彙』共著者）
友松悦子（
『新完全マスター文法』共著者）
日時：9 月 3 日(土) 14：00-16：30
会場：YMCA アジア青尐年センター（千代田区猿楽町 2-5-5）
参加費：無料
定員：80 名(先着順。定員になり次第,締切ります）
◇東京会場 第２回『新完全マスター』研修会
日本語能力試験「Ｎ１」
「Ｎ２」に合格するための「漢字の力」
「読解の力」
「聴解の力」を 養うには。
講師：石井怜子(『新完全マスター漢字』共著者）
田代ひとみ（
『新完全マスター読解』共著者）

中村かおり（
『新完全マスター聴解』共著者）
日時：9 月 24 日(土) 13：30-16：20
会場：日本教育会館（千代田区一ツ橋 2 丁目 6－2）
参加費：無料
定員：80 名(先着順。定員になり次第,締切ります）
◇大阪会場 第１回『新完全マスター』研修会 大阪会場 第１回
日本語能力試験「Ｎ１」
「Ｎ２」に合格するための「語彙力」「文法力」を
養うには。
講師：伊能裕晃（
『新完全マスター語彙』共著者）
友松悦子（
『新完全マスター文法』共著者）
日時：9 月 17 日(土) 14：00-16：30
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：80 名(先着順。定員になり次第,締切ります）
◇大阪会場 第２回『新完全マスター』研修会
日本語能力試験「Ｎ１」
「Ｎ２」に合格するための「読解の力」
「聴解の力」
を養うには。
講師：田代ひとみ（
『新完全マスター読解』共著者）
中村かおり（
『新完全マスター聴解』共著者）
日時：10 月 1 日(土) 14：00-16：30
会場：天満研修センター（大阪市北区錦町 2-21）
参加費：無料
定員：80 名(先着順。定員になり次第,締切ります）
□財団法人日本漢字能力検定協会
・BJT ビジネス日本語能力テスト サンプル問題無料配信中
BJT（http://www.kanken.or.jp/bjt/）が 11 月 20 日（日）に実施されます。
日本語を学習されている生徒の皆さんに,サンプル問題を使って
ビジネス日本語を学習する機会を設けてみませんか？
下記のアドレスから配信登録が可能です。ぜひご登録ください。
http://www.kanken.or.jp/bjt/sample_delivery/
・第 23 回 BJT ビジネス日本語能力テスト

ビジネスのための実践的な日本語コミュニケーション能力を測定。
試験実施日：11 月 20 日（日）
申込受付期間：7 月 1 日（金）～10 月 14 日（金）※書店受付は 10 月 11 日まで
http://www.kanken.or.jp/bjt/
・
「平成 23 年度漢検漢字文化研究奨励賞」（論文募集）
本賞は,漢字に関する若手研究者の研究奨励を目的としております。
昨年度は外国人への漢字指導に関する論文が佳作を受賞するなど,
幅広く「漢字」をテーマに募集しています。
奨励対象：漢字研究または漢字に関わる日本語研究。
将来,一層の研究,調査の深化,発展が期待できる若い世代の研究（者）
であること。
応募締切日：10 月 31 日（消印有効）
http://www.kanken.or.jp/incentive_award/23outline.html
※応募概要が見られます。また,応募に必要な書類や過去の受賞論文が
ダウンロードできます。

□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の実施について
http://www.jees.or.jp/jltct/jltct_guide.htm
試験日：10 月 23 日（日）
受付期間：8 月 8 日（月）まで（消印有効）
・2011 年度第 2 回日本語能力試験の実施について
http://www.jees.or.jp/jlpt/jlpt_guide_2011_2nd.html
試験日：12 月 4 日（日）
受付期間：8 月 26 日（金）～9 月 30 日（金）
（消印有効）
・日本語能力試験点字問題冊子貸出サービス開始
http://www.jees.or.jp/jlpt/jlpt_tenji.html
□凡人社

・語彙指導の工夫
～『耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニング』(アルク発行)を使って
日時：8 月 6 日（土）14：00-16：00
会場：凡人社麹町店
講師：安藤栄里子先生,飯嶋美知子先生,惠谷容子先生,阿部比呂子先生
文法や読解,聴解などと違い,語彙指導はふだんの授業の中に埋没しがちで
はないでしょうか。しかし学習者にとっては,語彙は覚えるのも大変,使え
るようになるのはさらに難しいことです。どうすれば学習者の語彙を増やせ
るか,運用力を高められるか,ということを考えながら作ったのが本書です。
筆者たちがそれぞれの現場で行っているさまざまな試みをご紹介します。
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
・読む技術を教える
～『留学生のための読解トレーニング』(凡人社発行)を使って～
日時：8 月 27 日（土）14：00-15：30
会場：凡人社麹町店
講師：石黒圭先生,熊田道子先生,筒井千絵先生,Olga Pokrovska 先生,
山田裕美子先生
文章の内容ではなく,文章を読む技術を教える教科書を作りたい。 その技術も,
読解の理論に裏打ちされた,理にかなったものにしたい。 『留学生のための読
解トレーニング』出版プロジェクトはそのようにして動きだしました。 その後,
出版の過程で議論が重ねられ,読解の技術は, 最終的に 15 の基本的な読解スト
ラテジーにまとまりました。 今回のイベントでは,なぜこの 15 のストラテジー
が必要だと私たちが考えたのか, 本書作成の背後にある問題意識を執筆者一同が
持ちより,解説いたします。
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
・
『日本語能力試験ターゲット』(旺文社発行)
書籍・iPhone アプリを使った自学自習のススメ
日時：9 月 10 日（土）14：00-15：30
会場：凡人社麹町店
講師：株式会社旺文社 書籍編集担当,イマジニア株式会社 アプリ開発担当
『日本語能力試験ターゲット』シリーズは 「言語知識(文字・語彙)」分野のみで
はなく，試験全体の過去問題をコンピュータ分析し，
“出る順”に単語/漢字を掲
載しています。 これらの単語/漢字がしっかりと定着できるよう、書籍版『漢字』

