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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（1 月 15 日締切）
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
【法務省】
・出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政令の整備に関する政令案概要等に係る意見公募手続の実施に
ついて（1 月 26 日締切）
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130143&Mode=0
■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（1 月 4 日更新）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
日本語教育レポート 第 36 回：ブラジルでの「子ども Can-do」開発の取り組み
（サンパウロ日本文化センター日本語専門家／中島永倫子・サンパウロ日本文化
センター専任講師／末永サンドラ輝美）
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/report/201901.html
授業のヒント：
「ディクトグロス」をやってみよう！
(日本語国際センター専任講師／木田 真理)
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/hint/201901.html

・国際交流基金“日本語パートナーズ”募集中(台湾第 4 期）
https://jfac.jp/partners/apply/guideline_h3004/
あわせて“日本語パートナーズ”説明会を 1 月 11 日（金）東京・大阪会場で開催
https://jfac.jp/partners/event/
・独立行政法人日本学術振興会 研究者に特化した SNS 「JSPS-Net」
http://r34.smp.ne.jp/u/No/3920762/DGo08Hj5gvcD_26813/920762_181203021.html
・独立行政法人日本学術振興会 研究倫理 e ラーニング［eL CoRE］
HTML5 版での提供を開始。
http://r34.smp.ne.jp/u/No/3920762/g4emCGj5gvcD_26813/920762_181203020.html
・独立行政法人日本学術振興会 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）
ウェブページ「WPI Forum」公開
外国人研究者の受け入れに関する制度や環境の整備について
http://r34.smp.ne.jp/u/No/3920762/G283C5j5gvcD_26813/920762_181203017.html
・国立国語研究所『日本語日常会話コーパス』モニター公開
https://pj.ninjal.ac.jp/conversation/cejc-monitor.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
・
【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/
・
【1/15 締切】第 52 回日本語教育方法研究会
http://jlem-sg.org/pdf/appli-52.pdf
・
【1/31 締切】CASTEL/J 2019
https://www.jbit.or.kr/~2019castelj/presentation.html

・
【2/24 締切】第 28 回小出記念日本語教育研究会
http://koidekinen.org/archives/651
・
【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/第 19 回年次大会-j-sla2018-2019 年 6 月 1 日・2 日中央大学/
□参加募集
・日本語プロフィシェンシー研究学会「2018 年度第 2 回研究例会」
（1 月 12 日）
http://proficiency.jp/?p=1927
・小出記念日本語教育研究会「特別企画第１回ワークショップ」
（1 月 12 日）
http://koidekinen.org/archives/631
・早稲田速記医療福祉専門学校「外国人介護職の日本語研修を考える
～介護現場で日本語力をどう向上させるべきか～」（1 月 12 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/KK190112waseda.pdf
・JSL 漢字学習研究会「第 79 回研究会」
（1 月 13 日）
http://jsl-kanji.com/event/20190113.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
・ＡＢＫ学館日本語学校「日本語教育短期研修会」
（1 月 17 日または 18 日～）
https://www.abk.ac.jp/2018/12/12/日本語教育短期研修会開催のお知らせ/
・第 9 回全養協日本語教師採用合同説明会／「日本語教師の実践力」ミニ講座
（1 月 18 日）
https://www.zenyoukyou.jp/jobfair/

・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/
・立教大学日本語教育センター 国際シンポジウム「日本語教育センター
シンポジウム 2018」正規学部留学生受け入れの新時代－多様な留学生と
の学びは大学をどう変えるのか－（1 月 26 日）
http://www.rikkyo.ac.jp/events/2019/01/mknpps000000qipa.html
・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
・特定非営利活動法人国際日本語研修協会（IJEC）
「第 12 回日本語教師採用合同日本語学校説明会」
（大阪 2 月 2 日，東京 2 月 9 日）
https://www.ijec.or.jp/c_event/21478
・状況研事務局第４回公開研究会「具体的な状況設定」から出発する日本語
ライティング教材の開発」
（2 月 3 日）
https://jokyodog.wixsite.com/mysite/blank-3
・国立国語研究所「看護・介護に必要な日本語の研究と日本語教育」
（2 月 9 日）
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/tutorial/20190209-course/
・一般社団法人日本語教育支援協会「R を使ってコピペでできる統計＆
Text Analysis 講習会」
（2 月 9 日～15 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/KK190210jalesa.pdf
・第 17 回全養協公開講座「社会の動きとこれからの日本語教育
～ますます広がる日本語教師の可能性～」
（2 月 16 日）
https://www.zenyoukyou.jp/extension/
・カイ日本語スクール日本語教師養成講座「実践力入門講座・実践力プラス講座」
（2 月 23 日～4 回）

http://www.kaij.jp/yousei/
・日本語教育研究所「初級レベルにおけるスピーキング指導の実践例」
（2 月 23 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/KK190223nponikken.pdf
・沖縄県日本語教育研究会第 16 回大会（3 月 9 日）
http://isu.u-ryukyu.ac.jp/topics/2018/09/13/5850/
・シンポジウム「政治教育，平和教育，そして日本語教育へ：ドイツの実践
例を中心に」
（3 月 20 日）
http://jhlee.sakura.ne.jp/320/
・看護と介護の日本語教育研究会第 17 回例会 第 5 回看護と介護の日本語教師
研修「ベトナム人学習者 支援シリーズ－その１発音指導について－」
（3 月 21 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/KK190310kangokaigo.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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＜編集者＞

広報委員会

＜発行年月＞ 2019 年 1 月 4 日
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