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======================================================================
【１】学会からの情報
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 日本語教育国際研究大会 名古屋 2012
http://www.nkg.or.jp/global/2012kokusaitaikaikakutei.pdf
「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
※国際大会専用ウェブサイトをまもなく開設いたしますのでご期待ください。
→ http://www.nkg.or.jp/
□２□ 実践研究フォーラム 予稿集販売
http://www.nkg.or.jp/book/b-forlam.html
7 月 30 日，31 日に横浜国立大学において開催いたしました
2011 年度実践研究フォーラムの予稿集残部がございますので，

１部 3,000 円（送料別途実費）にて販売いたします。
バックナンバーも廉価にて販売中です。
□３□ 実践研究フォーラム パネルセッション資料公開
http://www.nkg.or.jp/taikai/20110812forumpanel.pdf
実践研究フォーラムのパネルセッションのパワーポイント資料を当学会ホーム
ページで公開いたしましたので，ぜひご覧ください。
■２■ イベント／催事
□１□ 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）＊発表応募は締め切りました。
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－」
・◆発表応募締切日：１か月延長（9 月 30 日締切）◆
第 10 回 中国地区【研究発表・講演・シンポジウム】
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ＹＭＣＡ

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）
□２□ 2011 年度秋季大会プログラム公開
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）
プログラム詳細・関連イベント・宿泊情報等はこちら
http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
□３□ 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）
申込期限：9 月 5 日（月）※定員 50 名に達し次第募集終了
※残席にややゆとりあり，期限を延長しました。
詳細・申込：http://www.nkg.or.jp/menu-taikai.htm
□４□ 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）
※参加者募集中です。詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/taikai/20110810kyoikusuisinseminer.pdf
□５□ 教師研修 参加申込受付開始！
日本語教師が知っておきたい
「在住外国人の社会参加とことば ―日本語教育にできること―」
日時：11 月 12 日（土）13：00-16：30
会場：桜美林大学四谷キャンパス
講師：榎澤幸広（名古屋学院大学講師）
受講料：一般 2,500 円，日本語教育学会会員 2,000 円，学生 1,500 円
定員：80 名
申込締切：10 月 31 日（月） ＊定員になり次第募集終了
http://www.nkg.or.jp/menu-kenshu.htm

□６□ テーマ研究会「JSL 漢字学習研究会 第 34 回研究会」
日時：9 月 17 日(土) 14:00-17:30 （開場 13：30）
会場：国際交流基金日本語国際センター ホール（2 階）
参加費：500 円
※事前参加申込が必要です。詳細は下記をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/jslk/archives/51694609.html
■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『新装版 1 日 15 分の漢字練習 初級～初中級』上・下
上巻 ISBN：978-4-7574-2012-0 価格：1,890 円
下巻 ISBN：978-4-7574-2013-7 価格：1,890 円
学校法人ＫＣＰ学園 ＫＣＰ地球市民日本語学校編
本書は 1999 年に発売された『１日 15 分の漢字練習』を新しい日本語能力試験
に合わせて一部修正した新装版。初級・初中級レベルで必要となる 555 字を
約３カ月で習得することができます。さらに，これらの漢字を用いた語彙と
例文も掲載。語彙には英語，中国語（簡体字・繁体字），韓国語，タイ語，
ベトナム語訳付き。
上巻 http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011058
下巻 http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011059
・新刊『新装版 基礎日本語文法教本』
ISBM:978-4-7574-2005-2
西口光一著
本書は，日本語の個別の文法項目を正しく理解しながら，併せて日本語の初
級文法のシステムの全体像を理解することができる画期的な教科書です。扱
う文法項目は，１）日本語文の基本的構造，２）動詞のいろいろな形，
３）動詞のいろいろな形を使った各種の表現，４）文法項目，５）文法事項，
６）複文，と初級文法を網羅しています。文法解説や例文には英文を併記。
http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/7011023
・
『月刊日本語』９月号
雑誌コード：13371-09 価格：740 円
特集：Laugh & Peace 今こそ，教室に笑いを！！
政治も経済も不安定な昨今ですが，こんな時代だからこそ，求められるのは，
ポジティブ思考につながる「笑い」のある授業かもしれません。精神科医の
香山リカさんが提案する「笑いのすすめ」
，柳家さん喬師匠を招いて，授業
に落語を取り入れる，アメリカの日本語プログラムの現地ルポ，笑いのスキ
ルアップに挑戦する日本語教師の奮闘記，外国人独自の視点が笑いを誘う４
コママンガなど，笑いのエッセンスを凝縮した記事をお届けします！

