2018 年度日本語教育学会秋季大会についてのご連絡（2018 年 10 月 12 日）
公益社団法人日本語教育学会
●主催：公益社団法人日本語教育学会
●開催日：2018 年 11 月 24 日(土)，25 日(日)
●会場：プラサ ヴェルデ（静岡県沼津市大手町 1 丁目 1−4）
◆一般公開プログラムについて
11 月 24 日（土）10:00 から一般公開プログラム「外国人住民と共に考える安心安全な町
づくり－日本語教育から見たリスク・コミュニケーション－」
（パネルディスカッション）
を実施します（参加費無料、申込不要・先着 250 名まで）。
◆予稿集について
電子版のみの発行となります。事前参加登録が完了すると「予稿集(電子版)」のダウン
ロードが可能となります。当日受付の方は，受付で配布されるプログラム冊子に記載の QR
コードからダウンロードをお願いいたします。インターネットにつながるデバイス（ノー
トパソコン，タブレット，スマートフォン等）をご持参ください。なお，施設内は，無料
Wifi への接続が可能です。
当日受付はお手続きが煩雑となりますので，ぜひ事前登録をご利用ください。
※当日，USB や冊子媒体での予稿集の配布はございませんので，ご注意ください。
◆事前参加登録について（2018 年 10 月 16 日(火) 9:00 開始）
学会ウェブサイト上の「マイページ」からのお申込みになります。お支払いは，コンビ
ニ決済・ペイジー決済・クレジット決済のいずれかとなります。会員の方は，事前参加登
録により大会参加費が割引となります。なお，一般の方が入会される場合，入会完了まで
に数日を要します。事前参加登録で割引となるのは，入会手続き完了後となりますので，
余裕をもって手続きをお進めください。
また，当日受付はお手続きが煩雑となりますので、ぜひ事前登録をご利用ください。
登録方法は，マイページで掲載の「マイページ操作マニュアル申込マニュアル―大会申
込編」をご覧ください。
(1)登録前のご準備
【会員の方】
事前にマイページにログインし，2018 年度年会費の納入をお済ませください。
※初めてログインされる方は，本状 4 ページの【マイページログインまでの手続き
（会員向けのご案内）
】をご確認ください。
※学生料金でご参加を希望の方は，11 月 13 日（火）までに学生証を会員サービス係
までご提出ください（提出先は 4 ページの「問合せ先」をご参照ください）
。その
後，会員サービス係からの受領連絡が届いてから，事前参加登録の手続きに進ん
でください。
【会員でない方】
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①ご入会のうえ参加をご希望の方
事前にマイページで新規ユーザー登録をお願いいたします。入会申込後，2 営業日
後に入会に関する審査結果を通知しますので，それを受け，入会金および 2018 年度
年会費の納入をお済ませください。
②ご入会を希望されない方で，マイページをお持ちの方
特に事前のご準備は必要ありません。入会金・年度会費等のお支払いも必要あり
ません。
③ご入会を希望されない方で，マイページをお持ちでない方
事前にマイページで新規ユーザー登録をお願いいたします。ご利用の開始の通知
までに 24 時間を要しますので，余裕をもって登録手続きをお進めください。
(2)登録および参加費お支払いの期間
2018 年 10 月 16 日(火) 9:00～11 月 15 日(木) 23:59（日本時間）
◆参加費について
会員の方
事前参加登録

会員でない方
当日受付申込

事前参加登録

当日受付申込

5,000 円

5,000 円

5,000 円

（学生証事前
提出あり）

3,500 円

2,000 円
※事前参加登録の支払時に別途手数料がかかります。
※会員の方でも，今年度会費の支払いが完了していない場合や，学生割引をご希望で
事前に「学生証」が未提出の場合には，割引にはなりません。
※上記の期日までにお支払いが完了された場合のみ，
「事前参加登録」の料金が適用さ
れます。
※登録のみが済んでいる場合にも，上記の期日までにお支払いが完了していない場合，
登録はキャンセルさせていただきます。

