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======================================================================
他団体情報：行政・助成・イベント等のご案内
======================================================================
・掲載後にリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
お問い合わせは，各機関宛に直接お尋ねください。
■行政■
【文化庁】
・平成 29 年度日本語教育総合調査
報告書（概要・調査結果）
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_sogo/pdf/r1405102_01.pd
f
報告書（資料編）
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_sogo/pdf/r1405102_02.pd
f
・平成 30 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/
・日本語教育機関の法務省告示基準第 1 条第 1 項第 13 号に定める日本語教員の
要件について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu/
・日本語教育小委員会(過去に開催された委員会の議事録・配布資料等）
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongo/
・文化庁広報誌『ぶんかる』地域日本語教室からこんにちは！ 023 更新
http://www.bunka.go.jp/prmagazine/rensai/chiiki/chiiki_023.html
・文化庁 新・シンボルマークの募集
http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/boshusymbol/index.html
・文化プログラム登録申請

beyond2020 プログラム

http://culture-nippon.go.jp/ja/#pages/beyond2020
【内閣府】
・第 29 回規制改革推進会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20180420/agenda.html
資料 1－1：これまでの経緯（日本で学ぶ留学生の就職率向上に向けた意見）
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20180420/180420honkaigi01.pdf
資料 1－2：日本で学ぶ留学生の就職率向上に向けて
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20180420/180420honkaigi02.pdf
■その他情報■
・国立国語研究所『多言語母語の日本語学習者横断コーパス（I-JAS）
』
（第三次データ）一般公開のお知らせ（5 月 21 日）
http://lsaj.ninjal.ac.jp/wp-content/uploads/2018/05/ec7944547519c112c259ff3a62ed28e6.pdf
I-JAS 関連資料 http://lsaj.ninjal.ac.jp/?page_id=364
・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」
（5 月 31 日更新）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
・国際交流基金 日本語教育ニュース：
関西国際センターは設立 20 周年を迎えました。
(関西国際センター日本語教育専門員／田中哲哉・和栗夏海)
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201805.html
・教師募集情報は学会ウェブサイトをご覧ください（週 1 回更新）。
http://www.nkg.or.jp/boshu
・日本語教育関連の報道情報については，ツイッターで毎月 2 回（1 日・15 日頃）
配信していますので，そちらをご覧ください。
https://twitter.com/NKGkouhou
■イベント■
□発表募集
・
【6/8 締切】第 42 回国際日本文学研究集会
https://www.nijl.ac.jp/activity/International/conference/post_23.html
・
【6/30 締切】東アジア日本学研究学会 第 1 回国際シンポジウム
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/KK180630eastasia.pdf

・
【6/30 締切】第 17 回対照言語行動学研究会
https://sites.google.com/site/taishogengokoudou/
・
【7/4 締切】日本語教育方法研究会第 51 回研究会
http://jlem-sg.org/pdf/appli-51.pdf
・
【7/29 締切】第 15 回マレーシア日本語教育国際研究発表会
https://www.jfkl.org.my/jle-conference-2018/
□参加募集
・国立国語研究所 シンポジウム「ピア・リーディングの授業の組み立て方
－教師の準備からフィードバックまで－」
（6 月 9 日）
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20180609-sympo/
・甲南大学国際交流センター 第 3 回日本語教育ワークショップ
「ボイスサンプル」を利用した日本語音声指導法（6 月 9 日）
http://www.konan-u.ac.jp/news/archives/19438
・筑波大学 CEGLOC

