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新年のご挨拶 2017 年 新春
=====================================================================
新春のお慶びを申し上げます
皆様おすこやかに新春をお迎えのことと存じます
旧年中は，皆様のご理解ご協力のおかげで，新たな理念体系のもとで学会
活動を着実に推進でき，大変充実した実り多い一年となりました。改めてお
礼申し上げます。
ご承知のとおり学会，活動の核となる各委員会がそれぞれの特色や機能を
活かしながらも，横断的視野をもって，関連する委員会と有機的に連携して
効率的に相乗効果を上げることは欠かせません。現在そのための基盤も整い
つつあり，2014 年度より学会の総力をあげて取り組んでまいりました理念体
系策定プロジェクトも，2017 年，いよいよ最終の局面，仕上げの段階に入り
ました。本年 5 月に開催される春季大会では，これまでの開会式次第に加え，
学会の 55 年余りの足跡を振り返りながら，さらなる飛躍に向けての将来展望
そして学会活動の可能性を皆様と共有できる特別な機会とすべく現在計画中
でございます。あわせて，新表彰事業のスタートを記念した新賞の授与式も
予定しております。
本年は，学会役員・委員の改選にあたる重要な年になります。4 千人余の

普通会員をもって構成される日本語教育学会は，公益社団法人に移行した現
在，代議員制度をとっており，代議員で構成する代議員総会が最高の意思
決定機関となっております。2 月から 6 月にかけてさまざまな動きがございま
すが，ご確認そしてご協力のほどよろしくお願いいたします。
国境を越えて人々が移動するグローバル社会において，日本語学習者や学
習目的はさらに多様化し，学習環境の変化など日本語教育を取り巻く状況は
ますます複雑化しています。多文化共生社会が叫ばれる現在，日本語教育は
今まで以上に重要な役割を担うことになるでしょう。昨年 11 月には，新たに
超党派による「日本語教育推進議員連盟」が設立され，日本語教育の法制化
が目指されています。
「人をつなぎ，社会をつくる」を使命とする学会の存
在はさらに重要になってきていることを実感せざるを得ません。学会活動を
これまで以上に推進かつ展開し社会に貢献できるよう，引き続きご支援ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
本年が皆様にとって実り多き年になりますようお祈りいたします。
公益社団法人 日本語教育学会
会長 伊東祐郎
======================================================================
【１】学会情報：研修会・研究会・催事・入会案内等
======================================================================
■１■ お知らせ
□１□ 平成 28 年度文化庁長官表彰発表
本賞を元日本語教育学会会長の尾崎明人氏（名古屋外国語大学），小林悦夫
氏（中国残留孤児援護基金）らが，また，文化発信部門では，春原直美氏
（長野県日本語ネットワーク）
，田所希衣子氏（外国人の子ども・サポート
の会代）
，王慧槿氏（NPO 法人多文化共生センター）が受賞されました。
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2016120202.html
□２□ 日本語教育推進議員連盟の第二回総会におけるヒアリングに関して
12 月 1 日（木）の午後，国会議員が立ち上げた日本語教育推進議員連盟の第
二回総会に日本語教育学会として意見を求められ，伊東会長と神吉副会長
が出席しました。
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/nihongogiren161206.pdf
□３□ 2017 年度春季・秋季大会日程および会場決定のご案内
2017 年度より秋季大会が 10 月ではなく 11 月開催と変更になりますのでご注意
ください。春季大会は変更なく 5 月の開催です。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikai

