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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。
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【１】学会情報：研修会・研究会・催事・入会案内等
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 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
・教師募集情報 http://www.nkg.or.jp/boshu
研究怪情報 http://www.nkg.or.jp/kenkyukai
旧ホームページにブックマークをされている方は，ご変更ください。
最新情報は上記ページへ掲載しています（週１回更新）。
・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
□投稿募集
□１□ 学会誌『日本語教育』166 号（2017 年 4 月発行予定）投稿募集
投稿締切：9 月 1 日（木）※E メール投稿は同日 15 時（日本時間）必着。
投稿規程等 http://www.nkg.or.jp/kenkyusha/faq
□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
□参加者募集
□１□【本日 8/1 参加申込締切】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－」
http://www.nkg.or.jp/jissensha/forum
□２□ 教師研修
・
「反転授業－効果について考える－」
講師：森 朋子氏（関西大学）
日時：10 月 22 日（土）13：00-17：00
会場：早稲田大学早稲田キャンパス予定
定員：40 名 ※要事前申込，定員になり次第受付終了
※詳細は近日中に下記に掲載予定です。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/kyoshikenshu
・
「読解の科学－第二言語読解の基礎的理解と教育への応用をめざして－」
講師：山下 淳子氏（名古屋大学）
日時：11 月 12 日（土）10：00-17：00

会場：政策研究大学院大学 5 階講義室 M
定員：60 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/2016/07/2016dokkai.pdf
□３□ 2016 年度秋季大会開催予告
日時：10 月 8 日（土）
・9 日（日）
会場：ひめぎんホール（愛媛県・松山市）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/07/yokoku-16autumn.pdf
■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。
・
【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。
・
【新刊】
『PRACTICAL KANJI 基礎 500 漢字 Vol.2』
公益社団法人国際日本語普及協会（ALALT） 著
AB 判 280 頁(別冊解答 36 頁） 予価 2,600 円＋税
本巻（250 字）と Vol.1（250 字）で約 2,000 語，N4 から N5 レベルの漢字をカバ
ー。場面や文脈の中で漢字が示されることで，漢字と意味が結びつき，語彙
を効率よく増やせます。CD-ROM が付属，英語・ベトナム語訳付。
上記書籍の詳細情報は 8 月下旬に下記に掲載予定です。
http://www.ask-books.com/books/?category_name=japanese
□くろしお出版
・
【新刊】リテラシーズ叢書 6
『市民性形成とことばの教育 ―母語・第二言語・外国語を超えて』
細川英雄/尾辻恵美/マルチェッラ・マリオッティ 編
2,800 円＋税 8 月発売
人がことばを使って社会の中で生きていくことの意味を追求。
http://goo.gl/HOSdYD
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『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
『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/
・
【近刊】
『新完全マスター単語 日本語能力試験 N3 重要 1800 語』
石井怜子 監修

斎藤明子・小谷野美穂・鈴木英子・山崎洋子・青柳方子・王亜茹・

大野純子・木村典子・塩田安佐・田川麻央・森田亮子・守屋和美・米原貴子 著
1,600 円＋税/8 月発売予定
初級の学習を終えて，語彙力をもっと伸ばしたい中級学習者のための単語帳です。
品詞やカテゴリに分けて提示し，文章のページでは，学習した単語の確認ができます。

