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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。 

 

■情報■ 

□国際交流基金 

・【JF 日本語教育スタンダード ユーザーアンケートご協力のお願い】 

  このたび, JF 日本語教育スタンダードをより良くするために, 海外や国内の 

  日本語教師をはじめとした皆さまの声を募集します。今後の運営, 検討に生か 

  していきたいと思いますので, ぜひ以下のリンクからご回答をお願いします 

 （日本語のみ）。 

 

  所要時間：約 5 分程度 

  回答期限：8 月 5 日(金) 23:59(JST) 

  https://www15.webcas.net/form/pub/jpf/jfs 

 

※JF 日本語教育スタンダードとは… 

 JF が開発した，日本語教育のコースデザイン，授業設計，評価を考えるための 

 枠組みです。その理念と特徴は『まるごと』や『いろどり』など JF が制作する 

 教材にも取り入れられるなど，10 年以上にわたり世界中でさまざまな形で活用 

 されています。 

 

・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」（8 月 1 日掲載予定） 

 日本語教育レポート 第 47 回： 

 「ベトナムの初等日本語教育におけるポートフォリオ活用の試み」 

 武田 素子／関西国際センター日本語教育専門員 

 （元ベトナム日本文化交流センター日本語専門家） 

 https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/report/202208.html 

  【事務局注】この URL はまだつながりません。 

 

■助成■ 

・【9/9 締切】住友生命 第 16 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 

 「女性研究者への支援」 

 スミセイ女性研究者奨励賞 10 名程度 ／年間 100 万円（上限）を 2 年間まで支給 

 （助成期間は 2023 年 4 月から 2025 年 3 月までの 2 年間を予定） 

 https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/women/bosyu.html 



■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 

・2022 年度第 19 回マレーシア日本語教育国際研究発表会 

 【9/2 締切】アイデア広場出展募集 

 https://www.jfkl.org.my/icjlem2022/ 

 

□参加募集 

・第 27 回留学生教育学会年次大会（8 月 19 日・20 日） 

 https://jaise.site/news/news20220608/ 

 

・看護と介護の日本語教育研究会 第 23 回例会 

 第 11 回看護と介護の日本語教師研修（8 月 20 日） 

 http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/kangokaigoN-SIG/チラシ_第 11 回教師研修.pdf 

 

・Villa Education Center 2022 年度 VEC セミナー（8 月 20 日） 

  学び合いから始める多文化共生第 2 回「地域日本語教室と外国人相談」 

  https://vecseminar222.peatix.com/ 

 

・ABK 日本語教育勉強会 

 「試験勉強と授業力アップの二兎を追う！日本語教育能力検定試験  

  コミュニケーションに関する問題 」（8 月 20 日） 

 「経験の浅い教師のための授業準備のヒント（初級，中級）」（8 月 27 日） 

 https://www.abk.ac.jp/日本語/勉強会/ 

 

・むらさき ジャパニーズ インスティテュート「英語による間接教授法講座」 

 （8 月 20・21・27・28 日） 

 http://murasaki-japanese.com/jp/seminars/indirect-method.html 

 

・篠研の日本語の教え方セミナー「日本語能力試験 N4 対策指導法講座 

 －科目別指導のポイント－」（8 月 21 日） 

 https://www.kanjifumi.jp/n4_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 

 「教室内談話：学習者間相互交流と L2 学習を考える」（8 月 23 日～9 月 13 日） 

 http://www.osakaymca.ac.jp/jle-center/2204.html 

 「民主的シティズンシップ教育を実践する」（8 月 25 日～9 月 15 日） 

 http://www.osakaymca.ac.jp/jle-center/2205.html 

 



・篠研企画 臼井智美セミナー「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/ 

 

・国立国語研究所 言語資源開発センター「言語資源ワークショップ 2022」 

 （8 月 30 日・31 日） 

 https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2022-submit.html 

 

・関西学院大学日本語教育センター 10 周年記念シンポジウム 

 「関学らしい多文化共生とは―日本語教育の可能性―」（9 月 2 日） 

 https://www.kwansei.ac.jp/cjle/news/detail/80 

 

・篠研企画 笈川幸司オンラインセミナー「日本語教師としての在り方 

 －マインドと行動」（9 月 3 日） 

 https://www.kanjifumi.jp/oikawa_seminar_09/ 

 

・篠研の「圧巻！令和３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」（9 月 4 日） 

 https://www.kanjifumi.jp/r3_sikenni_seminar/ 

 

・学びを培う教師コミュニティ研究会 長崎ラウンドテーブル 2022 秋 

 「実践のプロセスを協働でふり返る－語る・聴くから省察へ」（9 月 4 日） 

  https://manabireflection.com/archives/activities-japan/info-roundtable-nagasaki-2022autumn 

  

・中国語話者のための日本語教育研究会 第 52 回大会（9 月 10 日） 

 https://chuugokugowashablog.wordpress.com/ 

 

・考える漢字の会＠自分で考える・みんなで考える 2022 秋（9 月 10 日） 

 https://www.cocopb.com/kangaerukanjinokai/event.html 

 

・看護師を目指す留学生のための教材開発プロジェクト 

 「看護師を目指す人のための支援を言語教育の視点から考える」（9 月 10 日） 

 https://sites.google.com/view/kango-kyozai/ホーム#h.pqpxbnygag63 

 

・アジア人材還流学会 ハノイ国際セミナー2022 

 「アジアと日本における外国人材の雇用と定着を考える」（9 月 17 日・18 日） 

 https://sec.tobutoptours.co.jp/2020/hanoi2020/index.html 

 

・武蔵野大学 文化庁委託：ビジネス日本語研究会の知財を活用した就労者 

 に対する初任日本語教師のための研修普及事業 

 「「就労者に対する日本語教師」研修運営担当者（講師を含む）への挑戦」 

 （9 月 24 日～1 月 7 日） 



 http://lifelongstudy.musashino-u.ac.jp/site/course/detail/5245/ 

 「地域の企業と外国人材をつなぐプラットフォーマー「就労者に対する 

 日本語教師」への挑戦」（10 月 8 日～12 月 17 日） 

 http://lifelongstudy.musashino-u.ac.jp/site/course/detail/5244/ 

 

===================================================================== 

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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