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他団体情報：行政・助成・イベント等のご案内
======================================================================
・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。
■行政■
・文化庁令和 3 年度 日本語教育人材の研修プログラム普及事業
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/jinzainokenshu_boshu/92934501.html
※上記ページの情報は日々，最新情報に更新されます。
■情報■
・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」
（8 月 2 日更新予定）
日本語教育レポート第 45 回：ドイツにおける生涯教育の日本語クラス
―その実情とケルン日本文化会館の側面支援―
（松浦 とも子／ケルン日本文化会館日本語上級専門家
ドゥツス カタリーナ／ケルン日本文化会館専任講師）
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/report/202108.html
日本語教育ニュース：IRODORI Japanese Online Course Elementary 1 (A2) is Now Open!
https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/teach/tsushin/news/202108.html
※2021 年 6 月に公開した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！”の英訳記事です。
※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
■助成■
・
【9/10 締切】住友生命 第 15 回「未来を強くする子育てプロジェクト」募集
主催：住友生命保険相互会社 後援：文部科学省・厚生労働省
表彰・支援内容：
「子育て支援活動の表彰」
「女性研究者への支援」
http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/

■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。
□発表募集
・
【8/10 締切】第 19 回対照言語行動学研究会
https://www.jacsla.net/notice
・第 18 回マレーシア日本語教育国際研究発表会
【8/31 締切】アイデア広場
https://www.jfkl.org.my/jle-conference-2021/
□参加募集
・五者をめざす日本語教師の会（8 月 6 日）
「つな談会～日本語教師としての自分を分析してみよう」
https://goshanokai-015.peatix.com/
・筑波大学 CEGLOC 日本語教育部門 オンラインシンポジウム
第３回「未来志向の日本語教育」
（8 月 6 日）
https://jlt.jinsha.tsukuba.ac.jp/content/uploads/sites/23/2021/07/f75b2a34384bff6382452aa4bb2ee10
8.pdf
・合同会社おおぞら日本語サポート
「日本語教師 筋力アップ講座８月―中級 教室活動実践 ２回連続講座―」
オンライン（8 月 6 日・8 月 20 日）https://eventregist.com/e/ONSKinUIntZOOM080620
対面（8 月 13 日・8 月 27 日）https://eventregist.com/e/ONSKinUIntFTF081327
・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 4 回「オンラインファシリ
テ―ションの工夫と実践」
（8 月 7 日）
https://www.facebook.com/events/337623487748564/
・日本語ラボ「初級を教える Part３～応用練習（談話）～談話練習のやり方
を考えてみよう＊個別サポート付」
（8 月 7 日）
https://www.nihongo-labo.com/講座情報/初級 part３講座詳細/

・株式会社篠研 2021 年度篠研の「圧巻！日本語教育能力検定試験
【試験Ⅱ・教授法】徹底解説セミナー」
（8 月 7 日・8 日）
https://www.kanjifumi.jp/siken2_kyojuho-2/
・ABK 学館日本語学校 ABK 日本語教育勉強会
「日本語教師力アップ 地域社会に必要とされる留学生を輩出しよう！」
（8 月 8 日）
「心に届け 日本語学習の歌 心と記憶に残る学習アイテムとしてのオリ
ジナルソング」
（8 月 21 日）
「日本語教育 基礎の確認（第 4 回）
「される」
「させる」「させられる」
の整理と具体的な教え方の例」
（8 月 28 日）
https://www.abk.ac.jp/日本語/勉強会/
・CASTEL/J 2021（8 月 10 日・11 日）
http://castel-j.org/on/index.html
・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
「民主的シティズンシップ教育を実践してみませんか」（8 月 17 日～9 月 14 日）
http://www.osakaymca.ac.jp/jle-center/news/jle2104.html
「基礎から学ぼう著作権」
（8 月 19 日～9 月 9 日）
http://www.osakaymca.ac.jp/jle-center/news/jle2105.html
「第二言語の指導と訂正フィードバック」
（8 月 23 日～9 月 13 日）
http://www.osakaymca.ac.jp/jle-center/2106.html
・第 26 回留学生教育学会年次大会（8 月 20 日・21 日）
https://jaise2021-taikai.peatix.com/
・Semiosis 株式会社 Finge Board 講習会（オンライン）（8 月 20 日～9 月 3 日）
https://fingerboard-app.com/blog/main/2021/07/15/finger-board-online-course-2021-8/
・株式会社篠研 篠研の「圧巻！令和２年度日本語教育能力検定試験「試験Ⅱ」
徹底解説オンラインセミナー」
（8 月 22 日）
https://www.kanjifumi.jp/r2_sikenni_seminar/
・株式会社篠研 篠研企画臼井智美オンラインセミナー
「日本語指導が必要な児童生徒に対する日本語教育－小中高で指導
する前に知っておくと助かること－」
（8 月 28 日）
https://www.kanjifumi.jp/usui_seminar/

・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
オンライン授業のための日本語教師育成コース（9 月 1 日～11 月 30 日）
https://sites.google.com/view/linguage-online/
・シンポジウム実行委員会・現代日本語研究会「寿岳章子さん，ふたたび
ー元祖わきまえない女に今学ぶこと」
（9 月 4 日）
https://bit.ly/3qLuaJi
・JALT Study Abroad SIG・茨城大学グローバル教育センター（9 月 4 日）
全国語学教育学会（JALT）海外留学（Study Abroad）SIG Conference 2021
https://jaltstudyabroad.wixsite.com/conference2021
・考える漢字の会＠Zoom2021 秋（9 月 4 日）
http://www.cocopb.com/kangaerukanjinokai/event.html
・株式会社篠研 2021 年度篠研の「圧巻！日本語教育能力検定試験対策
直前対策オンラインセミナー」
（9 月 4 日・5 日）
https://www.kanjifumi.jp/tyokuzen_seminar/
・株式会社篠研 篠研企画 山本久美先生オンラインセミナー（9 月 11 日）
「ビジネス日本語を教えるにあたって押さえておきたいビジネスマナーの基本」
https://www.kanjifumi.jp/yamamoto_seminor/
・中国語話者のための日本語教育研究会 第 50 回記念大会（9 月 11 日・12 日）
https://chuugokugowashablog.wordpress.com/
・東アジア日本学研究学会 第 3 回東アジア日本学研究国際シンポジウム
（9 月 17 日～9 月 19 日）
https://www.east-asia.info/index.html
・アジア人材還流学会 ハノイセミナー2022 のためのプレセミナー（9 月 19 日）
https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/hanoi2020/goannai.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－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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