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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 

・国際交流基金ウェブサイト「日本語教育通信」（9 月 1 日掲載予定） 

 日本語教育ニュース： 

 公開から 12 年「JF 日本語教育スタンダード」をもっとご活用ください！ 

  https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/202209.html 

 

□国立国語研究所 

・共同利用型共同研究公募 

 【11/11 締切】共同利用型共同研究（A） ※経費配分あり 

 【随時受付】共同利用型共同研究（B） ※経費配分なし 

 【随時受付】共同利用型共同研究（C） ※経費配分なし 

 https://www.ninjal.ac.jp/research/cfp/ 

 

□日本語検定 

・【9/16 締切】第 14 回日本語大賞作品募集 

 テーマ：私が大事にしている言葉 

 https://www.nihongokentei.jp/grandprize/ 

 

□NHK WORLD-JAPAN 

・隔週 10 分、やさしい日本語ニュースサイト 

 「NEWS WEB EASY」（NHK）で掲載されたニュースを元にした学習番組です。 

  Learn Japanese from the News - TV | NHK WORLD-JAPAN Live & Programs 

 https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/ljfn/ 

 

■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 

 



・【10/17 締切】笹川科学研究助成募集 

 主催：公益財団法人日本科学協会 

 【学術研究部門】 

 ・大学院生等（修士課程・博士課程） 

 ・35 歳以下の任期付き雇用の若手研究者 

 ・ただし、「海に関係する研究」は重点テーマとして支援し、雇用形態は問わない。 

 ・助成額は、1 件 150 万円を限度とする 

 【実践研究部門】 

 ・学校・NPO 職員等に所属している方 

 ・博物館、図書館等の生涯学習施設に所属している学芸員・司書等 

 ・年齢、雇用形態は問わない。 

 ・助成額は、1 件 50 万円を限度とする 

 https://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/ 

 

・【10/31 締切】2022 年度（第 17 回）漢検漢字文化研究奨励賞 論文募集 

 主催：公益財団法人日本漢字能力検定協会 

 対象：漢字研究または広く漢字に関わる日本語研究であること，他，詳細は 

    下記をご覧ください。過去 3 年以内に公表した論文※も対象となります。 

    ※但し，既に他で受賞した論文は対象外とする。 

 https://www.kanken.or.jp/project/investigation/incentive_award/2022.html 

 

■イベント■ 

※新型コロナウィルス感染症の影響で。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 

 主催者に開催方法や開催有無をお問合せください。 

 

□参加募集 

・令和 4 年度筑波大学人文社会科学研究群公開講座 

 「筑波大学大学院で日本語教育を研究する」（9 月 9 日～11 日） 

 https://drive.google.com/file/d/1RGSdGC9_3Qo-mCIKWX-j3OoP92GcmbUD/view?usp=sharing 

 

・2022 年度第 19 回マレーシア日本語教育国際研究発表会 

 （9 月 9 日～10 月 8 日，詳細は下記 URL を参照） 

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

 

・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/ 

 

・ことばと学びでつながるなかまの会（こまつなの会） 

 こまつなキャラバン#01―2022 in 大阪― 

「留学生獲得・支援のこれから―日本語教師の視点に立って―」（9 月 10 日） 

 https://komatsunajp.wixsite.com/mysitekomatsuna 



 

・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 

 

・むらさき ジャパニーズ インスティテュート（9 月 10 日） 

 「上級ビジネス日本語教授法講座」―上級を担当できる講師になろう― 

 http://www.murasaki-japanese.com/jp/seminars/advanced-japanese.html 

 

・国立国語研究所 先端学術院先端学術専攻日本語言語科学コース (仮称)・ 

 博士後期課程「大学院説明会」（9 月 10 日・13 日） 

 https://www.ninjal.ac.jp/education/soken/ 

 

・公益社団法人神奈川県社会福祉士会 多文化ソーシャルワーク委員会 

 「外国人支援におけるネットワークづくり」（9 月 11 日） 

 http://www.kacsw.or.jp/publics/index/527/ 

 

・筑波大学 CEGLOC 日本語・日本事情遠隔教育拠点（9 月 13 日） 

 第３回日本語教育と ICT 活用を考える＜理念編＞ポストコロナ社会における 

 日本語教育者の生きる道 

 https://www.intersc.tsukuba.ac.jp/~kyoten/20220913seminar/ 

 

・ABK 学館日本語学校 ABK 日本語教育勉強会『初級文型 活動を導入に 

 使ってみよう― 「あげもらい」「受身」「ています」など ― 』 

 （9 月 17 日） 

 https://www.abk.ac.jp/日本語/勉強会/ 

 

・株式会社ウィザスグローバルソリューションズ 

 ポストコロナ時代を生きる日本語教師シリーズ第 2 回セミナー 

「ベトナム人に教えるときに知っておきたいこと」（9 月 17 日） 

 https://with-us-gs.co.jp/img/20220917.pdf 

 

・国立国語研究所 第７回学習者コーパス・ワークショップ＆シンポジウム 

 （9 月 17 日） 

 https://www2.ninjal.ac.jp/jll/lsaj/i20220917-announcements.html 

 

・IFE 国際財団 第 3 回アフリカ日本語教育会議「授業について考える」 

 （9 月 17 日） 

 http://www.nkg.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/KK220917africa.pdf 



 

・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 

 

・株式会社篠研 篠研の「圧巻！日本語教育能力検定試験直前対策オンラ 

 インセミナー」（9 月 18 日） 

 https://www.kanjifumi.jp/tyokuzen_seminar/ 

 

・ジャパン・プレイン・イングリッシュ・アンド・ランゲージ・コンソーシアム（JPELC） 

 JPELC 国際会議 2022（9 月 21 日） 

 https://jpelc.org/conference2022 

 

・NPO 多言語多読 オンライン読みもの作成入門講座（9 月 25 日） 

 https://tadoku.org/japanese/online-courses-for-writers/ 

 

・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/ 

 

・株式会社篠研 篠研企画 笈川式日本語発音スピーチ指導法講座【初級編 全５回】 

 （10 月 1 日～12 月 17 日） 

 https://www.kanjifumi.jp/oikawa_speech_syokyu/ 

 

・株式会社篠研「日本語能力試験 N2 対策指導法講座－科目別指導のポイント－」 

 （10 月 2 日） 

 https://www.kanjifumi.jp/n2_seminar/ 

 

・資格の大原 日本語教師養成講座 「介護の日本語」教師養成コース 

 （10 月 2 日～11 月 13 日） 

 https://www.o-hara.jp/lp/1019/ 

 

・第 20 回対照言語行動学研究会（10 月 8 日） 

 https://www.jacsla.net/ 

 

・一般財団法人日本国際協力センター（JICE）文化庁令和４年度日本語教育 

 人材の研修プログラム普及事業「就労者に対する日本語教師初任者研修」 



 （10 月 8 日～1 月 14 日／10 月 14 日～1 月 13 日） 

 https://www.jice.org/info/2022/08/47-1.html 

 

・日本第二言語習得学会第 22 回国際年次大会（J-SLA 2022）（10 月 22 日・23 日） 

 https://www.j-sla.org/events/20220126-01 

 

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

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。 

 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 

＜発行者＞  公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/ 

＜編集者＞  広報委員会 

＜発行年月＞ 2022 年 9 月 1 日 

■□─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─□■ 

 


