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熊本県を中心した地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興とご安全を，お祈り申し上げます。
★☆★---------------------------------------------------------------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■ お知らせ
□１□ 2016 年度春季大会の開催報告
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/3bb031a59c02c70b05c8f6018ae02c4e.pdf
※学会ホームページ（http://www.nkg.or.jp/）からもご覧いただけます。
□２□ 第 14 回日本語教育学会賞，日本語教育学会奨励賞，
第 1 回『日本語教育』論文賞
http://www.nkg.or.jp/ippan/sho
□３□ 2017 年度上半期「支部活動」企画募集
2017 年 4 月，
「研究集会」が新しく「支部活動」に生まれ変わります。
「支部活動」では地域の実情やニーズに合わせた活動を促進するため，7 月 1 日
より 2017 年度上半期の活動企画の募集を開始します。ふるってご応募ください。

詳しくは，詳しくは，以下をご参照ください。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/shukai
問合先：支部活動委員会

shibu@nkg.or.jp

□４□ 九州・沖縄地区研究集会予稿集販売（1 部 500 円）
九州・沖縄地区研究集会は，佐賀大学で 4 月に予定通り開催されましたが，
熊本地震の影響もあり，予稿集残部をご希望の方に販売いたします。
購入希望の方は，代金として 640 円分の切手（予稿集 500 円＋国内送料 140 円）
をお送りください。折り返し発送いたします。
海外の方の送料はご相談ください。
問合せおよび切手送付先：会員サービス係 kaiin@nkg.or.jp
101-0065 千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2F 日本語教育学会
□５□ 学会ホームページ

リニューアル

スマートフォンにも対応となりました。事業説明も追加され充実した内容と
なっております。是非ご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/
・バナー広告募集
トップページへの掲載となります。1 か月からの掲載が可能です。
http://www.nkg.or.jp/banner
※掲載申込・お問合せは，office@nkg.or.jp
・情報掲載希望についてはこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/johoboshu
・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■ イベント／催事
□発表募集
□１□ 各地区研究集会
【8/5 締切】 四国地区 開催日：11 月 5 日（土）会場：高知大学
【8/8 締切】 東北地区 開催日：11 月 26 日（土）会場：東北大学
【9/11 締切】 中国地区 開催日：12 月 10 日（土）会場：山口大学

発表応募規程・用紙は全地区共有。応募先は異なるのでご注意ください。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/kitei
□２□ グローバル・ネットワーク
【7/18 締切】第十一回国際日本語教育・日本研究シンポシウム（香港）
主催：香港日本語教育研究会
日時：11 月 19 日（土）
・20 日（日）
会場：香港公開大学（銀禧学院）
http://www.ouhk.edu.hk/lipace/symposium2016
□参加者募集
□１□ 北海道地区研究集会
日時：7 月 2 日（土) 10：00-17：45 ※ワークショップのみ要事前申込
会場：北海道大学国際本部グローバル教育推進センター
ワークショップ講師：石黒圭氏（国立国語研究所）
「日本語教室のピア・リーディング－協働学習はどうすればうまくいくのか－」
プログラム http://www.nkg.or.jp/pdf/shukai/kk-16-04.pdf
発表要旨 http://www.nkg.or.jp/pdf/shukai/kk-16-04yoshi.pdf
□２□ 関東地区研究集会「実践研究フォーラム」
日時：8 月 6 日（土）
・7 日（日）※要事前申込
会場：東京外国語大学
対話型・体験型・企画セッション ８セッション
みんなの実践広場 ２６出展
実践研究フォーラム「語りの会」
パネルディスカッション
「実践研究の可能性－ことばの教育の未来を拓く－」
詳細プログラムは近日中に下記へ掲載いたします。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/forum
□３□ 教師研修
・
【残席僅か】夏季集中研修
「ワークショップデザイン入門－自立した企画者になるために－」
講師：森 玲奈氏（帝京大学高等教育開発センター）
日時：8 月 25 日（木）
・26 日（金）2 日間連続講座
会場：東京大学 駒場キャンパス KOMCEE West K303