□４□ 学会誌『日本語教育』2017 年 4 月刊行 166 号より電子化
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/denshika.pdf
□５□ 学会誌『日本語教育』167 号（2017 年 8 月発行予定）投稿募集
投稿締切：1 月 10 日（火）
※E メール投稿は同日 15:00（日本時間）必着
投稿規程等 http://www.nkg.or.jp/kenkyusha/faq
※投稿時点で会員でなければなりません。投稿書類への会員番号が必須と
なります。新規入会の方は，投稿以前に入会手続きを完了してください。
※167 号は電子化後の刊行となります。
□６□ 大会の事前登録制について
2017 年度春季大会より，参加方法が WEB システムによる事前登録制となり，
大会予稿集は電子化します。詳細は決定次第，学会ホームページおよび
本メールマガジンでもご案内いたします。
□７□ 人工知能・人型ロボットを使った日本語教育「こんなことできたら
いいな」アイディア募集
2017 年度春季大会の一般公開の特別プログラムパネル「人をつなぎ社会をつ
くる－日本語教育の現代的可能性を拓く：人工知能との対話」に関連して，
「人工知能（AI）を使った日本語教育の可能性」という観点でのアイディア
を募集します。
応募締切：1 月 31 日（火）
問合先：アイディア募集受付係 2017spring-sp-idea@nkg.or.jp
応募条件および応募方法などの詳細はこちら
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/2017spring_sp_idea.pdf
□８□ 日本語教育グローバル・ネットワーク ウェブサイト開設
http://gnforjle.wiki.fc2.com/
次回の国際大会は 2018 年にイタリアのヴェネツィアで開催します。
□９□ 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■ イベント／催事
□発表募集
□１□【1/5 締切】2017 年度春季大会／九州・沖縄支部集会発表募集
応募締切：1 月 5 日（木）17:00（日本時間）E メール必着
発表規程 http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/2017happyo-0105.pdf
提出様式 http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/happyo_applicaiton.zip
・2017 年度春季大会
日時：5 月 20 日（土）
・21（日）
会場：早稲田大学（東京都新宿区）
・2017 年度九州・沖縄支部集会
日時：6 月 10 日（土）
・11 日（日）
会場：大分大学旦野原キャンパス（大分県大分市）
※従来の「大会研究発表規程」は廃止され，新たに「発表規程」が策定され
ました。応募が郵送・持参から E メールに変更となっておりますので，ご注
意ください。応募方法は E メールのみとなります。
※応募時点および発表時に会員でなければなりません。今回の応募のための
新規入会手続きは 12 月に終了しました。共同発表者を含め，入会手続きが
未完了の場合，会員番号が発行されないため，応募書類は受理されません。

□２□【2/15 締切】2017 年度九州・沖縄支部集会「交流ひろば」出展募集
応募締切：2 月 15 日（水）17：00（日本時間） E メール必着
出展要領および提出様式のダウンロードはこちらから
http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikai
・2017 年度九州・沖縄支部集会
日時：6 月 10 日（土）
・11 日（日）
会場：大分大学旦野原キャンパス（大分県大分市）
□３□【1/31 締切】2017 年度支部集会「支部活動企画」募集
2017 年度下半期に行う支部集会での企画を募集します。
募集要領および提出様式のダウンロードはこちらから
http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikai
□参加募集
□１□ 【1/10 締切】教師研修「教育実践の振り返りを記述する方法
－ティーチング・ポートフォリオ作成体験ワークショップ－」
日時：1 月 22 日（日）10：00-18：00
会場：東京大学駒場Ｉキャンパス 10 号館 2 階 201,205 教室
講師：栗田佳代子氏（東京大学）
， 吉田塁氏（東京大学）
参加費：一般 5,000 円，日本語教育学会会員 4,000 円，大学院生 3,000 円
定員：80 名，定員になり次第受付終了
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/2016tp.pdf
□２□ 言語系学会連合公開シンポジウム
「オノマトペの魅力と不思議」
日時：1 月 21 日（土）
会場：一橋大学一橋講堂 （東京都千代田区）
主催：国立国語研究所・言語系学会連合
参加費無料，要事前申込，400 名先着順で定員になり次第受付締切
http://www.nacos.com/gengoren/
■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 月から翌年 3 月まで）
です。年度内に入会希望の方は入会申込書は，下記よりダウンロード
してください。なお，来年度からはウェブ上の申込に変更します。
http://www.nkg.or.jp/mypage/nyukai

