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学会情報：新規入会・お知らせ・投稿・イベント等のご案内
======================================================================
■新規入会のご案内■
・ウェブサイト上からご入会できます。会費は年度制（4 月～翌 3 月）のため，
年度内のお早目のご入会をおすすめしております。入会に関し，ご不明な
点は下記へお問合せください。賛助会員も随時受付中です。
会員サービス(平日 9～18 時）Tel.03-3262-4291 E-mail:kaiin@nkg.or.jp
http://www.nkg.or.jp/mypage/nyukai
■お知らせ■
・
【5/27 締切】日本語教育学会非常勤職員募集
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/KK190527nkg.pdf
・日本語教育学会ウェブサイト「賛助会員リスト」更新
2019 年度より新たに下記３団体のみなさまに賛助会員としてご入会いただき，
公益社団法人日本語教育学会の賛助会員は全 46 団体となりました。
http://www.nkg.or.jp/ippan/sanjo
・2018 年度日本語教育学会 各賞受賞者・受賞論文の発表
授賞式は 5 月 25 日春季大会会場で行います。
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/2018-jusyo.pdf
・平成 30 年度文部科学省委託「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修
モデルプログラム開発事業 事例集 モデルプログラムの開発」公開
http://www.nkg.or.jp/pdf/2018momopro_hokoku.pdf
・
【5/29 締切】日本語教育グローバル人材奨励プログラム 申請受付中
海外で日本語教育現場の人々と研究・教育に関する活動をしてみたい若手
研究者・実践者を応援する新しいプログラムです。
http://www.nkg.or.jp/news/8914
・日本語教育学会パンフレット https://bit.ly/2LwyF5K

・日本語教育学会 Facebook
・日本語教育学会ツイッター

https://t.co/FCSBmkfR2q
https://twitter.com/NKGkouhou

・学会誌『日本語教育』ツイッター https://twitter.com/NKGgakkaishi
・学会ウェブサイトバナー広告募集（トップページに掲載・1 か月から可）
http://www.nkg.or.jp/banner
■発表＆出展募集■
・
【5/15 締切】北海道支部集会「交流ひろば」出展募集
日時：7 月 13 日（土） 会場：北海道大学
講演「日本語教育と外国人受け入れ政策」
（仮題）
講師：神吉宇一氏（武蔵野大学）
応募要項・応募書類のダウンロード等詳細はこちら
http://www.nkg.or.jp/jissensha/shibushukai
■参加募集■
・
【定員 50 名になり次第締切，ご参加予定の方はお早目に】
九州・沖縄支部活動 参加募集
「日本語教育における質的研究を問い直す」
日時：7 月 20 日（土）
・7 月 21 日（日）※2 日間連続
会場：沖縄科学技術大学院大学（OIST）
参加費：6,000 円 ※マイページにて要事前申込および支払
内容：講演，討論パネル，ワークショップ，委員会連携企画，他
http://www.nkg.or.jp/news/8735
・
【事前参加登録 5/15 締切】春季大会 参加募集
日時：5 月 25 日（土）
・26 日（日）
会場：つくば国際会議場（茨城県つくば市）
後援：つくば市教育委員会
協力：つくば市，一般社団法人つくば観光コンベンション協会
参加費：事前登録（別途手数料）
：一般 5,000 円，会員 3,500 円，学生証有の会員 2,000 円
当日受付（現金のみ） ：一律 5,000 円
懇親会費 ：事前登録のみ先着 80 名（別途手数料）：一律 3,000 円
ポスター

http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/19springposter.pdf

プログラム http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/19springprogram.pdf
発表要旨

http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/19springweb.pdf

・
【入場無料・予約不要】春季大会一般公開プログラム 参加募集
トークセッション「+日本語」の人生をたずねて
―境界を生き、境界をほぐす 4 人の物語―
日時：5 月 25 日（土）10：00-12：00（9：30 開場）入場無料・予約不要
会場：つくば国際会議場大ホール（茨城県つくば市）
スピーカ―：
劉セイラ氏（青二プロダクション 声優・漫画家）
LEITNER Katrin Jumiko 氏（立教大学 准教授）
星野ルネ氏（漫画家・タレント）
トラン・ゴック・フック（新田一福）氏
（株式会社メトラン会長・人工呼吸器開発，在日ベトナム人協会会長）
※facebook 上にて 30 秒動画募集中！スピーカーへの事前質問も歓迎します。
https://www.facebook.com/events/639143749874380/
・科研申請アドバイスセミナー「日本語教育学における科研の今とこれから」
日時：5 月 26 日（日）12：10-12：50
会場：つくば国際会議場

