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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
http://www.nkg.or.jp/
5 月から暫定的に残していた旧アドレスのページを 9 月末に削除しました。
ブックマークをされていた方は、ご変更ください（旧ページの内容は、
トップ上部のリンクから見られますが，こちらは更新されません）
。
・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
研究会情報 http://www.nkg.or.jp/kenkyukai
週 1 回更新です。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□ バリ国際大会終了・予稿集公開
9 月 9 日・10 日にインドネシア・バリにて行われた国際大会 2016Bali ICJLE は
無事終了いたしました。予稿集が公開されましたのでお知らせいたします。
http://bali-icjle2016.com/proceeding/
次回の国際大会は 2018 年 8 月にイタリア・ヴェネツィアにて開催予定です。
■２■ イベント／催事
□発表募集
□１□【11/10 締切】関西地区研究集会発表募集（口頭発表のみ）
開催日：2017 年 3 月 11 日（土）会場：大阪ＹＭＣＡ国際専門学校
発表応募規程・用紙はこちらから
http://www.nkg.or.jp/jissensha/kitei
□２□【予告】2017 年度大会および支部活動発表規程
2017 年度からの日本語教育学会催しでの研究発表について，発表規程
が変更になっておりますのでご注意ください。2017 年度春季大会と
九州・沖縄地区支部集会の発表応募締切は 2017 年 1 月 5 日 17 時 E-mail 必着
です。なお，これから新規入会をしてご応募をお考えの方は必ず 12 月 19 日
までに入会手続きを行ってください。入会案内は■３■へ
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/2017happyo-0105.pdf
□３□【予告】大会・支部集会発表応募支援「おせっかい侍」
上記の新発表規程にあわせ，チャレンジ支援委員会では，委員が「おせっ
かい侍」となって，応募書類をチェックし，応募書類を客観的に見直す
「おせっかい」をいたします。対象者や応募方法などはこちらから
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/2016osekkai.pdf
□参加募集
□１□ 2016 年度秋季大会
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）
事前予約不要，当日直接会場にお越しください。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikai
□２□ 秋季大会チャレンジ支援「ぷらさ da わかば」センパイリスト公開
学生や日本語教育経験の浅い方，大会参加初心者など「わかば」な方を
対象に以下を実施いたします。
・受付横に併設する「わかば・コンシェルジュ」
・大会参加オリエンテーション「わかばさんいらっしゃい」
・センパイと１対１で 40 分間対話をする「ぷらさ da わかば」
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/2016autumn_wakaba.pdf

□３□ 四国地区研究集会
日時：11 月 5 日（土）13：00-17：00
会場：高知大学 朝倉キャンパス 共通教育棟 3 号館
参加費無料，事前予約不要。当日直接会場にお越しください。
講演「台湾の日本語教育事情から学ぶ
―国際医療翻訳・通訳のための人材育成を例にして―」
講師：頼 振南 氏(台湾日本語文学会理事長，台湾・天主教輔仁大学
外国語学部長・日本語学科教授）
プログラム http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/kk-16-06.pdf
発表要旨 http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/kk-16-06yoshi.pdf
□４□ 教師研修
・
【10/10 締切】
「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
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/08/2016hanten.pdf
・
「日本語教育クリティカルシンカー論（仮題）」
講師：道田 泰司氏（琉球大学）
日時：12 月 4 日（日）9：30-16：30
会場：東京外国語大学
定員：40 名 ※要事前申込，定員になり次第受付終了
詳細は決定次第，ホームページに掲載します。
□５□ 公開講座「考える力を育てる授業づくり」
講師：道田 泰司氏（琉球大学）
日時：12 月 3 日（土）15：00-17：00
会場：東京外国語大学
定員：100 名 ※要事前申込，定員になり次第受付終了
※日本語教育学会関係者に限らず一般の方のご参加を歓迎いたします。
詳細は決定次第，ホームページに掲載します。
■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，下記よりダウンロードしてください。
http://www.nkg.or.jp/mypage/nyukai
＜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。
======================================================================
【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】
『PRACTICAL KANJI 基礎 500 漢字 Vol.2』
公益社団法人 国際日本語普及協会（AJALT）著 2,600 円＋税
基礎 500 漢字の第 2 巻目。Vol.1 と本書で N5，N4 レベルの漢字がカバー。場面
や文脈の中で漢字が示されることで，意味と結びつき，語彙を効率よく増や
せます。漢字練習シートで単漢字の書き練習も可能。赤シート付き。
http://www.ask-books.com/books/?p=7296
・
「日本語総まとめシリーズ」 http://www.ask-books.com/?p=71
◆【新刊】
『日本語総まとめ N2 漢字 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,200 円＋税

