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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■
□国際交流基金
・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」
（6 月 1 日更新予定）
日本語教育ニュース：
「いろどり日本語オンラインコース」初級 1（A2）を開講しました！
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202106.html
□国立国語研究所
・
『BTSJ 日本語自然会話コーパス（トランスクリプト・音声）2021 年 3 月版』公開
下記 URL より「利用申込み」をした方へ無料配付しています。
https://ninjal-usamilab.info/lab/btsj_corpus_2021/
問合先：国立国語研究所

日本語教育研究領域

『BTSJ 日本語自然会話コーパス』事務局
メール btsjcorpus@ninjal.ac.jp 電話 042-540-4572
※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■
※新型コロナウィルス感染症の影響で多くの催しが変更や延期となっております。
原稿作成時に開催予定としていても，その後に変更している場合もございます
ので，ご参加予定の方は必ず事前に主催者に開催有無をお問合せください。

□投稿募集
・
【7/31 締切】日本語教育史研究会誌『日本語教育史研究』創刊号（オンラインジャーナル）
https://nihongo2020.wixsite.com/nihongo/journal
□発表募集
・
【6/20 締切】全国語学教育学会（JALT）※ 非会員も発表可
海外留学（Study Abroad）SIG Conference 2021
https://jaltstudyabroad.wixsite.com/conference2021
・
【6/30 締切】中国語話者のための日本語教育研究会 第 50 回記念大会
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
□参加募集
・2021 年度大養協春季大会シンポジウム「大学日本語教員養成における教育実習
の新たな課題－学習場面の多様化・求められる教師像の変化・コロナ禍に
揺れる社会の中で－」
（6 月 5 日）
https://daiyokyo202106.peatix.com/view
・全研本社株式会社リンゲージ事業本部 グローバルキャリア事業部日本語課
リンゲージスペシャル 2021DX セミナーシリーズ第 3 回
「オンラインツールに埋もれない！ICT を効果的に使うコツ」
（6 月 5 日）
https://www.facebook.com/events/456226365614048
・株式会社篠研 篠研の日本語の教え方セミナー「超入門！手とり足とり！
これで充分！もう IT オンチなんて言わせない！－パワーポイントで教材作成」
オンラインセミナー（6 月 5 日）
https://www.kanjifumi.jp/powerpoint_seminar/
・リンゲージ日本語学校 オンライン日本語教師養成講座（6 月 5 日～8 月 27 日）
https://sites.google.com/view/linguage-online/
・NPO 法人 YYJ・ゆるくてやさしい日本語のなかまたち（6 月 5 日～3 月 31 日）
オンライン・日本語教師学び隊ぷらす（中堅日本語教師研修）
https://peraichi.com/landing_pages/view/manabitaiplus
・株式会社篠研 篠研の日本語の教え方セミナー「実はカンタン！WEB コース
を作ろう！－実践！Moodle で学習コンテンツ作成オンラインセミナー」
（6 月 6 日）
https://www.kanjifumi.jp/moodle_seminar/

・大阪 YMCA 日本語教育センター 日本語教師のためのじっくり学ぶ講座
相談支援と共感的理解―ソーシャルワーカーによる相談支援の基礎
（6 月 7・14・21・28 日）
http://www.osakaymca.ac.jp/jle-center/news/202104128.html
・ビジネス日本語研究会第 31 回研究会（6 月 12 日）
http://business-japanese.net/activity_031.html
・五者をめざす日本語教師の会
「つな談会～現場で困ったことを相談しあおう」
（6 月 12 日）
https://goshanokai-011.peatix.com/view
・日本言語政策学会第 23 回研究大会（6 月 12 日・13 日）
http://jalp.jp/wp/?p=2372
・ABK 日本語教育勉強会（6 月 12 日・19 日・26 日）※各回の内容は下記参照
https://www.abk.ac.jp/日本語/勉強会/
・国際基督教大学グローバル言語教育研究センター（6 月 13 日）
ユニバーサル・コミュニケーション・デザイン（UCD）連続講演会第 2 弾
「デジタルコミュニケーションにおけるウェブデザイン」
http://subsite.icu.ac.jp/rcgle/seminar-workshop/post-21.html
・株式会社篠研 篠研企画 小山暁子オンラインセミナー「フリーランスとして
働き方の選択肢を増やそう！－ビジネスパーソンへの日本語レッスンを中心にー」
（6 月 19 日）
https://www.kanjifumi.jp/koyama_seminar/
・第 2 言語習得研究会（関東）第 107 回研究会（6 月 19 日）
https://kasla.jimdofree.com/
・国立大学日本語教育研究協議会 2021 年度（第 35 回）協議会（6 月 19 日）
https://kokunichi.jimdofree.com/
・英国国際教育研究所（6 月 19 日～8 月 14 日）
イギリスの中高生に教える日本語教育実習＜オンライン・コース＞
http://iiel.org.uk/_src/4470/teaching_practice_YL.pdf?v=1613357382826

・日本第二言語習得学会（J-SLA）2021 年度 J-SLA 初夏の研修会
テーマ： 第二言語システムと環境へのアプローチ（6 月 20 日）
https://www.j-sla.org/events/20210424-01
・Villa Education Center 2021 年度 VEC セミナー
「もう一度考えてみよう―入管制度と難民認定制度」
（6 月 26 日）
https://vecseminar211.peatix.com/
・第 30 回小出記念日本語教育研究会（6 月 26 日・27 日）
http://koidekinen.org/archives/1006
・現代日本語研究会第 30 回ワークショップ（7 月 3 日・4 日）
https://tinyurl.com/452f997y
・CASTEL/J 2021（8 月 10 日・11 日）
http://castel-j.org/on/index.html
・カナダ日本語教育振興会 CAJLE2021 年次大会（8 月 18 日・19 日）
https://www.cajle.info/programs/cajle2021/
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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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