日本語・日本事情遠隔教育拠点

講演会「Web ツールを活用した語彙学習」
（6 月 9 日）
http://www.intersc.tsukuba.ac.jp/~kyoten/20180609lecture.html#.WwIf7UjRB9N
・上智大学大学院日本語教育学コースの入試説明会（6 月 9 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/KK180609sophia.pdf
・一般社団法人アジア学術文化交流協会「無料ソフト R を使ってコピペ
でできる統計講習会 ＆ KH Coder でできる Text Analysis 講習会
（6 月 15 日締切，開催は 8 月 19 日～27 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/KK180615R.pdf
・日本語音声コミュニケーション学会 2018 年度春の宵山研（6 月 15 日）
http://www.speech-data.jp/nihonsei/event.html#E16
・日本言語政策学会第 20 回記念研究大会（6 月 16 日・17 日）
http://jalp.jp/wp/?p=1453
・日本第二言語習得学会第 18 回年次大会（J-SLA 2018)（6 月 16 日・17 日）

https://bit.ly/2vLkVjw
・言語文化教育研究学会第 5 回研究集会（6 月 17 日）
http://alce.jp/meeting/05/
・
『異文化理解入門』(研究社刊)第 4 回ワークショップ（6 月 17 日）
http://www.kokuchpro.com/event/bc49c6e47065501e744410200f0543f7/
・第 24 回ビジネス日本語研究会（6 月 23 日）
http://business-japanese.net/archive/archive_024.html
・日本語ジェンダー学会第 19 回年次大会（6 月 23 日）
https://www.langgender.jp/activities/conference19/
・JSL 漢字学習研究会第 74 回研究会（6 月 23 日）
http://jsl-kanji.com/event/20180623.html
・国立国語研究所日本語教育研究領域 第 3 回会話・談話研究シンポジウム
「AI と言語研究 (1) ―ポライトネスと AI―」
（6 月 23 日）
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20180623-sympo/
・日本語教育機関教員と高等教育機関留学生教育担当者との研究協議会
「美術系進学希望者に対する進学指導の方法を考えよう！」（6 月 23 日）
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/tjlec/research/study_meeting.html
・NPO 多言語多読 第 41 回「多読授業とリライト」入門講座（6 月 24 日）
http://tadoku.org/seminar/2018/04/08/5583
・第 8 回全養協日本語教師採用合同説明会（6 月 29 日）
http://www.zenyoukyou.jp/fairs/index.html
・言語文化教育研究学会【特別企画】西口光一さんの講演（6 月 29 日）
「現実の社会的構成と言語―第二言語教育（学）者のための社会学的教養―」
http://alce.jp/spec18
・批判的言語教育国際シンポジウム「未来を創ることばの教育をめざして
内容重視の批判的言語教育（Critical Content-Based Instruction:
CCBI）のその後」
（6 月 30 日・7 月 1 日）

http://www.cocopb.com/ccbi-conference/home.html
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 42 回研究会（7 月 7 日）
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
・特定非営利活動法人日本語教育研究所（7 月 7 日）
“内容重視”で伸ばす 「ビジネスケース」を使った中級からの教え方
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/KK180707nikken.pdf
・北陸地区日本語学校日本語教師の集い 講演会＆ワークショップ（7 月 7 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/KK180707toyama.pdf
・国際教養大学専門職大学院(日本語教育実践領域)・秋田日本語教育研究会
2018 年度春学期 日本語教育特別講演会＆懇談会「言語と文学を結びつ
ける文体論-夏目漱石の未完の小説『明暗』の場合-」
（7 月 14 日）
http://web.aiu.ac.jp/36263/
・AJALT 2018 年度 公開講座「非常ベルは聞こえているか」
～在留外国人が日本で確かに生きていくために～（7 月 20 日）
http://www.ajalt.org/teach/seminar/
・看護と介護の日本語教育研究会他共催 バンドンセミナー
「アジアと日本における外国人材の雇用と定着を考える」
（7 月 20 日参加登録締切，開催は 9 月 8 日・9 日）
https://bandung090809.wixsite.com/kuramoto/home
=====================================================================
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。
締切は毎月 20 日，配信は 1 日が基本です。
＜講読詳細＞http://www.nkg.or.jp/mailmagazine
＜登録・解除＞http://www.nkg.or.jp/pdf/merumaga/toroku.pdf
＜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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