1 日見開き 2 ページの学習し易いレイアウトで，739 字（約 2200 語）を約 8 週間
で学習。各週 7 日目は試験形式に合わせた実戦問題に取り組む構成で，試験に
必要な知識とスキルを強化します。英・ベトナム語の翻訳付き。
◆【新刊】
『日本語総まとめ N2 読解 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,200 円＋税

左側に学習項目，右側に練習問題を配置した学び易いレイアウト。意見文や
説明文の読解テクニックを 6 週間で学習します。新聞記事やエッセイなど様々
なタイプの文章をご用意しました。英・ベトナム語の翻訳付き。
◆【新刊】
『日本語総まとめ N3 聴解 ≪英語・ベトナム語版≫』
佐々木仁子・松本紀子 著

1,600 円＋税

聞き間違えやすい発音（種類と書類など）や文法（受身，使役等）の聞き取
りで，聴解分野の準備と対策をします。日常生活でよく聞く語彙表現をタイ
プ別に整理，試験と同形式の問題を多数収録。英・ベトナム語の翻訳付き。
□くろしお出版
・
【新刊】
『人とつながり，世界とつながる日本語教育』

トムソン木下千尋 編
2,600 円＋税
日本語教育国際研究大会 2014 の成果をもとに，これからの方向性を描く。
http://www.9640.jp/book_view/?707
・
【新刊】現場に役立つ日本語教育研究 2
『ニーズを踏まえた語彙シラバス』
森篤嗣 編
2,400 円＋税
客観的データを分析し、各ニーズに最適な語彙シラバスを提案。
http://www.9640.jp/book_view/?715
□ジャパンタイムズ
・
【新刊】
『KANJI PUZZLES & QUIZZES 漢字パズル＆クイズ』
青山美佳 著 1,200 円＋税
日本語能力試験 N2・N3 レベルの漢字を中心に，楽しみながら文字や語彙へ
の知識を増やす。６つの熟語に共通する１文字を考えるパズルや，食べ物
や行事など日本文化に関するクイズなど，さまざまなパターンの 88 問とコ
ラム 8 本を収録。
http://bookclub.japantimes.co.jp/id/978-4-7890-1652-0
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『日本語教育のスタートライン 本気で日本語教師を目指す人の
ための入門書』
荒川洋平著 2,500 円＋税 / 10 月発売予定
日本語教育に一歩足を踏み込もうとしている人，踏み込んだばかりの人向
けの日本語教育に関する基礎知識が体系的に学べる一冊です。わかりやす
い切り口で読み通すことができ，より深く学びたい人のための「良書案内」
も掲載しています。
http://www.3anet.co.jp/ja/5773/
・
【近刊】
『日本語教師のための 入門言語学 －演習と解説－』
原沢伊都夫著 1,800 円＋税 / 10 月発売予定
「言語学」は日本語教育能力検定試験の出題範囲にも含まれ，中でもとり
わけ“難しい”分野だと言われています。本書では，
“難しい”とされる
言語学の理論を、身近な日本語を例に易しく解説しています。
http://www.3anet.co.jp/ja/5795/
・
【新刊】
『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

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てあり，文章のページでは，学習した
単語の確認ができます。英語，ベトナム語訳付きで，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/
□大修館書店
・
【新刊】
『にほんご多読ブックス vol. 1～6』
NPO 多言語多読 監修
Ａ5 判・各分冊 16～52 頁・4～7 冊函入り
本体価格 2,400 円+税（vol. 1, 2）/ 2,500 円+税（vol. 3～6）
ISBN978-4-469-22249-4 (vol. 1) / 22250-0 (vol. 2) / 22251-7 (vol. 3) /
22252-4 (vol. 4) / 22253-1 (vol. 5) / 22254-8 (vol. 6)
日本語学習者のための多読用のリーダー。語彙・語数・文法を制限した 6 段階
のレベルがあり，昔話や伝記，ノンフィクションなど様々なジャンルの本を,
易しいものから順に読み進めることが可能。
http://www.taishukan.co.jp/book/b238047.html
・
【新刊】
『日本語シソーラス ―類語検索辞典― 第２版』
山口翼 編
本体価格 15,000 円+税