＜普通会員＞
・大会や支部集会での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（※2017 年度からは電子版のみに変更）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（来年より 11 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】
『はじめての日本語能力試験 Ｎ５単語 1500』2 月刊行予定
アークアカデミー 著 1,500 円＋税
場面や文脈がわかりやすい例文で，意味はもちろん，使い方も習得できる新
しい単語帳です。モジュール型でどこからでも学習が可能，無料オンライン
模試で実践力も養成（単語と例文の音声もあり）
。英語とベトナム語の対訳
付き。
・
【新刊】
『レベル別多読ライブラリー
にほんごよむよむ文庫 レベル 4 vol.3』1 月刊行予定
NPO 多言語多読 監修 2,300 円＋税
レベルに応じて気軽に楽しく読める多読教材。漢字には全てひらがな付き，
辞書を引かないでどんどん読めます。収録タイトルは，日本の食卓，坊っちゃ
ん（上・下）
，四十七人の侍，ローマの休日の 5 タイトル。CD-ROM（MP3 音声)
付き。
※詳細は後日下記にて紹介予定です。
http://www.ask-books.com/

□くろしお出版
・
【新刊】
『ここがポイント！ レポート・論文を書くための日本語文法』
小森万里/三井久美子 著
1,600 円＋税
読み手に分かりやすい文章を書くための文法力を身に付ける。
http://www.9640.jp/book_view/?718
□ジャパンタイムズ
･【新刊】
『Kana Can Be Easy [Revised Edition]
絵で覚えるひらがな・カタカナ［改訂版］
』
小川邦彦著 1,200 円＋税 ISBN978-4-7890-1661-2
イラストを使った連想法でひらがな・カタカナの字形と音が「速く・楽しく・
確実に」覚えられる，かな練習帳のロングセラーの改訂版です。全イラスト
を更新して字形イメージをわかりやすく，またブックサイズ変更により文字
の練習スペースを拡張。巻末には 10 文字ごとのまとめ練習を増設。日本語の
学習はこの１冊から。
https://goo.gl/ZZp5JG
□スリーエーネットワーク
・
【新刊】
『みんなの日本語 初級 II 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Ⅱ 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，
『初級Ⅰ』との違い，基本的な授業の進め方，復習のしかたな
どについて，第２部では，各課の教え方を授業の流れに沿って具体的に紹介
しています。付属 CD-ROM には，文法項目，語彙の一覧やイラストなど，授業
に役立つ資料が満載です。
http://www.3anet.co.jp/ja/5838/
・
【新刊】
『みんなの日本語 中級 II くり返して覚える単語帳』
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 本冊』全 12 課の新出語の確認，整理，定着を目指し，
くり返して使う「単語帳」のような問題集です。解答を書き込む欄をページ
右側にまとめ，隠しやすくし，何度も繰り返して練習できるよう工夫されて
います。
http://www.3anet.co.jp/ja/5862/
・
【新刊】
『改訂版 日本語中級Ｊ301 ―中級前期― 英語版』
石沢弘子･新内康子･関正昭･外崎淑子･平高史也･鶴尾能子･土岐哲著

2,500 円＋税
初級を終了した学習者が，中級に移行するまでの橋渡しをする「読解」中心の
教科書です。既に学習者が持っている知識と推測力を活かして文章全体をトッ
プダウン式で読んでから，語彙や文法を確認し，中級レベルに必要な読解力を
養成します。
http://www.3anet.co.jp/ja/5820/
・
【新刊】
『人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話 中級１』
一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院 日本語研修所著 2,400 円＋税
ビジネス場面で「相手を動かせるような会話力」を身に付けることを目標と
したテキストです。各課「本文会話」
「表現」「談話練習 1・ 2」の構成で，
徹底した会話練習を行い，スムーズなやり取りができるようになることを目指
します。
http://www.3anet.co.jp/ja/5803/
・
『人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話 中級１』音声アプリ
一般財団法人国際教育振興会 日米会話学院 日本語研修所 著 120 円(税込)
書籍の『人を動かす！実戦ビジネス日本語会話 中級 1』の音声アプリです。
リスニング，シャドーイング，ロールプレイの 3 つの練習方法が可能です。
本アプリの第 1 課は無料で，第 2 課以降のご利用には 120 円（税込）課金されます。
http://www.3anet.co.jp/ja/5855/
□凡人社
・
【新刊】日本語能力試験対応 きらり☆日本語 N3 語彙
齋藤美幸，沼田宏 著
1,200 円＋税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12101&pt=1
・
【新刊】煩悩の文法 ［増補版］
―体験を語りたがる人びとの欲望が日本語の文法システムをゆさぶる話―
定延利之 著
1,500 円＋税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12086&pt=1
・
【新刊】日本語学習者のための読解厳選テーマ 10［中級］
清水正幸, 林真弓 著
2,000 円＋税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12065&pt=1