英語，ベトナム語訳付き。MP3 音声はウェブよりダウンロード可能です。
http://www.3anet.co.jp/ja/5740/
□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Ⅲ
講師：
（有）言語デザイン研究所代表理事・泉 均ほか
日本語教育能力検定試験の幅広い出題範囲の中から，
「日本語の構造ー文法・意味」
，
「日本語の構造ー音声。音韻」の項目を中心に学習します。
日時：9 月 3 日,10 日（土）13：15-15：15 ,9 月 17 日，24 日（土）13:00-15:00 定員：35 名
受講料：一般 17,280 円 朝日カルチャーセンター会員 14,688 円
https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/9db105fb-e716-c5c5-6bd0-571854c69225
・中級日本語マスター類義表現を中心に
講師：一橋大学准教授・太田陽子
中級の文法項目の全体像を概観しつつ，類義表現を中心にその指導法を考えます。
日時：9 月 6 日,13 日（火）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/2d7345fe-c16b-5c44-72f3-571865b0a61b
□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=NKG1608&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=NKG1608&utm_medium=email&ut
m_campaign=OPI
□一般財団法人 海外産業人材育成協会（HIDA）
・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」
観覧申込受付中（無料）
日時：9 月 3 日（土）13：00-16：00
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）
看護・介護現場で働く人を対象として，
「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」を開催します。ぜひ会場にお越しになり，
出場者のスピーチをお聞きください。皆様のご参加をお待ちしております。
http://www.hidajapan.or.jp/jp/project/nihongo/sp2016/index.html
□インターカルト日本語学校
・日本語教育能力検定試験対策コース
9 月 10 日から 10 月 8 日までの全 5 回の検定対策コース，過去 3 年間の試験問題か
ら頻出の最重要項目を抽出し，徹底攻略します。試験一ヶ月前の直前対策に
ぴったりの講座です。PC でもタブレットでも受講可能な通信コースと通学コ
ースの 2 コースがありますのでご都合に合わせてお選びいただけます。通信
コースには授業の録画機能がついていますので繰り返し何度も見て勉強する
ことが可能です。

問合先：インターカルト日本語学校日本語教員養成研究所
E-mail: yosei@incul.com

電話：03-5816-5019

http://www.incul.com/jp/yosei/test_preparation.php
□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：8 月 6 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：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/
□公益財団法人 国際文化フォーラム
・
【東北地方初】日本語教育における「外国語学習のめやす」研修会参加者募集
主催：宮城学院女子大学日本語教員養成課程
日時：10 月 29 日（土）10:00-16:00（9：30 受付開始）
会場：宮城学院女子大学 C203（第一部），K209（第二部）
http://www.tjf.or.jp/meyasu/support/topics/post-24.php
・身近なものでアート vol.1「捨てられるものからアートを生み出す」公開！
（
『My Way Your Way』より）
身近なトイレットペーパーの芯を使って，ペーパーアート創作を行っている
山田ゆかさん。
「リサイクルアート」にかける思いとは。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/09/post-21.php
□学校法人長沼スクール 東京日本語学校
・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【出願締切迫る！】
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
教材説明会『話す・書くにつながる！ 日本語読解』
主催：凡人社・アルク
日時：8 月 6 日（土）13:30-16:00（受付開始 13:00）
会場：凡人社麹町店（東京都千代田区）
講師：山中みどり氏，小野恵久子氏，大久保伸枝氏
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」
主催：九州日本語教育連絡協議会 共催：アルク・凡人社
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
・日本語教材まつり 2016 in 大阪
「日本語能力試験 N3 をしっかり理解する，日本語能力試験 N3 とがっつり向き合う」
主催：アルク・スリーエーネットワーク・凡人社
講師:横溝紳一郎氏, 小山暁子氏，西川寛之氏，石井怜子氏
日時:9 月 3 日（土）10:00-16:30（受付開始 9:30）
会場：ＴＫＰ新大阪カンファレンスセンター（大阪市淀川区）
定員：150 名（先着順。定員になり次第締切）
参加費：1,000 円（税込）
対象：日本語教育に興味のある方（ボランティア，日本語教師，養成講座受講生など）
http://www.bonjinsha.com/wp/event
□公益財団法人ラボ国際交流センター
・東京言語研究所開設 50 周年記念セミナー
日時：9 月 3 日（土）13:00－20:30，4 日（日）10:00－16:10
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
http://www.tokyo-gengo.gr.jp/
======================================================================
【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/
【大学改革支援・学位授与機構 研究開発部】
・平成 27 年度文部科学省先導的大学改革推進委託事業
我が国における大学教育の分野別質保証の在り方に関する調査研究報告書
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/project/__icsFiles/afieldfile/2016/07/14/no09_nr16-0714.pdf