Ａ5 判・1626 頁

ISBN978-4-469-02120-2
最強の「ことば探し」辞典！日本語初の本格的シソーラスの改訂版。のべ約
33 万語句を千余のカテゴリーに分類。意味や用例の記述無しで，語群タイト
ルや類語の並びから，意図した表現に最適な言葉や表現が検索可能。
http://www.taishukan.co.jp/book/b227389.html
・
【新刊】
『日本語コーパス活用入門―NINJAL-LWP 実践ガイド』
赤瀬川史朗，プラシャント・パルデシ，今井新悟 著
Ａ5 判・208 頁

本体価格 2,400 円+税

ISBN978-4-469-22255-5
急速に普及しつつある日本語コーパスの活用法を紹介する初のガイドブック。
検索ツール NINJAL-LWP の開発・公開に関わった３名が執筆。初心者を念頭に，
ツールの利用法の解説にとどまらず，背景知識や研究への具体的応用までを
幅広く取りあげる。
http://www.taishukan.co.jp/book/b239678.html
・
【新刊】
『日本手話のしくみ練習帳 DVD 付』
NPO 法人バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センター（BBED）編
岡典栄・赤堀仁美 著
Ｂ５判・96 頁

本体価格 1,800 円+税

ISBN978-4-469-22247-0

動画を見ながら手話のレッスン！『文法が基礎からわかる 日本手話のしくみ』
に準拠しつつ，よりやさしく，よりわかりやすく，楽しく学習できる，待望の
「練習帳」の登場。日本手話の基本的な「発音」のしくみ，文法，ゆたかな表
現が，確実に身につく。
http://www.taishukan.co.jp/book/b222976.html
・
【新刊】
『読み手に伝わる公用文―〈やさしい日本語〉の視点から』
岩田一成 著
四六判・184 頁

本体価格 1,700 円+税

ISBN978-4-469-21358-4
役所などの公的機関が作る公用文には，何を言っているのかわからないもの，
そもそも読む気が起きないものが多い。困った文書の実例を多数挙げつつ，
なぜ公用文が難解になるのかを考察し，わかりやすく書くためのポイントを解
説する。
http://www.taishukan.co.jp/book/b240926.html
□凡人社
・
【新刊】複言語・複文化時代の日本語教育
本田弘之，松田真希子編著
定価 3,800 円+税 10 月 10 日発売
・
【新刊】BASIC KANJI WORKBOOK

使って，身につく 漢字×語彙 2

清水百合，大神智春，川村千絵，菊池富美子著
定価 1,600 円+税 10 月 10 日発売
・
【新刊】
『平成 28 年度日本留学試験（第１回）試験問題』
日本学生支援機構 編著
定価 1,800 円+税 好評発売中
http://goo.gl/lfzEwR
■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 10 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:03-3344-1948）
。
お申込は先着順，定員になり次第締め切ります。
・日本語教育能力検定試験直前対策講座
講師：
（社）言語デザイン研究所代表理事・泉 均
重要な論点ごとに取りこぼしがないように基本を固めることを重視します。
合否を大きく左右する聴解対策と記述対策も行い，万全の態勢で臨めるよう
道案内をします。
日時：10 月 8 日,15 日（土）13：15-15：15

定員：20 名

受講料：一般 8,640 円

朝日カルチャーセンター会員 7,344 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/9d6cdcd9-34dc-ba67-8bc0-57a02cf3a922
・初級者を教えるヒント－楽しい授業活動をめざして－
講師：法政大学講師・金子広幸
心をしっかりつかむ導入。学習者が本当に言いたいことを言えるようになる
練習と現実につなげる応用活動。活動の意義や学習者の心理も交えながら
ご紹介します。
日時：10 月 29 日,11 月 5 日,19 日（土）13：00-15：00 定員：20 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/9634e31c-5475-d222-760f-57a0604c3fa9
・初級日本語文法 Brushup-自動詞・他動詞を中心に
講師：学習院大学 PD 共同研究員・幸松 英恵
動詞のいくつかのカテゴリーを取り上げ，問題点を考えます。さらに言語使用の
背後にある法則性を発見する力を養います。
日時：11 月 7 日,14 日,21 日（月）13：00-15：00
受講料：一般 12,312 円