中会議室 201（春季大会会場）

http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/2019kakenseminar.pdf
・春季大会でのチャレンジ支援委員会による日本語教育初心者向け各企画
「わかばさんいらっしゃい」
（大会初心者向けオリエンテーション）
日時：5 月 25 日（土）12：00-12：55
会場：つくば国際会議場

3 階小会議室 304（春季大会会場）

「わかば・コンシェルジュ」
（大会中に困ったことなどお問合せください）
日時：5 月 25 日（土）12：00-15：00・26 日（日）8：45-14：00
会場：つくば国際会議場

1 階エントランス（春季大会会場）

「ぷらさ da わかば」
（学会員のセンパイとの１対１の対話の場）
日時：5 月 26 日（日）12：10-13：20
会場：つくば国際会議場

4 階小会議室 405（春季大会会場）

http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/challenge_2019spring.pdf
■学会誌■
・
『日本語教育』172 号 発行
＜掲載論文（収録順）＞
【特集】日本語教師養成・研修の新しい役割と可能性
―多様な教育現場，学習者に対応する教師―
〔寄稿論文〕

・地域日本語教育に関わる人材の育成（御舘久里恵）
・介護福祉の日本語教育の現状と支援者の育成
―介護の日本語 Can-do ステートメントを中心に―（西郡仁朗）
・日本語学校における教師研修の課題と可能性
―学び合う教師集団とネットワーキング―（嶋田和子）
・海外での教員養成・教育実習の実践と課題
―オーストラリアの現場から―（トムソン木下千尋・福井なぎさ）
・国内外の日本語学習・教育と日本語教師養成・研修の課題
―公的認証（アクレディテーション）をめぐって―（西原鈴子）
〔調査報告〕
・非母語話者日本語教師のビリーフの変化と成長過程
―縦断的インタビュー調査の結果から―（久保田美子）
・外国人児童生徒等の日本語指導に関するボトムアップ型教員研修
―群馬県伊勢崎市の教員研修を事例として―（小池亜子・古川敦子）
【一般】
〔研究論文〕
・継承日本語学習児における二言語の作文力の発達過程
―ドイツの補習校に通う独日国際児の事例から―
（ビアルケ（當山）千咲・柴山真琴・高橋登・池上摩希子）
・コーパスに基づく「読解基本語彙 1 万語」の選定（本田ゆかり）
〔調査報告〕
・同級生の日本語母語話者との会話に見られる留学生の普通体使用
―言語社会化の観点から―（奥西麻衣子）
〔実践報告〕
・ジグソー学習法で学ぶ敬語コミュニケーション
―多様性がもたらす異文化理解―（早野香代）
＜閲覧・購入について＞
・
『日本語教育』167～172 号の掲載論文はマイページ
（https://m4.members-support.jp/NKG/)からダウンロード可能です。
マイページは会員でない方も「新規ユーザ登録」をしていただければ，
ご利用いただけます。本年度会費の納入が完了している会員の方は，
無料です。その他，会員でない方は以下の価格にてご購入いただけます。
1 論文あたり：540 円（税込）
，1 号あたり：2,700 円（税込）※いずれも
決済時に別途手数料が必要です。
・冊子版の購入方法（会員・非会員共通）
：
全国の書店よりご注文いただくか、株式会社凡人社の麹町店または通信
販売（送料別途）にてお求めいただけます。冊子版の価格は，以下の

とおりです。
『日本語教育』166 号以降：3,800 円＋消費税
『日本語教育』165 号まで：2,500 円＋消費税
・
『日本語教育』166 号 J-STAGE 公開開始
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nihongokyoiku/-char/ja/
====================================================================
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。
■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■
＜発行者＞
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＜編集者＞

広報委員会

＜発行年月＞ 2019 年 5 月 7 日
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