定員：25 名 ※要事前申込，定員になり次第受付終了
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/2016summer.pdf
・
「学びの「深さ」を再考する－ディープ・アクティブラーニングを実現するために－ 」
講師：松下 佳代氏 （京都大学高等教育研究開発推進センター）
日時：9 月 3 日（土）13：00-17：00
会場：東京大学 駒場キャンパス KOMCEE West K303
定員：40 名 ※要事前申し込み，定員になり次第受付終了
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/2016deep.pdf
□４□ 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
日時：9 月 9 日（金）
・10 日（土）
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
http://bali-icjle2016.com
■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）ですので
年度前半のご入会をおすすめいたします。
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/mypage/nyukai

======================================================================
【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】
『新・はじめての日本語教育１ [増補改訂版]日本語教育の基礎知識』
高見澤孟 監修 高見澤孟，ハント蔭山裕子，池田悠子，伊藤博文，
宇佐美まゆみ，西川寿美，加藤好崇 共著

1,900 円＋税

日本語教育に最低限必要な知識をわかりやすく解説。敬語は，文化庁による
最新の分類の指針に従って新たに解説（第 6 章）
。「学習ストラテジーにて
学習者自身の学習管理方法」(第 9 章)を追加するなど増補改訂します。
詳細は後日下記に掲載いたします。
http://www.ask-books.com/books/?category_name=japanese
・
【新刊】
『新・はじめての日本語教育２ [増補改訂版]日本語教授法入門』
高見澤孟 著・監修 1,900 円＋税
日本語の指導法を学習者のレベル別にわかりやすく解説。2010 年改訂の日本
語能力試験の最新情報を追加しました。さらに最新の教授法や「内容重視の
教授法」
「協働言語学習法」
「タスク重視の言語教授法」を反映します。
詳細は後日下記に掲載いたします。
http://www.ask-books.com/books/?category_name=japanese
□くろしお出版
・
【新刊】
『日本語教師のためのＣＥＦＲ』
奥村三菜子/櫻井直子/鈴木裕子 編
2,000 円＋税 6 月発売
CEFR の理論を Q&A で紹介する第一部と，実践例を紹介した第二部から成る入門書。
http://goo.gl/xh7AJG
・
【新刊】
『The Great Japanese 30 の物語 中上級 ―人物で学ぶ日本語』
石川智 著 2,000 円＋税 6 月発売
著名な日本人 30 人の物語を通して，日本文化や社会問題などを学ぶ読解教材。
http://goo.gl/VJbNMc

□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『みんなの日本語 初級 I 第２版 教え方の手引き』
スリーエーネットワーク 編著 2,800 円＋税
『みんなの日本語 初級Ⅰ 第２版』を使って教える人のための指導書です。
第１部では,各課の構成と内容,基本的な授業の進め方などについて,第２部では,
各課の教え方を具体的に紹介しています。付属 CD-ROM には,練習 C・会話のイラスト
など収録。
http://www.3anet.co.jp/ja/5584/
・
【新刊（一般書）
】
『日英対訳 外国人をサポートするための生活マニュアル
役立つ情報とトラブル解決法 第 3 版《デジタル版》
』
特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク 編 希望小売価格：1,500 円+税
2007 年発行の同名書籍の第 3 版です。2012 年 7 月から完全に施行された改定入管法を始め，
2010 年秋以降の主な法制度の変更を反映しました。外国籍住民の生活相談に乗っている
日本人向けに役立つ情報を掲載しています。
http://www.3anet.co.jp/ja/5713/
・
【近刊】
『みんなの日本語 中級 II 標準問題集』
スリーエーネットワーク編著 900 円＋税 / 7 月発売予定
『みんなの日本語 中級Ⅱ』に準拠した問題集です。『みんなの日本語 中級Ⅱ』各課の構成
に沿った各課４頁の練習問題，3 課ごとのまとめの復習問題、最後に 13 課～24 課の総まとめ
の問題があります。
http://www.3anet.co.jp/ja/5634/
□凡人社
・
【新刊】教えよう 日本語―考え続ける日本語教師になるためのタスク―
河野俊之，橋本ゆかり 著
定価 1,400 円+ 税 好評発売中
http://goo.gl/rrD9cd
・
【新刊】日本語プロフィシェンシー研究 第 4 号
日本語プロフィシェンシー研究会 編
定価 2,000 円+ 税 好評発売中
http://goo.gl/6pHRbs