http://shop.alc.co.jp/spg/v/-/-/-/0611091/
□スリーエーネットワーク
・
『新完全マスター読解 日本語能力試験 N1』
福岡理恵子・清水知子・初鹿野阿れ・中村則子・田代ひとみ 著
ISBN 978-4-88319-571-8
1,470 円（税込）
日本語能力試験対策としてだけでなく，中上級レベル全般の読解力養成に有用
な問題集です。
「対比」
「言い換え」
「比喩」
「疑問提示文」などの読み取り
ポイントを提示し，
「文章全体をつかむ」練習を数多く収録しました。あらゆ
る文章の読解に応用できます。良質の読解文を選択し、「広告，パンフレット，
情報誌，ビジネス文書」の練習問題も豊富で，この１冊で充分な対策が可能です
（例題 28 題、練習 68 題、模擬試験１回分）。例題・練習問題のすべてについて，
本文の読み取り方，選択肢の選び方を解説しました（練習問題の解説は別冊に
収録）
。
http://www.3anet.co.jp/new/soon.html#
・
『新完全マスター読解 日本語能力試験 N2』
田代ひとみ・中村則子・初鹿野阿れ・清水知子・福岡理恵子 著
ISBN 978-4-88319-572-5
1,470 円（税込）
日本語能力試験対策としてだけでなく，中上級レベル全般の読解力養成に有用な
問題集です。
「対比」
「言い換え」
「比喩」
「疑問提示文」などの読み取りポイ
ントを提示し、
「文章全体をつかむ」練習を数多く収録しました。あらゆる文章
の読解に応用できます。良質の読解文を選択・執筆し，「広告，パンフレット，
情報誌，ビジネス文書」の練習問題も豊富で，この１冊で充分な対策が可能です
（例題 33 題、練習 70 題、模擬試験１回分）。例題・練習問題のすべてについて，
本文の読み取り方、選択肢の選び方を解説しました（練習問題の解説は別冊に
収録）
。
http://www.3anet.co.jp/new/soon.html#
□凡人社
・平成 23 年度日本留学試験（第１回）試験問題（聴解・聴読解問題 CD 付）
日本学生支援機構 著 ISBN：978-4-89358-805-0 発行：凡人社
価格：1,890 円（税込）
独立行政法人日本学生支援機構が年 2 回実施している「日本留学試験」の，平成 23

年度第 1 回（2011 年 6 月 19 日実施）の試験問題と正解を掲載しています。聴解・聴読
解音声 CD 付。巻末には参考資料として，試験の実施要項や出題範囲をまとめたシラ
バスを掲載しています。本年度から凡人社が発行することになりました。
http://www.bonjinsha.com/feature/
■２■ 活動
□朝日カルチャーセンター日本語科
・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―」
講師：野田尚史氏 大阪府立大学人間社会学部教授
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
【アルク・凡人社】
・
「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（最少催行人数 10 名）
参加費：各回 2,000 円（税込）
，一括申し込み 12,000 円（税込）
主催：アルク・凡人社
http://www.alc.co.jp/event/11/0903jset/
・教科書が変わると，教師が変わる。教師が変わると，学習者が変わる
『できる日本語』教材説明会
本年４月に発売された『できる日本語』は，おかげさまでご好評をいただき，

既に多くの日本語教育機関でご使用いただいております。
本書は，まず初めに場面や状況をしっかり設定し，行動目標を明確にするこ
とから学習が始まります。これにより，
「こんな場合には何と言ったらいい
のだろう」と学習者が主体的に考えながら日本語を学べるようになっていま
す。 ぜひ，一緒に『できる日本語』の使い方について考えてみませんか。
◇名古屋会場
日時：9 月 23 日（金）13：30-16：30
場所：愛知県産業労働センター ウインクあいち
（JR 名古屋駅桜通口より徒歩 5 分）
講師：嶋田和子（イーストウエスト日本語学校副校長）
お問い合わせ・お申し込みは凡人社大阪営業所まで
URL http://www.bonjinsha.com/osaka/
◇静岡会場
日時：9 月 24 日（土）13：30-16：30
場所：パルシェ 7 階第 3 会議室(静岡市葵区黒金町 49 番地)
（JR 静岡駅北口すぐ）
講師：嶋田和子（イーストウエスト日本語学校副校長）
お問い合わせ・お申し込みは凡人社営業部まで
Email ksakai@bonjinsha.com (坂井)
TEL 03-3263-3959 FAX 03-3263-3116
URL http://www.bonjinsha.com/business/
【アルク・スリーエーネットワーク・凡人社】
・地域で活動する日本語ボランティアのための研修会 IN 秋田
研修会 1 吉田聖子先生
「もっと楽しもう!日本語ボランティア～目指せ，対話力アップ(実践編)～」
研修会 2 原沢伊都夫先生
「地域日本語教育で実践的に役立つ文法とは」
研修会 3 浅野陽子先生
「マンガを使えば楽しくできる!言葉と文化・社会事情をまるごと指導」
日時：2011 年 9 月 10 日（土）13:00-16:25（受付開始 12:00）
会場：秋田アトリオン 7 階 研修室(秋田市中通 2-3-8)
定員：80 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
参加費：無料

