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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，
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。入会相談も下記へ。
会員サービス係(平日 9～18 時）Tel：03-3262-4291 E-mail：kaiin@nkg.or.jp
http://www.nkg.or.jp/mypage/nyukai
・賛助会員リンク集更新
現在賛助会員として 50 団体のみなさまにご協力いただいております。
賛助会員一覧はこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/ippan/sanjo
■お知らせ■
・九州・沖縄支部活動開催報告（7 月 20 日・21 日実施）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/2019okinawa0720_hokoku.pdf
・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
■協力者募集■
・
【1/10 締切】大会時企画「ぷらさ da わかば」センパイ募集
チャレンジ支援委員会が大会時に実施している日本語教育の世界で
自分の先を歩いている「センパイ」とこれから日本語教育をはじめ

る「わかばさん」が１対１で対話する場「ぷらさ da わかば」にお
いて「センパイ」としてご協力いただける会員の方を事前登録制と
します。応募要項，登録方法等，詳しくはこちら。
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/senpai_kobo.pdf
■出展募集■
・
【11/15 締切】関西支部集会「交流ひろば」出展募集
日時：2020 年 3 月 14 日（土）
会場：関西大学千里山キャンパス
http://www.nkg.or.jp/jissensha/shibushukai
■参加募集■
・
【当日直接会場へ】四国支部集会 参加募集
日時：10 月 19 日（土） 13：30-16：30（受付開始 13：00）
会場：香川大学 教育学部 8 号館 811 講義室
参加費：100 円，
内容：交流ひろば（7 件）
，現場から発信！四国の日本語教育研究事情 2019 （4 件）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/shibupro_2019_02.pdf
・
【10/23 締切】中部支部集会 参加募集
日時：10 月 26 日（土）13：00-16：40
会場：愛知大学 名古屋キャンパス L 棟 11 階
参加費：1,000 円，マイページより要事前予約，空きがあれば当日参加も可能。
内容：口頭（2 件）
・ポスター発表（3 件）
・交流ひろば（4 件）
講演「ダイバーシティ(交流)からチャンプルー(混流)へ
～もやもやした世界を生きぬくために～」
講演講師：春原憲一郎氏（京都日本語教育センター／京都日本語学校校長）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/2019_03_shibupro.pdf
・
【10/24 締切・残席僅か】九州・沖縄支部活動 in 鹿児島 参加募集
「外国人介護人材の受け入れと日本語教育支援」
主催：公益社団法人日本語教育学会
共催：看護と介護の日本語教育研究会
日時：10 月 26 日（土）13：00-17：00
会場：：鹿児島大学 郡元キャンパス 法文学部 1 号館 2 階 202 講義室
参加費：2,000 円 要事前予約（定員になり次第締切）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/shibukatsudo_20191026kagoshima.pdf

・
【両会場ともまだ残席あり】関東・関西で開催(内容はほぼ同じです）
「日本語教育推進法を知ろう！～あなたはどうする？～」参加募集
＜関西＞日時：10 月 19 日（土）13：00-17：00
会場：龍谷大学深草キャンパス 22 号館 102 教室
＜関東＞日時：10 月 26 日（土）13：00-17：00
会場：武蔵野大学有明キャンパス 3 号館 301 教室
参加費：一般 1,500 円，日本語教育学会会員 1,000 円
定員：各会場 150 名
※要事前申込，定員になり次第受付終了，最終締切は開催 2 日前。
※日本語教育学会マイページにて事前申込および支払をお願いいたします。
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/2019oct_suishinhou.pdf
・言語系学会連合 2019 年度公開シンポジウム 参加募集
共催：言語系学会連合・日本英語学会
日時：11 月 9 日（土）15:15-18:00
会場：関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス G 号館 3 階 301 教室
参加費無料・事前参加登録不要・当日直接会場へ。
テーマ「ことばは現実をどう捉えるか ─ことばの対照研究のおもしろさ─」
詳細，お問合せは下記言語系学会連合のサイトからお願いいたします。
http://www.nacos.com/gengoren/
・文部科学省受託事業特別委員会 セミナーおよび研修 参加募集
「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」
（2019）で，モデルプログラムの活用のためのセミナー（大学・
日本語教師養成機関の教員・講師対象）と研修（学校・教育委員会等関
係者対象）を全国 10 箇所で開催しています。定員になり次第締切となり
ますのでお早目にお申込みください（参加費無料・要事前申込）。
◆「大学教員のための外国人児童生徒教育セミナー：モデルプログラム
活用に向けて」
10 月 19 日（土）学習院大学
11 月 9 日（土）大阪教育大学
11 月 16 日（土）カレッジプラザ（秋田）
◆モデルプログラム活用のための「外国人児童生徒教育を担う教員・支
援員の研修担当者研修会」
10 月 18 日（金）一般財団法人大阪府教職員互助組合 たかつガーデン
11 月 2 日（土）愛知教育大学
11 月 13 日（水）学習院大学

詳細・申込は下記の専用サイトから「ももプロ セミナー一覧」をご参照
ください。ご不明な点は，担当者(大塚・小原）へ直接お問合せください。
専用サイト：https://mo-mo-pro.com/document
電話（平日 9～18 時のみ）
：03-3262-4291

E-mail：mmp-office@nkg.or.jp

・
【予告・10/16 事前登録開始】2019 年度秋季大会 参加募集
日時：11 月 23 日(土・祝）
・24 日（日）
会場：くにびきメッセ（島根県松江市）
参加費：事前登録 一般 5,000 円／会員 3,500 円／学生証確認済会員 2,000 円
当日 全員 5,000 円（現金のみ）
「大会プログラム」
「発表要旨」
「巻末広告募集」
「費用助成」公開済み。
順次各種情報をアップしていきます。
http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikai
～秋季大会内にて実施される各委員会企画もご期待ください～
・
【11/24】支部活動委員会「地域発信企画 in 島根」（入場無料）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/2019chiikihasshin.pdf
・
【11/24】調査研究推進委員会「研究倫理セミナー」（大会参加費必要）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/2019rinriseminar.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，メー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＞

公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/

＜編集者＞

広報委員会

＜発行年月＞ 2019 年 10 月 1 日
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