・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の
一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について
（問合先：法務省入国管理局参事官室）
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130101&Mode=2
======================================================================
【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
・国際交流基金関西国際センター
学びと出会いの場「JF にほんご e ラーニングみなと」
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201607.html
・博報財団「国際日本研究フェローシップ ニュースレター 第 3 号」発行
http://www.hakuhofoundation.or.jp/Portals/0/images/pdf/fellowshipnewsleuuer_vol3.pdf
・一般財団法人日本消防設備安全センター
『
「やさしい日本語」を使った火災時の館内放送』
https://www.fesc119.net/media/public/kannaihousou2.pdf
■２■ 賞・助成等
・
【10/31 締切】第 12 回 博報財団「国際日本研究フェローシップ」
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
・
【10/31 締切】平成 28 年度（第 11 回）漢検漢字文化研究奨励賞
http://www.kanken.or.jp/project/investigation/incentive_award.html
・平成 29 年度笹川科学研究助成
【10/14 締切】学術研究部門（大学院生・35 歳未満の若手研究者）
【11/15 締切】実践研究部門（教員，博物館，NPO などに所属している者）
http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/

■２■ イベント／催事
□発表募集
・
【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
・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
・大阪 YWCA 日本語教師会

夏の日本語教育セミナー（8 月 6 日）

http://osaka.ywca.or.jp/other/japanese/japanese_education-summer.html
・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
・NPO 多言語多読第 5 回「多読支援セミナー～多読支援の落とし穴」
（8 月 7 日）
http://tadoku.org/seminar/2016/06/11/3200
・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）
http://mhb.jp/archives/688
・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/
・2016 年キルギス日本語教育夏季セミナー（8 月 19 日・20 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/20160601kirugisu.pdf
・OJAD とそれを用いた音声指導（8 月 20 日他，別日程・会場での開催あり）
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/~mine/OJAD/OJAD_Nagasaki20160820.pdf

・学校法人大原学園介護の日本語ワークショップ（8 月 20 日，27 日，9 月 3 日）
http://www.o-hara.ac.jp/best/nihongo/pdf/1608_ja-kaigo.pdf
・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/
・国立国語研究所シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅰ（9 月 1 日）
http://pj.ninjal.ac.jp/conversation/event/sympo1.html
・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/
・カイ日本語スクール養成講座「実践力プラス・秋の講座」
（9 月 17 日～10 月 15 日）
http://www.kaij.jp/yousei/jissenryokuplus.html
・第 13 回筑波大学応用言語学研究会（9 月 24 日）
http://www.lingua.tsukuba.ac.jp/ooyoo/
・第 47 回日本語教育方法研究会（9 月 24 日）
http://jlem-sg.org/
・国際表現言語学会(IAPL）第 7 回大会（10 月 1 日・2 日）
http://web.uvic.ca/~hnserc/IAPL/indexJ.htm
・日本教育アクション・リサーチ・ネットワーク第 6 回全国大会＠fukuoka
（10 月 9 日）
https://sites.google.com/site/jearnhome/home
======================================================================
【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。
・後発中国に抜かれたバングラデシュの日本語人気（6 月 28 日 JBPRESS）

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47188
・定住外国人受け入れ，政府は明確な理念示せ
（7 月 1 日 日経ビジネスオンライン）
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/021900010/062900017/
・外国人の子どもへ 遅れる日本語教育（7 月 4 日 東京新聞）
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016070402000123.html
・フォースバレー アジア６カ国に日本語教育拠点（7 月 17 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04958000X10C16A7TJE000/
・留学生らの日本語教育などで協力 岡山県立大と岡山外語学院が協定
（7 月 20 日 山陽新聞）
http://www.sanyonews.jp/article/384682/1/
・日本語学校に認可抹消基準新設へ 「留学生 30 万人」で質確保
（7 月 20 日 共同通信）
http://this.kiji.is/128436046111916041?c=110564226228225532
・奥多摩町 廃校を日本語学校に 定住化促進／東京
（7 月 21 日 毎日新聞地方版）
http://mainichi.jp/articles/20160721/ddl/k13/010/101000c
=====================================================================
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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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
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