主催:(財)秋田県国際交流協会
共催:アルク・スリーエーネットワーク・凡人社
各種イベントは凡人社の HP でも紹介しています。
http://www.bonjinsha.com/business/
・
「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

□財団法人海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ）
・アジア人財資金構想「教育機関における留学生支援関係者向け研修会」
平成 19 年度から実施している「就職支援」
， ｢ビジネス日本語教育｣，
「日本ビジネス教育」事業で蓄積したノウハウを提供する研修会を
９月から１１月にかけ全国９地域で，教育機関の留学生支援関係者向け
に開催します。
http://www.ajinzai-sc.jp/seminar.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
・凡人社麹町店 店頭イベント
「新日本語能力試験対策の決定版！！～模擬試験を活用した効果的対策～」
講師：新山忠和（千駄ヶ谷日本語教育研究所）
日時 : 10 月 15 日（土）14：00-15：30
会場 : 凡人社麹町店
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#11
・兵庫日本語ボランティアネットワーク 2011 年度第１回研修会
参加型学習 ―共に学び合える活動―
講師 ：杉澤経子（
『やってみよう「参加型学習」！』著者、
東京外国語大学

多言語・多文化教育研究センター特定研究員）

日時 : 10 月 23 日（日）13：00-16：30（12：30 受付開始）

会場 : 兵庫県立のじぎく会館内 203・204 号室
参加費 : 1,000 円(兵庫日本語ボランティアネットワーク会員：500 円)
定員 : 60 名（先着順。定員になり次第締め切ります）
共催 : 兵庫日本語ボランティアネットワーク，スリーエーネットワーク
http://www.3anet.co.jp/box/event.html#12
□財団法人日本漢字能力検定協会
・第 23 回 BJT ビジネス日本語能力テスト
ビジネス現場で必要な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）
申込締切り：10 月 14 日（金）※書店受付は 10 月 11 日まで
http://www.kanken.or.jp/bjt/
・BJT ビジネス日本語能力テスト サンプル問題無料配信中
ビジネス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，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/
・企業コメント掲載中：中国日系企業が BJT を評価する理由
中国日系企業が BJT を評価する理由とは？
BJT ホームページに企業人事・管理職のコメントを掲載中。
学生の日本語学習意欲向上に，是非ご案内ください。
日本語：http://www.kanken.or.jp/bjt/voice/index.html#08
中国語：http://www.businessjapanese.org/voice/index.html
□財団法人日本国際教育支援協会
・日本語教育能力検定試験 ◆３年連続 応募者増◆
http://www.jees.or.jp/jltct/
今年で 25 回目となる本試験は，本年 10 月の試験の応募を８月８日に締め切り
ました。今回の応募者数は 7,034 名で，３年前と比べると約 20％の増加となり
ました。応募者数は３年連続で増加しており，ますます多くの方々の関心を
いただいております。本年の試験日は，10 月 23 日（日）です。
今年から試験の内容を一部改定して実施いたします。
http://www.jees.or.jp/jltct/2011_kaitei.htm

・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
・iPhone アプリ：
「経典日語会話 150 句」
（
『デジタル日本語会話』中国語版）
凡人社 Powered by AmiVoice
iTunes App Store で発売

価格：250 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。初・中級学習者向け。待望の中国語版登場。
http://itunes.apple.com/jp/app/id453164249?mt=8
・凡人社麹町店 店頭イベント
無料、予約不要のイベントです。
会場：凡人社麹町店
〒102-0093 千代田区平河町 1-3-13 ヒューリック平河町ビル１Ｆ
詳細はこちらをご覧ください。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
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。
◇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
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。