■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。
・初級を教えるコツとポイント１
講師：早稲田大学講師・塩崎紀子
学習者にとってわかりやすく，知的興味が持て楽しく学べる授業とはどんなものか。
初級前半段階における基礎的な教授方法を，実践的に紹介します。
日時：7 月 9 日,16 日,23 日,30 日,8 月 6 日（土）15：30-17：30
受講料：一般 21,600 円

定員：35 名

朝日カルチャーセンター会員 18,360 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/c9e299fd-46a8-9b9d-e8bc-571847f66566
・初級を教えるコツとポイントⅡ
講師：早稲田大学講師・塩崎紀子
学習者にとってわかりやすく，知的興味が持て楽しく学べる授業とはどんなものか。
初級後半段階の導入方法と練習の仕方，授業の進め方を具体的に紹介します。
日時：8 月 27 日,9 月 3 日,10 日,17 日,24 日,10 月 8 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/6b0e87e8-f6b9-581b-1ce9-57184a1f9be7
・日本語教育能力検定試験対策講座Ⅱ
講師：神田外語大学講師・小林ひとみほか
日本語教育能力検定試験の幅広い出題範囲の中から，
「言語教育法・実技（理論編）
（実践編）
」，
「言語理解の過程」
，
「言語習得・発達」
，「記述対策」，
「評価法」
の項目を中心に学習します。
日時：7 月 16 日,23 日,30 日,8 月 6 日,20 日,27 日（土）13：00-15：00 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/6aa57b1c-37b2-fa2e-12a3-5718548e927c
□アスク出版
・
「初級学習者のための効果的な漢字の指導と実践」
～『PRACTICAL KANJI 基礎 500 漢字』を使って～
楽しく漢字が学習できるよう工夫をし作成した本テキストの使い方をご紹介
します。初級学習者のための効果的な読み書き，さらに音を覚える工夫を凝

らした本書の使い方をご説明しながら，漢字指導の悩みや役立つノウハウを
皆さんと共に共有したいと思います。
講師：戸田佐和，滝本いづみ，石田英子
公益社団法人国際日本語普及協会(AJALT)所属講師
日時：7 月 23 日（土）14:30－15:30（受付 14:00～）
会場：凡人社麹町店（千代田区平河町 1-3-13）
参加費：無料 定員：20 名（要予約，先着順）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
□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」詳細はこちら＞＞＞
http://ec.alc.co.jp/course/n1/?utm_source=NKG1607&utm_medium=email&utm_campaign=N1
・ACTFL-OPI 試験官養成ワークショップ
日本語教師の方を対象とした ACTFL-OPI 試験官養成の 4 日間のワークショップ
のご案内です。12 月に開催予定です。
この 4 日間の経験で，日本語教師としての専門性をより高めてみませんか。
⇒「ACTFL-OPI 試験官養成ワークショップ」詳細はこちら＞＞＞
http://www.alc.co.jp/jpn/article/seminar/2016opi/?utm_source=NKG1607&utm_medium=email&ut
m_campaign=OPI
□インターカルト日本語学校
・日本語教師用電子教材体験イベント
iPhone，iPad 上で簡単に操作できるタッチ教材の体験イベントです。
第 1 部：
「Magic Kit」に触れながら，実際の授業でどのように活用できる
かを体験していただきます。
第 2 部：教材作成アプリ「Finger Board」を使い，魅力的な授業を行うため
の電子教材を作成します。
料金：第 1 部無料，第 2 部 2,000 円
日程：7 月 2 日（土）東京， 3 日（日）郡山，9 日（土）札幌，10 日（日）東京

時間：第１部 10：30-12：30／第 2 部 13：30-15：30
主催：インターカルト EdTech センター
E-mail：fingerboard@incul.com