定員：18 名

朝日カルチャーセンター会員 10,368 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/d8c68865-aa3b-83b7-45ec-57a02409a92a
・日本語発音指導のポイント
講師：東京大学講師・大久保雅子
日本語学習者の発音上の問題点とその原因を取り上げ，具体的な発音指導を紹介
します。
日時：11 月 12 日,26 日,12 月 3 日（土）13：00-15：00 定員：18 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/3d0824d4-532f-c595-9bac-57a16a7cbf71
□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=NKG1610_N1&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=NKG1610_OPI&utm_medium=email&utm_c
ampaign=OPI
・日本語教師を育成するための教案指導講座
新人教師や後輩教師に対し，主に教案指導に焦点を当て，
どんなことに気を付け，どう指導していけばいいかを考え
自身も相手も納得する教案指導法を学びます。
日時：10 月 15 日（土）10：00-17：00 定員：50 名
受講料：一般 12,960 円
⇒「日本語教師を育成するための教案指導講座」詳細はこちら＞＞＞
http://www.alc.co.jp/seminar/1400109/index.html?utm_source=NKG1610_seminar_1400109&utm_medium=
email&utm_campaign=seminar_1400109
□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：2016 年 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
・
「聖地」をつくれ！【番外編】
「聖地」に行こう！
（
『My Way Your Way』より）公開中
大学でアニメ研究会を立ち上げた二人が，アニメと"聖地"めぐりの魅力を語る
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/08/post-22.php
□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 仙台
講師：小山悟（九州大学 留学生センター 准教授）
日時：10 月 22 日（土）14：00-16：30（受付開始 13：30）
会場：TKP 仙台カンファレンスセンター ホール 2A（仙台市青葉区）
定員：60 名（先着順。定員になり次第締切）
，無料
http://www.3anet.co.jp/events/5775/
・補助教材コンテンツ無料ダウンロード
登録不要、無料でダウンロードしてすぐに使えるコンテンツです。
◆『新完全マスター語彙 日本語能力試験 N2』索引 ベトナム語訳
http://www.3anet.co.jp/ja/5784/

□公益財団法人 日本漢字能力検定協会
第 33 回 BJT ビジネス日本語能力テスト
開催日：11 月 20 日(日)
受付期間：7 月 1 日(金)～10 月 14 日(金)
開催地：福島／東京／横浜／名古屋／大阪／京都／広島／福岡／大分
http://www.kanken.or.jp/bjt/
□凡人社
・日本語教師塾 Vol.9
プロフェッショナルな日本語教師になろう！
日時：12 月 10 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：愛日会館（大阪市中央区本町）
講師：溝部エリ子氏
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/
・平成 29 年度文化庁概算要求の概要（8 月 30 日）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/yosan/index.html
・文化庁広報誌ぶんかる
http://prmagazine.bunka.go.jp/
======================================================================
【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 2016 年度「国際交流基金賞」受賞者を決定
https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2016/dl/2016-029.pdf
・国際交流基金ウェブページ「日本語教育通信」(9 月 30 日更新）

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(2)-』
（9 月 30 日更新）
（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/201609.html
・国際交流研究所 無料デジタル教材公開『日本』という国
http://www.nihonwosiru.jp/
・JMOOC gacco 無料オンライン講座（12 月 1 日開講）
「"そうだったのか"の日本語教育学 ～世界に日本語を広めよう！」
https://lms.gacco.org/courses/course-v1:gacco+ga072+2016_12/about
■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/
■３■ イベント／催事
□発表募集
・
【10/30 締切】CASTEL/J 2017 IN WASEDA
http://castel-j.org/
・
【11/6 締切】言語文化教育研究学会第三回年次大会
http://alce.jp/annual/annual2016.pdf
□参加募集
・日本語音声コミュニケーション教育研究会 秋の研究集会
（通称「秋の宵山研」
）
（10 月 7 日）
http://www.speech-data.jp/nihonsei/event.html#E11
・大学日本語教員養成課程研究協議会（大養協）第 48 回大会（10 月 7 日）
https://daiyokyo.com/