■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。
・ことばの作法ー状況に合わせた，敬語の実践的工夫
講師：国語講師・著述業

吉田裕子

敬語（尊敬語・謙譲語など）の基本的ルールを確認し，初対面でのあいさつ，
電話応対，お礼状など，実践的場面においてどのような言葉使いが望ましい
かを学びます。
日時：1 月 14 日（土）15：30-17：00
受講料：一般 3,672 円

定員：21 名

朝日カルチャーセンター会員 3,024 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/1b1946f2-ce4c-7e51-fde7-5811a14edc9b
・初級を教えるコツとポイントⅠ－part2
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。
「てもいいです」
「くれます」
「たら/ても」，名詞修飾などの
導入方法と練習方法をワークショップ形式で具体的に紹介します。
。
日時：2 月 4 日,18 日,25 日,3 月 11 日,18 日,25 日（土）15：30-17：30（全 6 回）
定員：21 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/1bc8415f-29ab-19dd-d360-58119ec7031a
・続・OPI でいきいき授業ー日本語教師力アップ
講師：アクラス日本語教育研究所・嶋田和子
OPI＝「口頭能力インタビュー試験」の実践講座です。
まずビデオを見てフィードバックの仕方を考え，さらに，授業の進め方の
ヒント，教材を見る目・使う力・作る力などについて学びます。
日時：2 月 11 日,18 日,25 日（土）13：00-15：00（全 3 回） 定員：30 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/b0cebf52-6d6d-12a6-533a-5811ac02752c
・初級日本語マスター運用のための文法練習に必要な視点
講師：一橋大学准教授・太田 陽子
「文型指導」を「その表現をいつ使うのか」という観点から見直し，運用

につなげるための「もう一歩」を考えます。
日時：3 月 6 日,13 日（月）10：30-12：30（全 2 回） 定員：15 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/5508ac28-37ed-a7c8-8de0-5811d38412d4
□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 Vol1・2』を使って－
主催：株式会社アスク出版 協力：株式会社 紀伊國屋国書店
講師：国際日本語普及協会 戸田佐和，前川ローザ，水野晴美
効果的な読み書きや，音を覚える工夫を凝らした『PRACTICAL KANJI 基礎
500 漢字』シリーズのご紹介，および使い方を説明しながら，初級学習者を
対象とした漢字指導の悩みや役立つノウハウを皆さんと共有したいと思います。
日時：1 月 24 日（火）19：00-20：30（開場 18：30）
会場：紀伊國屋国書店 新宿本店（8 階イベントホール）
受講料：無料（要予約）定員：50 名
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Shinjuku-Main-Store/20161226100027.html
□アルク
・合格保証付き「日本語教育能力検定試験 合格パック 2017」発売中！
所定の条件を満たした上で，万が一 2017 年の検定試験に不合格だったら
受講料を「一律 10 万円返金」する，合格保証付きの最強の試験対策
教材です。また，お申し込みが早ければ早いほどお得な「早割制度」があり，
最大 8％OFF（1/25 までのお申し込み）でお買い求めいただけます。
これを機に，検定試験の合格を目指してください！
⇒「日本語教育能力検定試験 合格パック 2017」
（定価¥139,800）詳細はこちら
＞＞＞
http://ec.alc.co.jp/lp/product/na/index.html?utm_source=NKG1701_NA&utm_medium=email&utm_c
ampaign=NA
□インターカルト日本語学校
・インターカルト日本語学校日本語教員養成研究所公開講座ヒューマンライブラリー
日時：1 月 21 日（土）13：00-16：00
定員：50 名 ※参加費無料，要事前申込
申込・問合先：TEL:03-5816-5019 E-mail:yosei@incul.com
今回インターカルト日本語学校が開催するヒューマンライブラリーでは，マイ
ノリティに限らず，戦争体験者や，ミャンマー難民の方など個性的な生き方を