======================================================================
【３】日本語教育の情報
======================================================================
■１■ 情報
・文化庁月報平成 23 年 8 月号(No.515)
地域における日本語教育の展望－日本語教育の総合的推進を目指して
http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/2011_08/index.html
・平成 22 年度国内の日本語教育の概要（文化庁）
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/h22/gaiyou.html
・平成 22 年度日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査
（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/08/1309275.htm
・出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の留学の在留資格
に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部の改正（法務省）
http://kanpou.npb.go.jp/20110829/20110829h05628/pdf/20110829h056280003.pdf
・世界各国に派遣された日本語専門家の生の声（国際交流基金）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/dispatch/voice/index_2011.html
・日本語指導助手レポート（国際交流基金）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/dispatch/assistant/index.html
・国際交流基金日本語教育支援部の事務補助員募集

締切：9 月 1 日(木)
http://www.jpf.go.jp/j/about/recruit/jf_epa_assistant.html
・国際交流基金 平成 23 年度ＥＰＡに基づくフィリピン人看護師・介護福祉士
候補者に対する日本語予備教育事業 日本語講師募集
締切：9 月 30 日（金）
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/dispatch/epa/2011.html
・平成 23 年度日本語学校教育研究大会（財団法人日本語教育振興協会主催）
８月８日（月）
，９日（火）に国立オリンピック記念青少年総合センターで
開催された。
テーマ「日本語学校の今日的役割と専門性Ⅱ－東日本大震災によって見えて
きたこと－」
http://www.nisshinkyo.org/j804ippan.pdf
・タイから日本震災被災者の皆様を励ますタイ全国日本語スピーチ大会
主催：タイ日教育開発財団（協力 タイ国日本語日本文化教師協会）
7 月 23 日に開催されたようすをオンデマンド配信
http://tjedf.com/JapanesespeechfortsunamivitimsJP.aspx
■２■ イベント／催事
□発表者□
・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□
・日本言語文化研究会（第 19 回）
主催：政策研究大学院大学・国際交流基金日本語国際センター
日時：9 月 3 日（土）10:00-14:00（開場 9:30）
会場：政策研究大学院大学 講義室 K
問合先：日本言語文化研究会事務局（工藤）
Tel: 03-6439-6045 e-mail: jlc-ml@grips.ac.jp

・中級クラスのための授業案
主催：特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日時：9 月 3 日（土）18:00-20:00
会場：浅松ビル 1 階会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/takeda09.htm
・日本語教育公開講座「教え方を改善する」国際交流基金
主催：国際交流基金 関西国際センター
日時:2011 年 9 月 9 日(金)16:00-18:00
会場:国際交流基金 関西国際センター ホール
http://www.jfkc.jp/ja/news/2011/08/13.html
・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/
・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
・ビジネス日本語講義の実例
主催：特定非営利活動法人 日本語教育研究所
日時：9 月 19 日（月・祝）14:00-16:00
会場：浅松ビル 1 階会議室
http://www.npo-nikken.com/event/event11/tanaka09.html
・早稲田大学日本語教育学会 2011 年秋季大会

主催：早稲田大学日本語教育学会
日時：9 月 25 日（日）12:45-17:20
会場：早稲田大学早稲田キャンパス 22 号館２階 201・202 教室
http://www.waseda.jp/gsjal/taikai11au.html
・日本語教育学公開講座（後期）
主催：早稲田大学日本語教育研究センター
日時：後期 2011 年 10 月 15 日（土）～2012 年 1 月 28 日（土）の 12 回
会場：早稲田大学
http://www.waseda.jp/cjl/html/openlecture.html
======================================================================
【４】一般の情報
======================================================================
■１■ 情報
・平成 24 年度科学研究費助成事業が平成 23 年 9 月 1 日より公募を開始（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm
・
「平成 24 年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領等説明会」等の開催
（文部科学省研究振興局）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1310241.htm
・平成 24 年度科学研究費助成事業－科研費－（研究成果公開促進費）
「学術定期刊
行物」及び「データベース」の公募の開始及び説明会の開催（独立行政法人日本
学術振興会）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html
・
「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議」
取り纏め報告書（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/kaigi/detail/1310061.htm
・定住外国人の子どもの就学支援事業 子ども架け橋基金
22 年度補正予算施行状況（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2011/08/15/1309746_05.pdf
・2011 年度:難民高等教育プログラム
2006 年に関西学院大学（KGU）との協定で開始。2007 年より青山学院大学

