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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□ 2017 年度からの会員サービス変更について
2017 度より本会の会員サービス変更がございます。
主な変更は以下の通りですが，今後詳細が決定次第ご案内いたします。
１. 「マイページ」設置のご案内
２. 電子版学会誌への移行
３. 大会の参加方法の変更
本件に関する問合せ（会員サービス係）
：kaiin@nkg.or.jp
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/201612kaiin.pdf
□２□ 2017 年度春季・秋季大会日程および大会事前登録制について
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。また，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にてご案内いたします。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikai
□３□ 学会誌『日本語教育』2017 年 4 月刊行 166 号より電子化
電子版が基本となりますので，印刷した冊子版をご希望の方につきましては，
会員・非会員とも別途 1 冊 3,800 円（税別）にて書店でのご購入となります。

なお，移行期の対応として，電子化後の最初の刊行号（166 号）のみ，
従来どおり会員の皆さまには冊子版もお届けいたします。
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/09/denshika.pdf
□４□ 学会ホームページ
・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□【2/15 締切】2017 年度九州・沖縄支部集会「交流ひろば」出展募集
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）
出展応募締切：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/shibushukai
□参加募集
□１□ 関西地区研究集会
日時：3 月 11 日（土）13：00-17：15
会場：大阪 YMCA 国際専門学校（大阪 YMCA 会館 9・10 階）
内容：研究発表（口頭）19 件，講演「方言の復権-ミクロ地域主義の流れのなかで-」
講演講師：真田信治氏（大阪大学名誉教授）
参加費：500 円 ※事前予約不要，当日直接会場へお越しください。
プログラム：http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/kk-16-09.pdf
発表要旨：http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/kk-16-09yoshi.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 月から翌年 3 月まで）
です。今すぐ入会希望の方は入会申込書を，下記よりダウンロードして
ください。３月からはウェブ上での申込が可能となります。
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（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
場面を交えた豊富なイラストで，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。詳細は後日下記にて紹介予定です。
http://www.ask-books.com/?cat=1
・
【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』
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。
http://www.ask-digital.co.jp/tadoku

□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
・
【近刊】みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 漢字英語版
西口光一 監修 新矢麻紀子・古賀千世子・高田亨・御子神慶子 著
本体 1,800 円＋税 【2 月発売予定】
『みんなの日本語 初級Ⅱ(初版) 漢字 英語版』の改訂版。主に非漢字圏の学習
者を対象としています。317 字の学習漢字を収録し，
『初級Ⅰ』と合わせると，
537 字となります。
http://www.3anet.co.jp/ja/5905/
・
【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 本体 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，何度も繰り返して練習できます。
http://www.3anet.co.jp/ja/5862/
・
【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 本体 2,800 円＋税 CD-ROM1 枚付
『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。
付属のＣＤ-ＲＯＭには，文法項目，語彙，助詞，敬語の一覧や，練習Ｃ・会話
のイラストなど，授業に役立つ資料が満載です。
http://www.3anet.co.jp/ja/5838/
□凡人社
・
【新刊】平成 28 年度日本留学試験（第 2 回）試験問題
日本学生支援機構 編著
1,800 円+税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12131&pt=1

・
【新刊】第二言語としての日本語の習得研究 第 19 号
第二言語習得研究会 編
1,500 円＋税 好評発売中
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12124&pt=1
・
【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。
・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
・間違えやすい漢字と「誤字」
講師：早稲田大学教授・笹原 宏之
漢字にとって誤りとは何か，それをなくすにはどうしたらよいか。日本語
を使うすべての人々に関わることとして考察します。
日時：3 月 8 日（水）15：30-17：00 定員：48 名