している人など一度会ってみたい！と思う人たちを「本」としてお招きします。
http://www.incul.com/jp/yosei/news.php?id=170
□くろしお出版
・
「日本手話ネイティブと学ぶ手話言語学」
日時：3 月 5 日（日）13:00-16:00（12:30 受付開始）
場所：大阪教育大学天王寺キャンパス 西館ホール
主催：東京手話言語学研究会（TOSLL）
，共催：くろしお出版
参加費：2,500 円（税込）
http://www.9640.jp/gakkai/492/
□スリーエーネットワーク
・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。
◆『改訂版 日本語中級Ｊ301 ―中級前期― 英語版』
教師用マニュアル，学習項目一覧
http://www.3anet.co.jp/ja/5821/
◆『人を動かす！実戦ビジネス日本語会話 中級１』教師用ガイド
http://www.3anet.co.jp/ja/5804/
□公益財団法人国際文化フォーラム
・外国語学習のめやす」セミナー参加者募集
講師：
「外国語学習のめやす」マスター阪上彩子（関西学院大学講師），他
日時：2 月 11 日（土）11:00-17:00
会場：関西学院大梅田キャンパス 関西学院大梅田キャンパス 10 階 1004
http://sfml.jp/?c=3658730&o=0031000000df7IFAAY&v=d3bb4c50
・
「身近なものでアート vol.4」 消しかすで絵を彫像に転換する
（
『My Way Your Way』より）公開中
消しごむで消した絵を，その消しかすだけを使い立体物として再現。
作品に込めた思いとは？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-25.php
□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 結果の概要等について

平成 28 年 10 月 23 日（日）に実施された，
平成 28 年度日本語教育能力検定試験の「結果の概要等」及び「試験問題の正解」を
下記 URL にて公表いたしました。
http://www.jees.or.jp/jltct/index.htm
======================================================================
【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】
・
「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
【1/13 締切】 地域日本語教育実践プログラム
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha/
・
【1/27 締切】地域日本語教育スタートアッププログラム
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha_startup_program/index.html
【文部科学省】
・2017 年度大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生及び
学部留学生）の募集について（通知）平成 28 年 11 月 21 日付 28 文科高第 743 号
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1379702.htm
・文部科学省研究振興局「平成 28 年度科学研究費助成事業の配分について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/__icsFiles/afieldfile/2016/11/14/1377914_01_02.pdf
======================================================================
【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」(12 月 27 日更新）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html

・文法を楽しく：
『表現意図－理由－』
（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/201612.html
■２■ イベント／催事
□発表募集
・
【1/8 締切】中国語話者のための日本語教育研究会第 38 回研究会
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
・
【1/10 締切】第 20 回ビジネス日本語研究会
http://business-japanese.net/archive/archive_020.html
・
【1/11 に締切延長】第 16 回フランス日本語教育シンポジウム
http://aejf.asso.fr/?lang=ja
・
【1/15 締切】プリンストン日本語教育フォーラム（米国）
http://www.princeton.edu/pjpf/
・
【1/16 締切】第 48 回日本語教育方法研究会
http://jlem-sg.org/
・
【2/10 締切】言語科学会第 19 回国際年次大会（JSLS2017）
http://jsls.jpn.org/con/2017/
・
【2/28 締切】日本第二言語習得学会第 17 回年次大会（J-SLA2017）
http://www.j-sla.org/event/
・
【2/28 締切】第 4 回国際多読教育学会
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/kokusaitadoku.pdf
・
【3/10 締切】第 10 回日本語実用言語学国際会議（ICPLJ10）
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/symposium/20170708_intlsympo/
□参加募集
・第 15 回全養協公開講座（1 月 14 日）
「日本語教師を仕事にする！－自己実現と社会貢献を目指して！！－」
http://www.zenyoukyou.jp/kouza.html