・日本教育アクション・リサーチ・ネットワーク第 6 回全国大会福岡大会
（10 月 9 日）
https://sites.google.com/site/jearnhome/home
・JSL 漢字学習研究会第 64 回研究会（10 月 15 日）
http://jsl-kanji.com/event/20161015.html
・ICU 日本語教育研究センター（10 月 19 日）
連続講演会「読解：認知的過程から読解教育への応用まで」
http://goo.gl/MzFMEs
・第 52 回お茶の水女子大学日本言語文化学研究会（10 月 22 日）
http://www.dc.ocha.ac.jp/comparative-cultures/jle/genbun/meeting.html
・公益財団法人京都日本語教育センター京都日本語学校平成 28 年度定期講演会
「日本語を教えるってどういうこと？」
（10 月 29 日）
http://kjls.or.jp/files/2016/09/3b842d2a62a40dd10177f7dfeb07fc07.pdf
・武蔵野大学大学院言語文化研究科
ビジネス日本語コース 10 周年記念シンポジウム（10 月 29 日）
http://www.musashino-u.ac.jp/admission/graduate_school/language_and_culture_event.html
・宮城学院女子大学日本文学科日本語教員養成課程開設 10 周年記念企画
日本語教育における「外国語学習のめやす」研修会（10 月 29 日）
http://web.mgu.ac.jp/jl/event/2086.html?_ga=1.51698030.615435261.1468570763
・日本語学会 2016 年度秋季大会（10 月 29・30 日）
https://www.jpling.gr.jp/taikai/2016b/
・甲南大学知能情報学部 北村研究室 シンポジウム「日本語教育における
理系研究者とのより良い連携を探る」
（10 月 30 日）
http://basil.is.konan-u.ac.jp/rikei2016/
・日本テスト学会講習会「データに基づくテスト分析とテスト作成，
新しい時代のテスト－教師力向上のためのヒント－」
（10 月 30 日）
http://www.jartest.jp/course2016.html
・NPO 法人日本語教育研究所 鈴木孝夫先講演会
「今こそ，日本語の出番！-日本語のタタミゼ効果-」
（11 月 5 日）
http://www.npo-nikken.com/event/event16/suzuki16.html
・早稲田大学「Japanese Pronunciation for Communication」
（11 月 7 日開講）

http://www.waseda.jp/inst/ches/assets/uploads/2016/07/Nihongo_Japamese.pdf
・中国語話者のための日本語教育研究会第 37 回研究会（11 月 12 日）
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
・看護と介護の日本語教育研究会第 11 回例会
「第 1 回看護と介護の日本語教師のための教師研修」
（11 月 19 日）
http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/kangokaigoN-SIG/index.html
・第 62 回全国夜間中学校研究大会（12 月 1 日・2 日）
http://zenyachu.sakura.ne.jp/62nd/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。
・日本語指導 高齢者が留学生に漢字教える ネット使って仕組み作り
両備ヘルシーケアと倉敷芸術科学大 来年度実施／岡山
（8 月 10 日 毎日新聞地方版）
http://mainichi.jp/articles/20160810/ddl/k33/040/536000c
・お薬手帳 やさしい４カ国語で製作 横浜の市民団体（8 月 12 日 毎日新聞）
http://mainichi.jp/articles/20160813/k00/00m/040/022000c
・日本語と英語，脳内ネットワークの活性に違い
熊本大学と札幌医科大学ほか（8 月 20 日 大学ジャーナルオンライン）
http://univ-journal.jp/9162/
・ルーツの国で 日本語究める３世 上・下（8 月 24 日・25 日 毎日新聞）
http://mainichi.jp/ch160831143i/ルーツの国で
・多様な国籍の子，各校散在 半数「日本語学習が課題」
（8 月 27 日 北海道新聞）
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/life-topic/life-topic/1-0309449.html
・
「やさしい日本語」で外国人対応を 三木で講座（8 月 30 日 神戸新聞）
http://www.kobe-np.co.jp/news/miki/201608/0009440292.shtml
・グローバル人材の育成をめざし「国際教育専攻」新設 東京福祉大学
（9 月 1 日 大学ジャーナルオンライン）

http://univ-journal.jp/9342/
・台湾の２団体に初の外務大臣賞 日本語教育普及など
（9 月 2 日 産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/160902/wor1609020046-n1.html
・愛知大学が「日本留学 AWARDS」に 5 年連続で入賞
―日本語学校の教職員が選ぶ留学生に勧めたい進学先
（9 月 2 日 大学プレスセンター）
http://www.u-presscenter.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=10028
・外国人も諦めないで 運転免許取得支援講座開催 （9 月 5 日 徳島新聞）
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2016/09/2016_14730520564807.html
・外国人技能実習制度 実習生の日本語力向上 県が１０日間研修
試験合格で帰国減らす／静岡（9 月 7 日 毎日新聞地方版）
http://mainichi.jp/articles/20160907/ddl/k22/040/189000c
・訪問介護する EPA 介福士に日本語試験を
（9 月 7 日 医療介護 CBnews）
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/49566.html
・日越大学，９日に開校＝関係強化へ人材育成支援
（9 月 8 日 時事ドットコムニュース）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016090800751&g=soc
・別府に移転する日本語教育事業 １２月に県内で先行研修
（9 月 14 日 大分合同新聞）
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/09/15/JD0054912787
・ベトナムの小学校で日本語教育を開始，第 1 外国語に
（9 月 19 日 日刊ベトナムニュース）
http://www.viet-jo.com/news/nikkei/160916021000.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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