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・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。
【外務省】
・平成 30 年度外務大臣表彰
グローバル・ネットワーク加盟団体「ニュージーランド日本研究学会」
副会長ダラス・ネズビット氏他，205 個人，49 団体が表彰されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006244.html
■その他情報■
・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」更新（8 月 1 日）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
日本語教育ニュース：
「みんなの教材サイト」全面リニューアル！
(日本語国際センター専任講師／伊藤 由希子)
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201808.html
・
【10/31 締切】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/
※招聘研究者の活動事例や受入機関の特徴紹介等が以下に掲載されています。
「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
・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
・
【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
・
【8/31 締切】中国語話者のための日本語教育研究会第 43 回研究会
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
□参加募集
・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/
・ヴェネツィア 2018 年日本語教育国際研究大会（Venezia ICJLE 2018）
（8 月 3 日・4 日）
https://www.eaje.eu/ja/symposium/40
・特定非営利活動法人国際日本語研修協会（IJEC）第 11 回日本語教師
採用合同日本語学校説明会【東京】
（8 月 4 日）
http://www.ijec.or.jp/c_event/19305
・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プレセッション
日本留学 AWARDS 2018「日本語教師のための進学説明会」
（8 月 6 日）
http://www.ryugakuawards.org/
・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=1722&f=news
・平成 30 年度日本語学校教育研究大会ポストセッション「日本語教育
e-learning 展示会」及び「日本語教育教材展示会」（8 月 9 日）

http://www.nisshinkyo.org/news/detail.php?id=1731&f=news
・母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究会

2018 年度研究大会

（8 月 8 日・9 日）
http://mhb.jp/
・子どもの日本語教育研究会第３回ワークショップ（甲府）
（8 月 18 日）
https://www.kodomo-no-nihongo.com/kodomo/archives/32
・アークアカデミー 平成 30 年度日越 EPA 日本語研修事業ベトナム派遣
日本語講師採用説明会（東京）
（8 月 18 日）
https://yousei.arc-academy.net/job/
・カイ日本語スクール 日本語教師のためのコミュニケーション・
トレーニング（8 月 18 日・25 日）
http://www.kaij.jp/yousei/tanka.html#ct
・カナダ日本語教育振興会（CAJLE）2018 年次大会（8 月 21 日・22 日）
http://www.cajle.info/programs/cajle2018/
・東京大学大学院工学系研究科 日本語教育シンポジウム「国際総合力育成
に向けた日本語教育の実践と意義ー人と大学の協働的ネットワーク形成」
（8 月 25 日）
https://www.jlcse.t.u-tokyo.ac.jp/ja/
・甲南大学総合研究所研究チーム No.143「文化の継承と日本語教育」
（研究代表：トーマス・マック）＜シリーズ・日本語教師のためのワーク
ショップ＞日本文化の理解と継承（8 月 25 日・9 月 8 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/KK180908konan.pdf
・第 2 回キルギス日本学・日本語教育国際研究大会（8 月 25 日・26 日）
https://jlkyoushikai-kyrgyz.jimdo.com/
・北海道大学国際連携機構国際教育研究センター「コーパスの中を見る：
コーパスからの情報抽出と抽出データの意味づけにかかわる諸問題」
（8 月 31 日）
https://www.oia.hokudai.ac.jp/cier/wp/wp-content/uploads/2018/07/d9be7265c63bca6c0306fb1212a80

0c4.pdf
・第 6 回東アフリカ日本語教育会議（8 月 31 日～9 月 2 日）
http://e-nihon.net/jaltak/?p=740
・福井大学語学センター 特別企画シンポジウム「【地域×日本語教育】の可能性」
（9 月 1 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/KK180901fukui.pdf
・クロアチア・プーラ大学人文学部 国際シンポジウム「新世代の日本語学習」
（9 月 6 日）
https://ffpu.unipu.hr/ffpu/en/research/conferences/2018/japanese_language_learning_for_new_gener
ations
・ことばと学びでつながるなかまの会「日本語教育の夏フェス」
（9 月 8 日）
https://komatsunajp.wixsite.com/mysitekomatsuna/blank
・日本語教育方法研究会第 51 回研究会（9 月 8 日）
http://jlem-sg.org/
・言語と未来基金プロジェクト シンポジウム「よりよき市民性教育のために
―ドイツにおける政治教育の検討と語学教育の場での実践を考える」（9 月 8 日）
http://www.bonjinsha.com/wp/post_id-5302.html
・スポーツ言語学会第 5 回総会・学会大会（9 月 15 日）
https://sportgengo.wixsite.com/home
・第 17 回対照言語行動学研究会（9 月 29 日）
https://sites.google.com/site/taishogengokoudou/
=====================================================================
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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