（AGU）2011 年より明治大学（MU）の参加拡大。条件を満たす合計５名を
上限とし，これら大学に推薦。
http://www.unhcr.or.jp/html/2010/08/rhep.html
・平成 23 年 6 月末現在における外国人登録者数について（法務省入国管理局）
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00011.html
・
「日本再生のための戦略に向けて」
（国家戦略室）
６ページ グローバル人材育成・高度人材受入れ等，在留高度外国人材の倍増
15 ページ 外国人学生受入れ 30 万人，日本人学生等海外交流 30 万人
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/index.html
・第 101 回看護師国家試験の施行の官報公示（８月１日）
４ 受験資格
（５）外国の看護師学校を卒業し，又は外国にいて看護師免許を得た者であ
って，厚生労大臣が（１）から（３）までに掲げる者と同等以上知識及び技
能を有すると認めたもの。
（６）経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき，
日本語の語学研修及び看護導入研修を受け，かつ，研修の終了後（省略）
（７） 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき，
日本語の語学研修及び看護導入研修を受け，かつ，研修の終了後，
（省略）
（８）過去に（６）又は（７）により受験資格を認められた者。
http://kanpou.npb.go.jp/20110801/20110801g00167/pdf/20110801g001670012.pdf
・国際交流基金 震災復興

日本文化紹介派遣助成の追加公募について

東日本大震災に資する海外日本文化紹介事業に対して一部経費を助成
締切:2011 年 9 月 30 日(必着）
http://www.jpf.go.jp/j/culture/new/1107/QS_GPCP_110930.html
・
「ちひろとトットちゃん」展 (ベトナム日本文化交流センター)
黒柳徹子著『窓ぎわのトットちゃん』ベトナム語版出版を記念し，トット
ちゃんの表紙絵などに使われた，いわさきちひろさんの絵画を通じて，作
品の魅力とトットちゃんの世界を紹介。
会期:2011 年 8 月 9 日(火)～31 日（水）
http://jpf.org.vn/jp/TabId/276/ArticleId/1047/PreTabId/224/Default.aspx
・平成 24 年度笹川科学研究助成（財団法人日本科学協会）
http://www.jss.or.jp/sasagawa/index.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
・iPhone・iPad・iPod touch 向け日本語発音・会話練習用アプリケーション
「デジタル日本語会話 中国語版」
http://itunes.apple.com/jp/app/id453164249?mt=8
・教育テスト研究センター（CRET)
日本カリキュラム学会第 22 回大会 発表報告
International Meeting of the Psychometric Society(IMPS 2011)発表報告
http://www.cret.or.jp/
■２■ イベント／催事
□参加者□
・"笑いと平和"日本語・日本文化世界会議 in TOKYO
主催：特定非営利活動法人ジャパン・リターン・プログラム(ＪＲＰ）
日時：9 月 1 日（木） 17：00-19：30
会場：電通ホール（電通本社ビル 1F）
http://www.nihongo.or.jp/57_S2.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
・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/
・国立国語研究所 第 4 回 NINJAL フォーラム
「日本語文字・表記の難しさとおもしろさ」
主催：国立国語研究所
日時：9 月 11 日（日）13：00-17：00
会場：一橋記念講堂（学術総合センター）
http://www.ninjal.ac.jp
・第 28 回社会言語科学会研究大会
主催：社会言語科学会
日時：9 月 17 日（土）
，18 日（日）9：30 受付開始，10：00 発表開始
会場：龍谷大学 深草キャンパス
http://www.nkg.or.jp/kenkyu/2011/NKG110816syakaigengo.pdf
・国際交流基金 シドニー日本文化センター
日本語で茶道のワークショップ
日時:9 月 17 日(土)10:00-13:00
http://www.jpf.org.au/jpfevents/11-jcourse02/index.html
・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

・第 14 回認知神経心理学研究会
主催：認知神経心理学研究会
日時：9 月 24 日(土)・25 日(日)
会場：名古屋大学
http://cnps.umin.jp/menu/menu08.htm
・言語管理研究に関する国際シンポジウム
主催：言語管理研究会・早稲田大学共催
日時：10 月 1 日（土）-10 月 2 日（日）
会場：早稲田大学
http://www2.atword.jp/languagemanagement/
======================================================================
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 9 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