受講料：一般 3,672 円

朝日カルチャーセンター会員 3,024 円

https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/420ce531-1c1b-c2a7-331f-581ab122d1c4
□アルク
・
「日本語教育能力検定試験 合格パック 2017」発売中！
2017 年度の検定試験に絶対合格したい人のための教材「日本語教育能力検定
試験 合格パック 2017」を 4 月 25 日までの期間限定で発売中です！
定価：139,800 円（税込）⇒今なら 5％OFF で 132,810 円（税込）
これを機に，検定試験の合格を目指してください！
⇒教材の詳細はこちら ＞＞＞
http://ec.alc.co.jp/lp/product/na/index.html?utm_source=NKG1702_NA&utm_medium=email&utm_
campaign=NA
□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
・地域日本語教室で楽しく「読み書き」の活動を
―『日本語 読み書きのたね』を使って―
日時：2 月 5 日（日）14:00-16:00（受付開始 13:30）
講師：澤田幸子（一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）日本語講師）
会場：京都市国際交流会館 3 階研修室 （京都市左京区）
定員：40 人，有料 1,000 円
共催：
（一財）京都国際文化協会・
（株）スリーエーネットワーク
http://www.3anet.co.jp/events/5901/
・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。
◆『留学生のためのジャーナリズムの日本語－新聞・雑誌で学ぶ重要語彙と表現－』
第 1 課～第 3 課「考えてみよう」アンダーラインのある語彙・表現の解説
http://www.3anet.co.jp/ja/5380/
・
『2017 スリーエーネットワーク日本語・外国語図書目録』
【1 月下旬発行予定】
送付ご希望の方は，当社ウェブサイト「各種お申し込み」から「図書目録のお

申し込み」を選択して，必要項目にご入力いただきお申し込みください。
お申し込みはこちら
https://ssl.alpha-prm.jp/3anet.co.jp/form/request/
※発送は，日本国内のみとさせていただきます。
□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
・
「聖地を作れ！vol.4」
【番外編】
「聖地」に行こう！
（
『My Way Your Way』より）公開中
大学のアニメ研究会の二人が，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
□凡人社
・凡人社大阪事務所開放日のご案内
当社の大阪事務所を以下の日程で開放いたします。
在庫の確認やご覧になりたい教材などのお問い合わせは，
担当までお願いいたします。
開放日：2 月 03 日（金）2 月 08 日（水）2 月 16 日（木）2 月 22 日（水）
※いずれも 15 時から 20 時
担当：吉田（yyoshida@bonjinsha.co.jp）
・日本語教師塾福岡 Vol.4
論理的思考力を身につけるための授業づくり
―３つの「力」と３つの「る」を使って―
日時：3 月 25 日（土）14:00-16:00（受付開始 13:30）
会場：博多バスターミナル第 4 ホール（福岡市博多区）
講師：西隈俊哉氏
定員：30 名（先着順，定員になり次第締切） 参加費：2,000 円
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】
・文化庁広報誌『ぶんかる』地域日本語教室からこんにちは！
http://prmagazine.bunka.go.jp/rensai/chiiki/chiiki_016.html
【文部科学省】
・2017 年度大学推薦による国費外国人留学生（日本語・日本文化研修留学生）
の募集について（12 月 8 日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1380413.htm
・国費外国人留学生の成績管理及び学業成績不良等による奨学金支給期間に
関する取扱について（12 月 19 日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1380745.htm
・平成 28 年度「専修学校留学生就職アシスト事業」の採択先について
（12 月 28 日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1380887.htm
【総務省】
・
「情報難民ゼロプロジェクト報告」の公表（12 月 22 日）
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo05_02000088.html
【外務省】
・第 2 回安倍総理大臣と日本語を話す駐日各国大使との昼食会（1 月 10 日）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/page4_002645.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」(1 月 31 日本ばこ更新）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
■２■ イベント／催事
□発表募集
・
【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/
・
【2/18 締切】日本言語政策学会第 19 回研究大会
http://jalp.jp/wp/?p=1296
・
【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
・
【2/28 締切】小出記念日本語教育研究会第 26 回研究会
http://koidekinen.org/archives/441
・
【3/10 締切】第 10 回実用日本語言語学国際会議（ICPLJ）
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/symposium/20170708_intlsympo/
□参加募集
・東進ランゲージスクール学校訪問会＋採用説明会（2 月 3 日，18 日）
http://job.nihonmura.jp/tsschool.html
・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（2 月 4 日）
http://www.ijec.or.jp/c_event/10194
・合同研究発表会「日本語学習者のコミュニケーションの解明に向けて」
（2 月 4 日）
http://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2016/20170204-sympo/
・北海道大学国際連携機構国際教育研究センター第 32 回日本語・日本語教育研修会
「スタンダードにもとづいた日本語教育実践について考える」
（2 月 4 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/hokudai0204.pdf
・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
・大阪 YMCA 学校訪問会＋採用説明会（2 月 7 日）
http://job.nihonmura.jp/osakaymca.html
・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）
https://tabunka-nihongo.jimdo.com/2016/10/07/%E7%AC%AC13%E5%9B%9E%E7%A0%94%E7%A
9%B6%E4%BC%9A/
・第 20 回ビジネス日本語研究会（2 月 17 日）
http://business-japanese.net/archive/archive_020.html
・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/
・NPO 多言語多読第 32 回「多読授業とリライト」入門講座（2 月 19 日）
http://tadoku.org/seminar/2017/01/18/4159
・第 10 回大阪大学専門日本語教育研究協議会（2 月 21 日）
http://ciee.osaka-u.ac.jp/news/info/1900/
・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
・多文化社会専門職機構設立記念「第 1 回多文化社会実践研究フォーラム」
（2 月 26 日）
http://www.kokuchpro.com/event/tasskforum/
・学校法人深堀学園外語ビジネス専門学校学校訪問会＋採用説明会
（2 月 28 日）
http://job.nihonmura.jp/cbc.html
・IUC レクチャーシリーズ「
「連濁」に見る日本語の奥行き」
（3 月 2 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/IUC.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/
・第 23 回ドイツ語圏大学日本語教育研究会シンポジウム「異文化間教育
から見た日本語教育」
（3 月 3 日～5 日，サテライト企画：3 月 6 日）
http://www.japanisch-an-hochschulen.de/
・中国語話者のための日本語教育研究会第 38 回研究会（3 月 4 日）