電話：0120-205-874

http://fingerboard-app.com/magickit/events.html
□一般財団法人 海外産業人材育成協会（HIDA）
・
【原稿締切 7/20】
第 5 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」
コンテスト出場者募集／協賛・後援募集中
開催日：9 月 3 日（土）
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）
コンテスト出場資格：現在日本国内で看護職・介護職（候補者を含む）と
して働いており，日本語を母語としない方
スピーチ内容：外国人から見た日本の看護・介護について
※コンテスト出場者旅費は HIDA 負担，出場者全員に商品券を差し上げます。
http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/nihongo/sp2016/index.html
□公益社団法人 国際日本語普及協会（AJALT)
・AJALT の著作教材を活用した日本語教師のための教え方講習会
日時：7 月 16 日～9 月 3 日毎週（土）各講座 13:00-17:15（含休憩）
受講料：各講座 10,800 円（税込）テキスト割引あり
全 8 講座（1 講座からお申込み可）
経験豊富な講師が少人数制で，実践例とともに対象別コースデザイン
の秘訣をお伝します。
講座内容：社会人一般（初級）
『Japanese for Busy PeopleⅠ，Ⅱ，Ⅲ』
ビジネスパーソン（中上級）
『Japanese for Professionals』
海外や外国人学校で学ぶ年少者『Japanese for Young People』
日本の小学校で学ぶ年少者『かんじだいすきシリーズ』
『Japanese for YoungPeople』
留学生・会社員として働く外国人『1 日 10 分のシャドーイング！就活・仕事
のにほんご会話』
技能実習生や現場で働く外国人『あたらしいじっせんにほんご』
http://www.ajalt.org/teach/teacher/
□スリーエーネットワーク
・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－in 福山
日時：7 月 23 日(土) 14：00-16：00（受付開始 13：30）
会場：福山 YMCA 国際ビジネス専門学校 （広島県福山市西町 2 丁目 8-15）
講師：小山悟（九州大学 留学生センター 准教授）
定員：50 名（先着順。定員になり次第締切），無料
協力：福山 YMCA 国際ビジネス専門学校，大谷書店
http://www.3anet.co.jp/events/5682/
□学校法人長沼スクール 東京日本語学校
・OJAD(Online Japanese Accent Dictionary)とそれを用いた音声指導
講師：峯松 信明 教授（東京大学大学院工学系研究科）
日時：7 月 15 日（金）15:00-17:00
会場：(学)長沼スクール東京日本語学校 ２号館３階 PC 室
定員：30 名（先着順）
参加費：無料！ ※お席の都合上，お申し込みが必要です。
詳細，お申し込み方法はこちらから。
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/OJAD_Naganuma160715.pdf
・日本語教師夏季集中セミナー
http://www.naganuma-school.ac.jp/jp/japanese_teachers.html
◆日英対照言語講座「日本のことはマンガとゲームで学びました」
講師：ベンジャミン・ボアズ(慶應義塾大学訪問研究員/クールジャパン・アンバサダー)
日時：8 月 16 日(火)18:00-21:10
◆日モ対照言語講座「モンゴル民族のくらしの中のしきたりと言語表現の特徴」
講師：温品廉三(東京外国語大学)
日時：8 月 18 日(木)18:00-21:10
◆協働の学びの場のデザイン―ピア・リーディング入門
講師：舘岡洋子(早稲田大学大学)
日時：8 月 15 日(月)9:20-16:45
◆実感！音声学
講師：川原繁人(慶應義塾大学)
日時：8 月 16 日(火)9:20-16:45
◆敬語コミュニケーション教育を考える
講師：坂本惠(東京外国語大学)
日時：8 月 17 日(水)9:20-16:45
◆ICT を活かして授業をインタラクティブに