は各級 52 回，
『単語』は各級 100 回の確認テストを用意し，iPhone アプリ版にはド
リルやテストといった学習機能を搭載しました。 教材内容のご紹介と共に，日本
語学習者が“自学自習”で試験対策を進められるよう，書籍サービスや iPhone アプ
リの活用法をご紹介いたします。
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
・知識を運用力に
～『シャドーイング日本語を話そう』(くろしお出版発行)を使って～
日時：9 月 17 日（土）14：00-15：30
会場：凡人社麹町店
講師：齊藤仁志先生,深澤道子先生,酒井理恵子先生,中村雅子先生
多くの日本語学習者は「話せるようになりたい!」と思っています。しかし，初級か
ら中級そして上級へとレベルが進むと，授業での会話練習が疎かになるということが
ありませんか? 学習者からも，
「役立つ表現を勉強したのに実際場面では口から出て
こない…」という声をよく聞きます。こうした「わかるのにできない」という状況を
「分かるしできる」のレベルに引き上げる方法として，シャドーイングをご紹介しま
す。著者による模擬授業をとおし，教室でのシャドーイングの方法や教え方のポイン
トを皆さんと共有します。
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
==================================================================
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【３】日本語教育の情報
==================================================================
====
■１■ 情報
・
「アニメ・マンガの日本語」フランス語版公開（国際交流基金）
パリのアニメフェスティバル、ジャパンエキスポにあわせて，アニメ・マンガの日
本語が楽しく学べるサイト「アニメ・マンガの日本語」のフランス語版を公開。
http://anime-manga.jp/french
・
「日本語教育通信」情報更新（国際交流基金）
海外の日本語教師向けに教材情報，授業のヒント，日本事情や内外日本語教育情報
等を提供。
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/index.html

・
「世界の日本語教育の現場から ～日本語専門家の声～」2011 年度版（国際交流基金）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/dispatch/voice/index_2011.html
平成 24（2012）年度海外派遣日本語上級専門家・日本語専門家・日本語指導助手募集
（国際交流基金）
http://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/japan_24.html
・文部科学省研究振興局振興企画課学術企画室
アジアと日本の新しい関係構築に向けて
―世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業 平成 23 年度事業報告会の開催
について―
http://www.mext.go.jp/b_menu/gyouji/detail/1308065.htm
・文部科学省「高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検討
会（第 6 回）
」が開催された。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kaigi/1300405.htm
・自民党国家戦略本部第６分科会（教育）で「留学生 30 万人計画」に言及。
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/112141.html
・株式会社旺文社(本社：東京都新宿区，代表取締役 赤尾文夫)が日本語を母語としな
い日本語学習者向けに 2011 年 2 月 25 日に刊行した『日本語能力試験ターゲット 2000
N1 単語』
『日本語能力試験ターゲット 2000 N2 単語』の重版を決定した。
http://jlpt.obunsha.co.jp/
・海外留学生が日本語で熱弁～西日本国際教育学院スピーチ大会
九州最大の日本語学校、西日本国際教育学院で 2011 年７月８日，留学生たちによる
スピーチ大会が行われた。
http://www.data-max.co.jp/2011/07/13-dch01.html
■２■ イベント／催事
□発表者□
・インドネシア日本語教育学会大会・研究発表会

