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他団体情報：行政・助成・イベント等のご案内
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・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。
■情報■
・
【文化庁】
「日本語教育能力の判定に関する報告（案）
」についての意見募集
の実施について（結果）
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/ikenboshu/nihongoiken_hanteihoukoku/in
dex.html
「日本語教育能力の判定に関する報告（案）」に対する国民からの意見募集
の結果について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/ikenboshu/nihongoiken_hanteihoukoku/pd
f/92016501_01.pdf
・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」(2 月 3 日更新）
http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html
・日本語・日本語教育を研究する：(2 月 3 日更新）
「日本事情」とは，何を，どのように，何をめざして，教えるのか？
－旧くて新しい「日本事情教育」について考える－
(国際交流基金日本語国際センター 所長／砂川裕一)
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/reserch/202002.html
・日本語教師募集情報については，弊会サイトでご案内しております。
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
・
【2/23 締切】第 29 回小出記念日本語教育研究会
http://koidekinen.org/archives/807
・
【2/28 締切】第 20 回日本第二言語習得学会国際年次大会 (J-SLA2020)
設立 20 周年記念大会
http://www.j-sla.org/event/
□参加募集
・京都大学国際高等教育院附属日本語・日本文化教育センター
第 26 回多文化交流フォーラム・講演会・
「コミュニカティブ・アプローチを
基にした日本語教授法の課題と解決法ー社会言語学的知識の活用練習の実際
を例として」
（2 月 4 日）
https://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/information/show/3522
・東京カレッジ講演会「グローバルな学術言語としての日本語」
（2 月 5 日）
http://www.tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/event20200205/
・国際表現言語学会第 8 回大会（2 月 8・9 日）
http://performinglanguage.net/?page_id=644
・第 84 回 JSL 漢字学習研究会(2 月 8 日）
http://jsl-kanji.com/event/20200208.html
・公益財団法人浜松国際交流協会（HICE) 日本語教育シンポジウム
「浜松市における地域日本語教育の体制づくり」
（2 月 9 日）
http://www.hi-hice.jp/j_fromhice_more.php?eid=00139
・特定非営利活動法人女性エンパワーメントセンター福岡・九州大学松永研究室
日本語教育推進法元年多文化共生と多角的連携をめざして―ふくおか日本語
教室ネットワーク・ワークショップ―（2 月 9 日）
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/events/view/800
・科学技術振興機構(JST) J-STAGE20 周年記念シンポジウム
｢学術コミュニケーションの展望｣（2 月 13 日）
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/20thsymposium/-char/ja
・公益社団法人国際厚生事業団

介護現場で働く・介護を学ぶ外国人のための交流会（2 月 14 日，他）
https://jicwels.or.jp/?page_id=10950
・令和元年度国立国語研究所日本語教師セミナー
「顕在化する多言語社会日本と日本語教育」（2 月 15 日）
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/tutorial/20200215-course/
・甲南大学総合研究所研究チーム No.143（研究代表：トーマス・マック）
茶道 留学生と日本語教師のためのワークショップ（2 月 15 日）
https://kokucheese.com/event/index/588518/
・リンゲージ日本語学校「リンゲージスペシャル 2020」リンゲージにしかできない
豪華講師陣による「学習者になってカリスマ先生の授業を受けに行こう」プログラム
（2 月 15 日，他）
https://www.facebook.com/linguage.japanese.school/
・Jean Bazantay，李在鎬「フランスにおける日本語教育と教科書作成を
考えるセミナー」
（2 月 16 日）
http://jhlee.sakura.ne.jp/f/poster.pdf
・2019 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 「合理的配慮」を必要とする学生に対する支援のあり
方を考える（2 月 16 日）
https://bit.ly/2RbP7gQ
・第 13 回大阪大学専門日本語教育研究協議会「留学生大量受け入れ新時代の
大学における日本語カリキュラムの再考」
（2 月 18 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/KK200218osaka.pdf
・コミュニティの公共人材を対象とした多文化対応力開発プログラムの国際
比較研究会（岩手大学 松岡洋子研究室）公開国際研究集会 多文化化する
コミュニティの再構築－新たなまちを作る（2 月 22 日）
https://www.kokuchpro.com/event/bbf49ca12b8f7281f5a06e9c2840ec1a/
・考える漢字の会＠拓殖大学 2020（2 月 22 日）
http://www.cocopb.com/kangaerukanjinokai/home.html
・ビジネス日本語研究会第 28 回研究会「外国人留学生のインターンシップに

ついて考える」
（2 月 22 日）
http://business-japanese.net/archive_028.html
・大手前大学通信教育部日本語教員養成課程シンポジウム
～日本語教員に必要なこと～（2 月 24 日）
https://dec.otemae.ac.jp/admission/detail.php?id=358
・沖縄県日本語教育研究会第 17 回大会（2 月 29 日）
http://isu.u-ryukyu.ac.jp/topics/2020/01/16/6683/
・学習院大学国際センター

地域日本語教育シンポジウム「コミュニティに

根差した日本語学習の可能性―豊島区における日本語教育ネットワークの
確立を目指して―」
（2 月 29 日）
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/news/2020/0125.html
・NPO 多言語多読「多読授業と読みもの作成」入門講座（3 月 1 日）
https://tadoku.org/japanese/rewriting-courses/
・広島修道大学 グローバル教育グループ・国際コミュニティ学部
講演会「対話から構想する言語教育の未来」（3 月 6 日）
http://www.shudo-u.ac.jp/event/nvu9p7000004qwd1.html
・社団法人 メキシコ日本語教師会 El Colegio de Mexico
第 25 回メキシコ日本語教育シンポジウム（3 月 6 日～3 月 8 日）
https://amijriji.wixsite.com/mysite/event-jp
・カイロ大学文学部日本語日本文学科 シンポジウム「非西欧社会における
近代化の再考 日本（東アジア）
・エジプト (アラブ)をモデルに【第二回】」
（3 月 7 日・8 日）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/NKG200308cairo.pdf
・言語文化教育研究学会第６回年次大会（3 月 7 日・8 日）
「言語文化教育とクリエイティビティ（Creativity）
」
http://alce.jp/annual/2019/
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 47 回研究会（3 月 14 日）
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/?%E6%8B%85%E5%BD%93%EF%BC%9A%E4%B8%

AD%E4%BF%A3%E5%B0%9A%E5%B7%B1
・第 54 回日本語教育方法研究会（3 月 14 日）
http://jlem-sg.org/
・2019 年度 言語管理研究会「接触場面と言語管理」分科会（3 月 14 日）
https://lmtjapan.wordpress.com/2020/01/19/2019%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e8%a8%80%e8%aa%9e
%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a%e3%80%8c%e6%8e%a5%e8%a7%a6
%e5%a0%b4%e9%9d%a2%e3%81%a8%e8%a8%80%e8%aa%9e%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%80%8d
%e5%88%86/
・国立国語研究所「I-JAS」完成記念シンポジウム/第 5 回学習者コーパス
ワークショップ（3 月 21 日）
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/m-2019/20200321/
=====================================================================
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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