（午前）学習者の視点で ICT 授業を体験しよう
（午後）教師の視点から ICT 活用を考えよう
講師：山田智久(北海道大学)
日時：8 月 18 日(木)9:20-16:45
◆「文脈化」
・
「個人化」で完全制覇! 日本語教師のための初級文法
（午前）
「文脈化」の文法指導
（午後）
「個人化」の表現指導
講師：川口義一（言語・生活研究所代表/早稲田大学名誉教授）
日時：8 月 19 日(金)9:20-16:45
□公益財団法人 日本国際教育支援協会
・平成 28 年度日本語教育能力検定試験【出願受付中】
試験日：平成 28 年 10 月 23 日（日）
出願期間：平成 28 年 6 月 20 日（月）～8 月 8 日（月）当日消印有効
受験案内（出願書類付）は全国主要書店にて発売中
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
□凡人社
・凡人社麹町店店頭イベント
音声教育の実践 ～アクセント、文末イントネーションの教え方～
日時：7 月 9 日（土）14:30-16:30（受付開始 14:00）
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区）
講師：河野俊之氏，西村裕代氏
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・日本語サロン研修会＠名古屋
生きた素材による日本語教育
～『日本語なりきりリスニング』を中心に～
講師:鎌田修氏, 奥野由紀子氏, 金庭久美子氏, 山森理恵氏
日時:7 月 30 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場:ECC 日本語学院名古屋校（名古屋市中区）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
・2016 年度 8 月九日連研修会
教材から教案を考える
講師:横溝紳一郎氏, 小山暁子氏

日時:8 月 27 日（土）13:30-16:30（受付開始 13:00）
会場博多バスターミナル大ホール（福岡市博多区）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
======================================================================
【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
【文化庁】
・平成 28 年度文化庁における日本語教育関連事業 年間予定
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoiku_yotei/
・
【7/19 締切】平成 28 年度被災地における方言の活性化支援事業募集案内
http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/h28_hisaichi_hogen.html
【文部科学省】
・小学校等の課程を修了していない者の中学校等入学に関する取扱いについて
（通知）28 初初企第 7 号平成 28 年 6 月 17 日
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1372591.htm
【総務省】
・平成 28 年熊本地震の被災地で「外国語」でお困りのみなさんへ
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000215.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

・国際交流基金 文法を楽しく：
『表現意図 -とき(1)-』
（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/201606.html
・国際交流基金『ウェブサイト「みんなで聞こう 日本の歌」を公開しました！』
（国際交流基金関西国際センター）
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201606.html
・国立国語研究所 日本語学習者コーパス「多言語母語の日本語学習者横断コーパス
（I-JAS; International corpus of Japanese As a Second language）
」第一次データ公開
12 の異なった母語（中国語・英語・韓国語・仏語・独語・露語・タイ語・
ハンガリー語・スペイン語・ベトナム語・トルコ語・インドネシア語）の海外
における日本語学習者 15 名ずつ，および国内の日本語学校で学ぶ学習者，国内
で就労しながら日本語を学ぶ学習者 15 名ずつ，計 210 名の発話スクリプトと音声
および作文（任意）のデータ，また同タスクを実施した日本語母語話者 15 名の
データも同時公開。
https://ninjal-sakoda.sakura.ne.jp/lsaj/
・第 12 回 博報財団「国際日本研究フェローシップ」応募受付開始
第 12 回より受入機関に国際交流基金が追加されました。
http://www.hakuhofoundation.or.jp/program/tabid/153/Default.aspx
■２■ イベント／催事
□発表募集
・
【7/22 締切】日本語用論学会第 19 回年次大会
http://pragmatics.gr.jp/?page_id=88
・
【7/29 締切】2016 年キルギス日本語教育夏季セミナー
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/20160601kirugisu.pdf
・
【8/10 締切】第 27 回第二言語習得研究会（JASLA）全国大会
http://jasla.sakura.ne.jp/doc/2016_oubo.pdf
・
【10/30 締切】CASTEL/J 2017 IN WASEDA
http://castel-j.org/

□参加募集
・第 15 回 対照言語行動学研究会（7 月 2 日）
https://sites.google.com/site/taishogengokoudou/announcement
・第 25 回小出記念日本語教育研究会（7 月 2 日）
http://koidekinen.org/
・2016 年度天理台湾学会第 26 回研究大会（7 月 2 日）
http://www.tenri-u.ac.jp/tngai/taiwan/
・第 20 回 AJE ヨーロッパ日本語教育シンポジウム・
第 5 回 AIDLG イタリア日本語言語学・日本語教育学会（7 月 7 日-9 日）
http://www.eaje.eu/
・言語文化教育学会（JATLaC）2016 年度公開シンポジウム（7 月 9 日）
http://www.waseda.jp/assoc-JATLaC/event/index.htm
・言語教育の「商品化」と「消費」を考えるシンポジウム IN 香港
（7 月 16 日・17 日）
https://sites.google.com/site/researchseminar03/
・NIHON MURA×さんぽう「日本語教師・職員」採用合同説明会 in 東京
（7 月 16 日）
http://job.nihonmura.jp/20160716.html
・NIHON MURA×さんぽう「日本語教師・職員」採用合同説明会 in 大阪
（7 月 23 日）
http://job.nihonmura.jp/20160723.html
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 36 回研究会（7 月 23 日）
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
・特定非営利活動法人日本語教育研究所（7 月 23 日）
うごく・みる・つくる・ほめる 年少者への日本語教育を体験しよう
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/16061ugoku.pdf