※参加費をご納入後の申込キャンセルはできませんので，ご注意ください。

◆懇親会について
11 月 24 日（土）17:30 より施設内の 301-302 会議室で懇親会を開催いたします。
ご参加をご希望の方は，
「マイページ」から事前参加登録をお願いいたします。
定員：先着 100 名
料金：3,000 円
※事前参加登録の支払時に別途手数料がかかります。
※大会参加との同時申込であれば，一括支払いが可能です。
◆大会当日の受付方法について
(1)場所と時間
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日時と場所：
11 月 24 日（土）12:00～17:00 1 階コンベンションホール A ホワイエ
25 日（日） 8:45～15:00 4 階 402 会議室前
(2)方法
【事前参加登録をお済ませの方】
事前参加登録完了後に「マイページ」から「申込証」を表示してご持参いただき，
「事
前登録者専用ブース」にお越しください。
【当日お申込みの方】
所定の申込用紙にご記入のうえ，
「当日受付ブース」にお越しください。
※申込用紙は，事前参加登録期間の終了後に学会ウェブサイトで公開します。
※大会会場での現金による年会費のお支払いはお受けしておりません。
◆クロークの開設について
今大会では，以下の場所にクロークを設置します。一定サイズ（A3 サイズ）より大きい
荷物（衣類・傘・貴重品を除く）の預かりが可能ですので，ご利用ください。お預かりす
るお荷物について，賠償責任等は一切負いかねますので，予めご了承ください。なお，お
預かりできる件数・種類には限りがございます。
11 月 24 日（土）12:00～19:20 301 会議室
25 日（日） 8:45～16:50 409 会議室
※2 日間のご利用の場合でも，初日の 19:20 までに一旦引き取っていただき，2 日目に再
度お預けいただきますようお願いします。
◆「お持ち帰りコーナー」への資料配置について
資料の配置を希望する場合は，当日，「事務局ブース」でリストに必要事項（氏名・当日
連絡のとれる携帯番号等）をご記入のうえ，必ずご本人の責任で持参・撤去をお願いいた
します。配置可能な時間帯は以下のとおりです。会場施設へのポスター等の貼付はご遠慮
ください。
11 月 24 日（土）12:00～17:00 1 階コンベンションホール A ホワイエ
25 日（日） 8:45～15:00 4 階 402 会議室前
※2 日目も続けて置かれる場合は，1 日目の撤去は不要です。2 日目の終了時までに撤去を
お願いします。
◆昼食について
下記の時間帯は，施設内の食堂が営業しています。席に限りがありますので予めご了承
ください。
静岡屋台 11:00～18:00（ラストオーダー17:00）
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Café Verde 9:00～18:00（ラストオーダー17:30）
大会会期中，以下の会場・時間帯の飲食が可能です。ご利用の際は，ゴミの持ち帰りお
よび会場の美化にご協力願います。
11 月 24 日（土）11:00～17:00 市民サロン
11 月 25 日（日）12:00～13:30 301・302・401・402 の各会議室
◆駐車場について
大会参加者・施設利用者は施設駐車場の料金が半額になります。当日、駐車券を大会受
付の「事務局ブース」までお持ちください。
◆取材について
発表等の取材を希望される場合には，11 月 5 日（月）までに学会事務局までお知らせく
ださい。
◆秋季大会プログラム，発表要旨等，詳しくは下記リンク先をご覧ください。
大会プログラム ／ 一般公開プログラム ／ 発表要旨
◆問合せ先：
【11 月 22 日（木）18:00 まで】
TEL: 03-3262-4291
E-mail: 大会担当 taikai-office@nkg.or.jp（大会に関する事項）
会員サービス担当 kaiin@nkg.or.jp（マイページ利用に関する事項）
【11 月 23 日（金）～当日】
TEL: 090-1999-3315
********************************************************************************
～マイページログインまでの手続き（会員向けのご案内）～
現在のマイページご利用の状況により，いずれかの手続きをお願いいたします。
(1)ログイン ID の発行を受けていない方（マイページ利用の移行手続きが未完了の方）
以下のご案内をご参照のうえ，必要事項を会員サービス係までお届けください。そ
の後，会員サービス係からログイン ID および仮パスワードをお知らせいたします。
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/datateikyo.pdf
(2)ログイン ID は発行されているが，パスワードの設定をしていない方
「マイページ操作マニュアル―スタートアップガイド―」の 5 ページ以降をご参照
のうえ，メールアドレスの設定後，パスワードの設定をお願いいたします。
(3)パスワードを設定しマイページへのログインが完了しているが，年会費が未納入の方
マイページにログインのうえ，「マイページ操作マニュアル―会費納入編―」をご参
照いただき，年会費の納入をお済ませください。
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