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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，
新規入会はなるべく年度の早い時期がおすすめです。ご不明な点につきま
しては，下記へお問合せください。
http://www.nkg.or.jp/mypage/nyukai
会員サービス係：Tel：03-3262-4291 E-mail：kaiin@nkg.or.jp
＊担当者がテレワーク等で事務所不在にてお返事が遅れることがあります。
・賛助個人会員入会のご案内
今年度より，賛助個人会員の会費が 1 口 1 万円に減額となります。
http://www.nkg.or.jp/news/12941
・賛助団体会員リンク集
http://www.nkg.or.jp/ippan/sanjo
■お知らせ■
・各種催しの新型コロナウィルス感染拡大の影響について
日本語教育学会主催各行事の開催可否については，慎重に検討を進めており
ます。決定事項は，逐次，学会ウェブサイトにてお知らせいたします。なお，
中止等の場合も，参加者が自身で手配された旅費・宿泊費等のキャンセル料
等につきましては弊会では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・2020 年度日本語教育学会 各賞受賞者・受賞論文公開
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/2020-jusyo.pdf
・2020 年度日本語教育学会発表一覧公開
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/2020happyo_list.pdf
・九州・沖縄支部集会 全面オンライン＆7 月 3 日（１日のみ）の開催に変更
http://www.nkg.or.jp/jissensha/shibushukai

・調査研究推進委員会「私たちの町の日本語教育ワールドカフェ開催報告」
（3 月 6 日開催済み）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/20210306_wc_hokoku.pdf
・2020 年度関東支部集会開催報告（3 月 6 日開催済み）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/20210306kantoshibu_hokoku.pdf
・2020 年度関西支部集会開催報告（3 月 13 日開催済み）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/20210313kansaishibu_hokoku.pdf
・学会誌『日本語教育』181 号の特集テーマ決定のご案内
http://www.nkg.or.jp/news/13430
・2018 年度大会予稿集無料公開
http://www.nkg.or.jp/jissensha/taikaiyoko
・2018 年度支部集会予稿集無料公開
http://www.nkg.or.jp/news/13372
・2021 年度秋季大会開催方針について（オンライン開催決定）
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/21autumn_online_210319.pdf
・2021 年度日本語教育学会事業計画・事業予算
http://www.nkg.or.jp/gakkai/nendo
・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

■助成募集■
・【6/3 締切】2021 年度グローバル人材奨励プログラム
http://www.nkg.or.jp/news/13319
■発表募集■
・【5/17 締切】交流ひろば出展募集
7 月 3 日：九州・沖縄支部集会(オンライン）
7 月 17 日：北海道支部集会（オンライン）
8 月 29 日：関東支部集会（オンライン）
http://www.nkg.or.jp/jissensha/shibushukai
・
【6/25 締切】秋季大会発表募集
http://www.nkg.or.jp/news/13390
・
【6/25 締切】東北支部集会発表募集
http://www.nkg.or.jp/jissensha/shibushukai
■発表応募支援■
・
【6/15 締切】おせっかい侍の発表応募支援
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/osekkai10.pdf
■参加募集■
・
【5/10 締切】春季大会（オンライン開催）
日時：5 月 22 日（土）
・23 日（日）
参加費：一般 5,000 円，会員 3,500 円，会員（学生証事前提出）2,000 円
有料プログラムへご参加を希望される方は，必ず事前参加申込をお願いします。
大会連絡事項
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/renrakuweb-2021spring.pdf
大会（オンライン）への参加の手引き
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/tebiki-2021spring.pdf
大会プログラム
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/21springprogram.pdf

＊以下のプログラムは上記の大会参加申込の他に，個別の申込が必要です。
・
【5/9 締切】センパイとの対話の場「ぷらさ da わかば」
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/challenge_2021spring.pdf
・
【5/15 締切】大会参加オリエンテーション「わかばさん いらっしゃい」
http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/21springprogram.pdf
＊大会プログラム 14 ページ参照
以下の動画もご参照ください。
＜動画＞https://youtu.be/ztrNSeCdjf8
＜申込＞
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScniz6nnySd7waS7lPCykNwVT3tGMZtl4N89YJ5ktFtwn
wFCg/viewform
＊以下のプログラムは事前申込不要，どなたでも無料で参加が可能な公開
プログラムです。みなさまのご参加をお待ちしております。
・一般公開プログラム「根を深くはり，梢を見あげる 日本語教育の樹よ育て」
学会の活動範囲を象徴的に描く樹形図を示した後，登壇者が，それぞれの
研究・実践での目的と夢，夢をかなえるための資質について話します。
日時：5 月 22 日（土）10：00-12：00