・特定非営利活動法人国際日本語研修協会 IJEC
第 6 回日本語教師採用合同日本語学校説明会（7 月 27 日大阪，30 日東京）
http://www.ijec.or.jp/c_event/6994
・NPO 多言語多読 第 29 回「多読授業とリライト」入門講座（7 月 30 日）
http://tadoku.org/seminar/2016/04/28/2882
・北海道大学国際本部グローバル教育推進センター
第 31 回日本語・日本語教育研修会（8 月 6 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/160614hokudai.pdf
・第 34 回開発教育全国研究集会（8 月 6・7 日）
http://www.dear.or.jp/zenken2016/index.html
・母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究会 2016 年度研究大会
（8 月 8・9 日）※詳細は近日中に下記に掲載される予定です。
http://mhb.jp/
・マダガスカル日本語教師会 第四回東アフリカ日本語教育会議
（8 月 12～14 日）
http://e-nihon.net/jaltak/
・CAJLE2016 年次大会「グローバル時代の日本語教育―つながる教育とは」
（8 月 17 日・18 日）
http://www.cajle.info/programs/cajle2016/
・一般財団法人日本語教育振興協会 平成 28 年度日本語学校教育研究大会
（プレセッション 8 月 22 日，本大会 8 月 23・24 日）
http://www.nisshinkyo.org/news/convention.html
・スポーツ言語学会第 3 回総会・学会大会（8 月 27 日）
http://society-sports-language.weebly.com/
・日本第二言語習得学会 環太平洋第二言語研究フォーラム 2016（PacSLRF2016）
（9 月 9～11 日）
http://www.j-sla.org/pacslrf/jp/

======================================================================
【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。
・日本語を母語としない子ども向けにオンライン授業を配信
（5 月 31 日 ＩＣＴ教育ニュース）
http://ict-enews.net/2016/05/31npo-ysc/
・日イの言語教育を探る ダルマプルサダ大でシンポ
（6 月 4 日 じゃかるた新聞）
http://www.jakartashimbun.com/free/detail/30188.html
・静岡 外国人の子どもの日本語教育 現状探る（6 月 6 日 中日新聞）
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20160606/CK2016060602000098.html
・
《Scene ぐんま》子ども日本語教室 多方面から親子支援
（6 月 12 日 上毛新聞ニュース）
http://www.jomo-news.co.jp/ns/2514656574803592/news.html
・外国人に日本語教室 義務教育年齢超え来日の１６?１９歳
生きる力，身につけて ／静岡（6 月 15 日 毎日新聞）
http://mainichi.jp/articles/20160615/ddl/k22/040/093000c
・小学校未卒でも中学へ 文科省，虐待や無戸籍など対象（6 月 17 日 朝日新聞）
http://www.asahi.com/articles/ASJ6K42SKJ6KUTIL015.html
・海外邦人 131 万人の子供は現地校？日本人学校？（6 月 18 日 毎日新聞）
http://mainichi.jp/premier/business/articles/20160617/biz/00m/010/004000c
・日本留学の成果は日本企業で発揮 拓殖大学が留学生就業支援プログラムを開始
（6 月 21 日 大学プレスセンター）
http://www.u-presscenter.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=9728

・
「できる子」を伸ばす教育に力 教育再生実行会議を受けて
（6 月 22 日 産経ニュース）
http://www.sankei.com/life/news/160622/lif1606220024-n1.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＞ 2016 年 7 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