・日本のローマ字社新年の集い 2017（1 月 15 日）
http://www.age.ne.jp/x/nrs/
・第 5 回全養協日本語教師採用合同説明会（1 月 18 日）
http://www.zenyoukyou.jp/fairs/index.html
・埼玉地区日本語教師採用合同説明会（1 月 27 日）
https://saitamanihongokyoshi.jimdo.com/採用説明会実施要項/
・平成 28 年度国立国語研究所日本語教師セミナー（国内）
「自然会話コーパスの分析を日本語教育に生かす！ -明日の
授業へのヒント-」
（1 月 28 日）
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/tutorial/20170128-course/
・特定非営利活動法人国際日本語研修協会（IJEC）
第 8 回日本語教師採用合同日本語学校説明会（大阪 1 月 28 日，東京 2 月 4 日）
http://www.ijec.or.jp/c_event/10194
・国際基督教大学日本語教育研究センター主催連続講演会
「文間推論 ―語彙・文法知識とテキスト理解をつなぐ能力」（2 月 1 日）
http://kokucheese.com/event/index/441685/
・第 12 回 MIFA 国際交流フェスティバル（2 月 5 日）
http://www.mifa.jp/mifa1/12thfestivalfinal.pdf
・多文化共生社会における日本語教育研究会 第 13 回研究会
「移民」第一世代の高齢化と世代間ギャップ－多文化社会の成熟に向けて
（2 月 12 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/10/tabunka.pdf
・応用言語学研究会「新しい初級の話」
（2 月 19 日）
http://kokucheese.com/event/index/418340/
・言語文化教育研究学会第三回年次大会「言語文化教育のポリティクス」
（2 月 25 日・26 日）
http://alce.jp/annual/annual2016.pdf
・第 19 回専門日本語教育学会総会および研究討論会（3 月 3 日）

http://stje.kir.jp/lang-ja/discussion/
・国立国語研究所 第二回学習者コーパスワークショップ
―学習者コーパス利用の可能性を考える―（3 月 10 日）
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2016/20170310-sympo/
・平成 28 年度第 8 回日本語学校進路指導研究会セミナー
「留学生受け入れ大学ランキング解析」
（3 月 11 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/nisshinken.pdf
======================================================================
【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。
・日本語教師確保ピンチ 語学留学生増，静岡県内しわ寄せ
（11 月 12 日

静岡新聞）

http://www.at-s.com/news/article/topics/shizuoka/300743.html
・介護現場で外国人材拡大 改正入管法など成立（11 月 18 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS17H63_Y6A111C1EAF000/
・災害時の外国人支援考える 平時の交流や連携，重要 避難所の役割，
訓練の周知も／群馬（11 月 27 日 毎日新聞）
http://mainichi.jp/articles/20161127/ddl/k10/040/057000c
・
「日本語学びたい」難民不認定，支援の手届かず（11 月 30 日 毎日新聞）
http://mainichi.jp/articles/20161130/k00/00e/040/230000c
・名古屋大，外国人留学生の就活支援 地元企業と橋渡し
（12 月 1 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10130510Q6A131C1L91000/
・壁は「介護の日本語」 続く試行錯誤（12 月 6 日 朝日新聞）
http://www.asahi.com/articles/ASJD62RL1JD6UBQU006.html
・留学生への高い期待 日本企業との距離や情報量のハンデは減りつつある

（12 月 7 日 産経ニュース）
http://www.sankei.com/life/news/161207/lif1612070017-n1.html
・日本来た意味分からない

過酷労働で学業に支障（12 月 8 日 毎日新聞）

http://mainichi.jp/articles/20161208/rky/00m/040/006000c
・定住外国人 受け入れで政府に提言（12 月 22 日

毎日新聞）

http://mainichi.jp/articles/20161222/ddm/012/040/064000c
=====================================================================
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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