定員：1,000 名先着順

http://www.nkg.or.jp/pdf/2021springspecial.pdf
・
「日本語教育研究・実践ネットワーク（Net-J）研究会紹介ブース 」
日時：5 月 22 日（土）12：00-13：00

＊大会プログラム 14 ページ参照

http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/21springprogram.pdf
・
「賛助団体会員出展ブース」
日時：5 月 22 日（土）15：00-16：50

＊大会プログラム 15・18 ページ参照

http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/21springprogram.pdf
■学会誌『日本語教育』178 号発行■
＜閲覧・購入について＞
◆2017 年度刊行分以降の掲載論文の要旨（和文・英文）は無料公開中です。
掲載論文本体についても，会員でない方も閲覧・購入が可能ですので，
ぜひご利用ください。
http://www.nkg.or.jp/kenkyusha/keisainaiyo

◆173 号～178 号の掲載論文は，マイページからダウンロード可能です。
https://m4.members-support.jp/NKG/
本年度会費の納入が完了している会員の方は、無料です。会員でない方も
マイページで「新規ユーザ登録」
（無料）をしていただければ，以下の価格
にてご購入いただけます。
1 論文あたり：550 円（税込）
，1 号あたり：2,750 円（税込）
※いずれも決済時に別途手数料が必要です。
◆141 号以降，刊行後 2 年を経過した掲載論文は J-STAGE で閲覧可能（無料）です。
但し，執筆者からの公開許可を得たものが対象となります。
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nihongokyoiku/-char/ja/
◆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。
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
※株式会社凡人社は，新型コロナウィルス感染症拡大予防のため店舗臨時休業中です。
通信販売および注文等は可能です。詳しくは直接お問い合わせください。
＜掲載論文（収録順）＞
【特集】日本語教育学の輪郭を描く
〔寄稿論文〕
・日本語教育の輪郭の再構築のために―「外延と内包」図式に仮託して―（砂川裕一）
・国内の日本語教育における実践と研究―その変遷と展望―（佐々木倫子）
・地域の活性化と外国人の自立を目指した地域日本語教育の体制づくり
―とよた日本語学習支援システムの事例―（衣川隆生）
・ヨーロッパの日本語教育の変容と展望―CEFR の受容と浸透から―（櫻井直子）
・中国の日本語教育の変容と展望（曹大峰）
〔研究論文〕
・
『日本語教育』掲載論文の引用ネットワーク分析―日本語教育研究コミュ
ニティの輪郭描写―（田中祐輔・川端祐一郎）
【一般】
〔研究論文〕
・モシは日本語条件文の理解を促進するのか―自己ペース読文実験を用いた
文処理過程から―（市江愛）
・有情物の存在を表す「V テイル」と「イル」の使い分けについて（渡辺誠治）
・初級日本語学習者のプライベートスピーチ（御舘久里恵）

・第二言語としての日本語語彙量と漢字力―第一言語と学習期間の影響―
（松下達彦・佐藤尚子・笹尾洋介・田島ますみ・橋本美香）
・CEFRCompanionVolumewithNewDescriptors における「仲介」に関する考察
（櫻井直子・奥村三菜子）
〔調査報告〕
・ノンネイティブ日本語教師認知研究の動向分析―オンライン学術文献データ
ベースを用いて―（雍セイ ＊セイは「女」偏に旧字の「靑」
）
・中国語を母語とする日本語学習者における単漢字和語動詞の習得研究
―インドネシア語を母語とする日本語学習者との比較を通して―（孟盈）
〔実践報告〕
・自助力の向上を目指した初級日本語学習者向け防災学習活動（米本和弘）
・異文化理解能力の育成を目指したプロジェクトワークの実践
―初中級レベルの多国籍日本語教師を対象とした段階的アプローチの試み―
（池田香菜子・長坂水晶）
====================================================================
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。
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