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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】
・
「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（二次報告案）
」の日本語
教師【初任】
（活動分野：就労者，難民等，海外）に関する意見募集の実施
について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/ikenboshu/nihongoiken_kyoshi/index.html
・2019 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募集について
http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/1411408.html
・平成 30 年度国内の日本語教育の概要
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_jittai/h30/
【文部科学省】
・柴山昌彦文部科学大臣記者会見録（平成 30 年 11 月 13 日）
記者からの質問につき，日本語教育について触れています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1411111.htm
■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（12 月 3 日更新）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
・NPO 法人国際留学生協会（IFSA）
外国人留学生のための専門情報紙 『向学新聞（こうがくしんぶん）
』
2018 年 11 月号（第 297 号）※総ルビ付き
http://ifsa.jp/index.php?kougaku-shimbun201811tgn
・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
・
【1/10 締切】第 25 回プリンストン日本語教育フォーラム
https://pjpf.princeton.edu/
・
【2/28 締切】日本第二言語習得学会第 19 回年次大会（J-SLA 2019）
http://www.j-sla.org/event/
□参加募集
・東北大学文学部/大学院文学研究科言語学シンポジウム
「発話行為のダイナミズム－方言・歴史・文化－」
（12 月 8 日）
http://skiyama.com/Symposium.html
・言語社会心理学研究会(SPLaD)第 2 回定例研究会（講演及び第 9 回 BTSJ 活用
方法講習会（初心者向け）
），第 10 回 BTSJ 活用方法講習会（既習者向け）
（12 月 8 日）
https://splad-bts.blogspot.com/p/blog-page_4.html
・医療と福祉の専門職を目指す人のための日本語教育研究会プレフォーラム
（12 月 8 日）
https://jhw.livreparaviver.net/
・日本語教師センター第 29 回公開研究会パネルトーク「省によって違う中国
人の考え方」
（12 月 8 日）
http://www.n-k-c.info/news/345/
・ＡＢＫ日本語教育勉強会「焦らない授業のコツ-質問予想力・質問対応力
をつけよう-」
（12 月 8 日）
https://www.abk.ac.jp/2018/11/13/abk 日本語教育勉強会開催のお知らせ/
・第 4 回アンコールワット国際日本語教育セミナー（12 月 8 日・9 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/KK181209ankorwat.pdf

・マッセイ大学 ・ニュージーランド日本研究学会 日本語教育の最前線：
ニュージーランドの大学レベルの日本語教育者のための全国シンポジウム
（12 月 8 日・9 日）
http://www.massey.ac.nz/massey/learning/departments/school-of-humanities/events/japanese-sympo
sium/japanese-symposium_home.cfm
・第 29 回第二言語習得研究会全国大会（12 月 8 日・9 日）
http://jasla.sakura.ne.jp/2.html
・異文化間教育学会 2018 年度特定課題研究第１回公開研究会
「異文化間教育における政策と研究者の役割」
（12 月 9 日）
http://www.intercultural.jp/seminar/kenkyukai.html
・一般社団法人多文化社会専門職機構(TaSSK）第 3 回多文化社会実践研究
フォーラム「多文化社会を問う」
（12 月 9 日）
http://tassk.org/2018/10/29/tasskforum03/
・東洋大学国際教育センター
「第１回 東洋大学日本語プレゼンテーションコンテスト」（12 月 15 日）
http://www.toyo.ac.jp/uploaded/attachment/118041.pdf
・九州大学留学生センター

小山悟 日本語教育セミナー

「問いを活用したコンテントベースの日本語授業」（12 月 15 日）
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/koyama_web/
・学びを培う教師コミュニティ研究会 ラウンドテーブル 2018～上海～
「実践のプロセスを協働でふり返る－語る・聴くから省察へ」
（12 月 15 日）
http://manabireflection.web.fc2.com/data/20181215j.pdf
・一般財団法人日本語教育振興協会「日本語教師採用合同フェア」
（12 月 15 日）
http://www.nisshinkyo.org/job/fair2018.html

・国立国語研究所 NINJAL シンポジウム「データに基づく日本語研究」
（12 月 15 日・16 日）
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2018/20181215-sympo/
・2018 年日本言語政策学会研究会（12 月 16 日）
http://jalp.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/018d96014554f2cdf053a0105ff25785.pdf
・国際言語文化学会日本語・日本語教育研究会 川口義一先生講演とワーク
ショップの会「サイレントウェイの理論と実際―フランス語の体験学習と
日本語教育への応用―」
（12 月 16 日）
http://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=x5hdJ8Vf
・言語管理研究会「多言語社会と言語問題シンポジウム 2018」
（12 月 16 日）
https://lmtjapan.wordpress.com/2018/11/02/速報版「多言語社会と言語問題シンポジウム 2018」/
・サタラボ VOL.37 レビュー： 教師力をつけよう

「TP チャートで自分らしく

輝く教師になろう！」～日本語教師キャリアの可視化～（12 月 16 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/KK181216satalabo.pdf
・日本女子大学文学部学術交流企画「コーパスを使った類義表現・多義語の研究」
（12 月 22 日）
http://www2.ttcn.ne.jp/~khori/ku_hui_zinopeji/2018shinpojiumu.html
・李在鎬他科研費課題番号：18K00680,16K02795,16K16885,17H02351,16K02794
による共催「作文研究 2018 シンポジウム」（1 月 13 日）
http://jhlee.sakura.ne.jp/sakubun2018/
・明治大学国際日本学部「オンラインプレイスメントテスト（OPT）
ワークショップ」
（1 月 14 日）
http://jhlee.sakura.ne.jp/sakubun2018/#doc5
・公益財団法人目黒区国際交流協会（MIFA）第 14 回 MIFA 国際交流フェス
ティバル（1 月 20 日）
http://mifa.jp/festivals/
・2018 年度北海道大学高等教育推進機構国際教育研究部研修事業多文化交流
科目シンポジウム「留学生・日本人学生の共修教育における大学と地域の
連携」
（1 月 26 日）

https://www.oia.hokudai.ac.jp/cier/wp/wp-content/uploads/2018/10/61be03109c3d48bb3d0d4e25b848
ce74.pdf
=====================================================================
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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