https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
・看護と介護の日本語教育研究会第 12 回例会
「第 2 回 看護と介護の日本語教師のための教師研修」
（3 月 4 日）
http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/kangokaigoN-SIG/index.html
・日本ことわざ文化学会第 4 回西日本分科会（3 月 4 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/kotowaza.pdf
・第 20 回関学日本語教育研究会「講演会：読解研究と言語教育」
「ワークショップ：読解教育の理論と実践」（3 月 4 日）
http://www.kwansei.ac.jp/cjle/event/2017/event_20170304_008350.html
・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
・子どもの日本語教育研究会第 2 回大会（3 月 11 日）
https://www.facebook.com/子どもの日本語教育研究会-1047678371910272/?fref=ts
・第 48 回日本語教育方法研究会（3 月 18 日）
http://jlem-sg.org/
・スポーツ言語学会第３回研究会（3 月 18 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/01/sport.pdf
・NPO 多言語多読第 33 回「多読授業とリライト」入門講座（3 月 26 日）
http://tadoku.org/seminar/2017/01/18/4159
======================================================================
【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。
・連載 新移民時代（西日本新聞）

http://www.nishinippon.co.jp/feature/new_immigration_age/
・日本語案内板がスマホで多言語に 神戸で来秋導入（12 月 22 日 神戸新聞）
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009771211.shtml
・
「日本語学校を誘致」函館商議所の久保新会頭 （12 月 22 日 日本経済新聞）
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB14H6Q_R21C16A2L41000/
・留学生・実習生失踪 「稼げる」と難民偽装 「申請簡単」制度を乱用
（12 月 30 日 西日本新聞）
http://www.nishinippon.co.jp/feature/new_immigration_age/article/298686
・日本語教育 超党派「日本語教育推進議員連盟」が旗揚げ
（1 月 10 日 毎日新聞）
http://mainichi.jp/articles/20170105/org/00m/010/043000c
・9 カ国約 500 名の日本語スタディツアーを実施 JNTO と JF
（1 月 16 日 インバウンドナビ）
https://inboundnavi.jp/jnto-jf-study-tour-2017
・外国人を労働力に 豊橋市で 31 日に外国人集住都市会議
（1 月 17 日 東日新聞）
http://www.tonichi.net/news/index.php?id=57934
=====================================================================
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＞ 2017 年 2 月 1 日
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■

