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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 30 年度日本語教育人材養成・研修カリキュラム等開発事業の採択について
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1406150.html
※日本語教育学会は，事業区分（２） 日本語教育人材の研修カリキュラム
開発④ 日本語教師【中堅】に対する研修に採択されました。
■その他情報■
・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」本ばこ更新（7 月 2 日）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
・博報財団第 14 回「国際日本研究フェローシップ」募集受付中
https://www.hakuhofoundation.or.jp/program/
「国際日本研究フェローシップ ニュースレター 第 5 号」発行（年 1 回発行）
https://www.hakuhofoundation.or.jp/program/report/pdf/fellowshipnewsletter_vol5.pdf
・NPO 法人国際留学生協会

留学生のための専門情報紙

『向学新聞（総ルビ付き）
』2018 年 6 月号（第 295 号）
http://ifsa.jp/index.php?kougaku-shimbun201806sai
・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
・
【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/
・
【7/31 締切】第 2 回キルギス日本学・日本語教育国際研究大会
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/KK180817kyrg.pdf
・
【8/10 締切】第 29 回第二言語習得研究会全国大会
http://jasla.sakura.ne.jp/2.html
□参加募集
・国際交流基金米国若手日本語教員（J-LEAP）6 期帰国報告会（7 月 5 日・19 日）
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/voice/j-leap/2018/05-01.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
・国際基督教大学グローバル言語教育研究センター

連続講演会

「日本語教育における『学びのユニバーサルデザインを考える』」
第 1 回講演会・ワークショップ 湯澤正通先生（7 月 7 日）
http://subsite.icu.ac.jp/rcgle/news/post-4.html
・NIHON MURA×さんぽう「日本語教師・職員」採用合同説明会（7 月 7 日）
東京 http://job.nihonmura.jp/20180707tokyo.html
京都 http://job.nihonmura.jp/20180707kyoto.html
・大阪ＹＭＣＡ学院日本語学科 日本語教師のための教え方講座

『テーマ別』を使った中級の指導（7 月 11 日～9 月 19 日）
https://www.osakaymca.ac.jp/nihongo/_src/23068976/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6
%95%99%E5%B8%AB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%95%99%E3%81%
88%E6%96%B9%E8%AC%9B%E5%BA%A7%20.pdf
・SAPPORO AI LAB 他「AI の MIRAI，俳句の未来-俳句対局 in 北海道大学-」
（7 月 13 日）
https://goo.gl/forms/I7vbyN0RsbQW0CtA3
・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/
・大学日本語教員養成課程研究協議会 夏の講演会
「教科学習を支援する年少者日本語教育と教員養成」
（7 月 14 日）
https://daiyokyo.com/
・国際交流基金 日本語専門家 活動報告会
【大阪会場：フィリピン・ケニア・マレーシア】
（7 月 14 日）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/report/new.html
・日本語教師センター第 27 回公開研究会「いま知るべき アパレル業界の留学
生事情」
（7 月 14 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/KK180714kokai.pdf
・看護と介護の日本語教育研究会他 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 日締切）
https://bandung090809.wixsite.com/kuramoto/home
・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）
https://www.ajalt.org/teach/seminar/
・埼玉地区日本語教師採用合同説明会（7 月 20 日）
https://saitamanihongokyoshi.jimdo.com/

・国際交流基金 日本語専門家 活動報告会
【東京会場：フィリピン・インドネシア・英国】
（7 月 21 日）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/dispatch/report/new.html
・日本学生支援機構大阪日本語教育センター 第 14 回日本語教育機関教員と
留学生進学先教育機関の教育担当者との研究協議会「留学生に求められる
プレゼンテーション能力とその指導」
（7 月 21 日）
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/jlec/ojlec/research/meetings.html
・看護と介護の日本語教育研究会 第 16 回例会「看護と介護の日本語教育：
教材広場」
（7 月 22 日）
http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/kangokaigoN-SIG/
・ビジネスプロセスコミュニケーション研究所 ビジネスコミュニケーション
トレーナー養成講座「ビジネス日本語研修のデザインー方法論を学び体験を
通してデザインするー」
（7 月 28 日・29 日）
https://businessprocesscommunication.jimdo.com/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83
%8A%E3%83%BC%E9%A4%8A%E6%88%90%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
・言語科学会第 20 回国際年次大会（JSLS2018）
（8 月 2 日・3 日）
http://jsls.jpn.org/con/2018/
・大阪ＹＷＣＡ夏の日本語教育セミナー「日本語のコミュニケーションと
文法におけるキャラ」
（8 月 4 日）
http://osaka.ywca.or.jp/other/japanese/japanese_education-summer.html
・NPO 多言語多読 多読支援セミナー第 7 回「いま改めて多読とは？
多読支援とは？」
（8 月 6 日）
https://tadoku.org/seminar/2018/06/04/5693
・平成 30 年度日本語学校教育研究大会（8 月 7 日・8 日）
http://www.nisshinkyo.org/news/detail.php?id=1636&f=news
=====================================================================
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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