「インドネシアの中等及び高等教育における日本語学習ストラテジー」
主催：インドネシア日本語教育学会本部
日時：10 月 28 日（金）～30 日（日）※発表応募締切：8 月 28 日（日）
会場：Universitas Soedirman,Purwokerto,Jawa Tengah, Indonesia
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110510indnesiakyoikui.pdf
・日本語教育国際シンポジウム（台湾）
主催：台湾東呉大学日本語文学系
日時：2012 年 4 月 28 日（土）※発表応募締切：9 月 7 日（木）17：00 必着
会場：台湾東呉大学外双渓キャンパス国際会議ホール
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110712togo.pdf
□参加者□
・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
・初級終了から中級入口の学習者のための授業案
主催：特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日時：8 月 6 日（土）17:00-19:00
会場：浅松ビル 1 階会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/takeda08.htm
・第 6 回「日本語多読」勉強会
主催：NPO 法人日本語多読研究会
日時：8 月 7 日（日）13：00-16：30
会場：しんじゅく多文化共生プラザ
http://www.nihongo-yomu.jp/
・平成 23 年度日本語学校教育研究大会
日本語学校の専門性と今日的役割Ⅱ－東日本大震災によって見えてきたこと
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/
・第 68 回日本語教師夏季集中セミナー
および第 25 回日本語教師のための対照言語講座
主催：学校法人長沼スクール
日時：8 月 15 日（月）～19 日（金）
会場：学校法人長沼スクール 東京日本語学校
http://www.naganuma-school.ac.jp
・第 14 回 BATJ 大会
主催：英国日本語教育学会
日時：9 月 9 日（金）,10 日（土）
会場：オックスフォード大学,日産現代日本研究所
http://www.batj.org.uk/ja/conference.html
・第 37 回日本語教育方法研究会(JLEM)
日時：9 月 10 日（土）10:00-17:30
会場：京都外国語大学
http://roo.tc/JLEM/
・第 8 回筑波大学応用言語学研究会
主催：筑波大学大学院 人文社会科学研究科 文芸・言語専攻
応用言語学研究室
日時：9 月 10 日（土）13:00-18:15
会場：筑波大学 総合研究棟 A
http://www.lingua.tsukuba.ac.jp/~ooyoo/
・神田外語大学大学院 言語教育公開講座
「多様化する教師 多様化する学習者 ～日本語教育の場合～」
主催： 神田外語大学大学院
日時：9 月 17 日（土）10：00-16：30
会場：神田外語学院本館 7 階講堂
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110630kandagaigokoukaikoza.pdf
==================================================================
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【４】一般の情報
==================================================================
====
■１■ 情報
・豪州エンデバー奨学金 豪州首相日本対象教育支援パッケージ
１. エンデバー奨学金日本枞 (震災復興支援)
募集人員：10 名
募集開始：後日案内
２. 教育交流支援プログラム (震災復興支援)
募集人員：最大 100 名
募集開始：2011 年 8 月 1 日（月）
http://endeavour.australia.or.jp/education_assistance
・ＮＰＯ日本語検定主催第３回「日本語大賞」
「人と人とをつなぐ日本語」をテーマにしたエッセイ，作文を募集
※ＨＰページは近日公開予定。第２回の審査結果は，
http://www.nihongokentei.jp/news/2011/110120.html
・立命館白川靜記念東洋文字文化賞（立命館大学白川靜記念東洋文字文化研究所）
第 6 回「立命館白川静賞」の募集
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/sio/culture01.html
・児童教育実践についての研究助成事業（公益財団法人 博報児童教育振興会）
http://www.hakuhodo.co.jp/foundation/subsidy/index.html
・教育テスト研究センター（CRET)
大学教育学会参加レポート／OECD/JAPAN セミナー参加レポート
http://www.cret.or.jp/

■２■ イベント／催事
□参加者□

・母語・継承語・バイリンガル教育（MHB)研究会
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/
・第 18 回合同研究大会「日本語教育協議会」
・
「日英の教育と文化に関する研究協議会」
主催：IIEL 英国国際教育研究所
日時：8 月 13 日（土）11:20-16:30, 懇親会 17:15-19:00
会場：University of Greenwich（ロンドン）
http://www.iiel.org.uk/academic_activities/kenkyutaikai.html
・第二回中・日・韓・朝言語文化比較研究国際シンポジウム
主催：中国・延辺大学外国語学院,延辺大学日本学研究所,日本研究会
日時：8 月 22 日（月)-8 月 24 日（水）
会場：延辺大学（中国吉林省）
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/20110301NKCgengo.pdf
・教育著作権セミナー「大学等における ICT 活用教育と著作権」
主催：放送大学ＩＣＴ活用・遠隔教育センター
全国各地で開催：名古屋 9/2,北海道 9/21,九州 9/29,埼玉 10/20,
京都 10/25,大阪 11/1,東北 11/11,東京 11/18
http://www-code.code.ouj.ac.jp/archives/seminar_type/copyright
・インストラクショナルデザイン入門セミナー
主催：放送大学ＩＣＴ活用・遠隔教育センター
日時：9 月 19 日（月）13：00-17：00
会場：放送大学学園本部西研究棟 8 階ラウンジ（千葉市美浜区）
http://www-code.code.ouj.ac.jp/archives/seminar_type/design
・インストラクショナルデザインワークショップ
主催：放送大学ＩＣＴ活用・遠隔教育センター
日時：9 月 20 日（水）10：00-17：00,9 月 21 日（木）9：00-17：00
会場：放送大学学園本部 制作棟 PRIME（千葉市美浜区）
http://www-code.code.ouj.ac.jp/archives/seminar_type/design

・コンテンツ制作ワークショップ
主催：放送大学ＩＣＴ活用・遠隔教育センター
日時：9 月 22 日（木）10:00-17:00,9 月 23 日（金）9:00-17:00
会場：放送大学学園本部 制作棟 PRIME（千葉市美浜区）
http://www-code.code.ouj.ac.jp/archives/seminar_type/design
==================================================================
====
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 8 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

