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日本語教育講座 第三回講座 開催案内（1月25日）
活动公告

2013年1月25日（金）午後3：30～5：30

日本语能力测试

東京大学大学院総合文化研究科教授
楊凱栄先生ご講演

• 关于JLPT

「日本語教育における対照研究の必要性」

• 网上报名

楊凱栄先生は筑波大学博士課程を修了されて後（文学博士）、九州国際大学を経て1995年から東京大学大学院総

• JLPT考点

合文化研究科で学生の指導及び研究に従事していらっしゃいます。ご専門は中国語と日本語の対照研究ですが、
中国語学の分野、日本語学の分野でも多くの論文を発表していらっしゃいます。具体的な研究テーマは、中国語

• JLPT官方网站

の時制に関する研究、空間移動を表す方向補語に関する研究、ヴォイスの日中対照研究、全称詞に関する日中対
照研究、授受表現の日中対照研究、連体修飾に関する日中対照研究など幅広く、代表的ご著書としては『日本語

日语教师研修

と中国語の使役表現に関する対照研究』(くろしお出版)などがありますが、ほかに中国語テキストのご執筆も多

基金会制作教材网站（日文）
资助项目
研讨会通知
日语教育机关调查

く手掛けていらっしゃいます。NHK「まいにち中国語(2009)」の講師もなさっていたので、ご存知の方も多いと
思います。

今回は、「日本語教育における対照研究の必要性」をテーマに、日本語と中国語の具体例を挙げながら、対照研
究の意義や方法、面白さ、さらに、外国語教育における対照研究の必要性や実用性などについて、お話いただき
ます。
時間：

2013年1月25日（金曜）午後3：30～5：30

講師：

楊凱栄先生（東京大学大学院総合文化研究科教授、兼中国人民大学講座教授）

場所：

国際交流基金 北京日本文化センター ホール

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦3层301

地下鉄「国贸」駅D出口（徒歩2分）
無料

参加費：

使用言語： 日本語

＊講演後、楊凱栄先生を囲んで、会費制自由参加の食事会を設けます。参加ご希望の方は申し込み時にお知らせ
ください。会費は100元以下の予定です。
申込方法：

来場ご希望の方は、氏名・所属先・携帯電話番号・食事会参加不参加を明記の上、1月23日(水)までにメールで

お申し込みください。メールの件名は「1月25日講座」でお願い致します。場所の都合上、定員に達した場合お
断りすることもあります。
宛先：nihongo@jpfbj.cn

国際交流基金 北京日本文化センター
http://www.jpfbj.cn/
電話：010-8567-9511 ♪皆さんのご参加をお待ちしています。
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日本語教育シリーズ講座の開催（開催地：大連）
活动公告

「学習者はなぜ間違うのか －誤用産出から運用力の向上へ－」

日本语能力测试

迫田久美子先生は、広島大学大学院にて主に日本語教師を目指す学部生・院生の指導に当たられた

• 关于JLPT

後、2012年4月より国立国語研究所教授として研究に従事していらっしゃいます。ご専門は第二言語習得や誤用

分析や日本語のプロフィシエンシー、シャドーウィングなど。特に、日本語学習者の習得課程の解明と、それら

• 网上报名

を踏まえた教授法・教材の開発に積極的に取り組んでいらっしゃいます。ご著書に『日本語学習者の文法習得』

『日本語教育に生かす第二言語習得研究』などがあり、2012年4月より国立国語研究所教授/センター長を務めら
れています。

• JLPT考点

今回は、「学習者はなぜ間違うのか －誤用産出から運用力の向上へ－」をテーマに、第二言語習得研究におけ

• JLPT官方网站

る、インプット、アウトプットの強化や気づきの重要性などについて、お話いただきます。
●時間：2013年4月13日（土）午前9：00～11：30

日语教师研修

●講師：迫田久美子先生（人間文化研究機構国立国語研究所日本語教育研究・情報センター長）

基金会制作教材网站（日文）

●場所：大連外国語大学旅順キャンパス8教8B520室

资助项目
研讨会通知
日语教育机关调查

●参加費：無料
●使用言語：日本語
●申込方法：

来場ご希望の方は、氏名・所属先・携帯電話番号を明記の上、メールでお申し込みください。メールの件名は
「4月13日講座」でお願いいたします。場所の都合上、定員に達した場合お断りすることもあります。
●担当：大連外国語大学 孟海霞 mkksun2000@yahoo.co.jp
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关于举办“第八届全国大学日语教师研修班”的通知
活动公告

为提高全国广大日语教师，特别是中青年日语教师的语言理论水平与教学实践能力，本中心和高等教育出版社将
于2013年7月21日至25日联合举办“第八届全国大学日语教师研修班”。

日本语能力测试

报名办法等，详情请参阅附件。

• 关于JLPT

大学教師研修通知（PDF）
大学研修報名表（DOC）

• 网上报名

2013年4月26日
北京日本文化中心

• JLPT考点
• JLPT官方网站
日语教师研修
基金会制作教材网站（日文）
资助项目
研讨会通知
日语教育机关调查
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关于举办“2013年夏季全国中学日语教师研修会”的通知
活动公告

    为提高广大中学日语教师的日语水平和教学能力，增进教师间的学术交流，课程教材研究所与日本国际交流基金
会北京日本文化中心拟于2013年7月在北京共同举办"2013年夏季中学日语教师研修会"。报名办法等，详情请参阅

日本语能力测试

附件。

• 关于JLPT
夏季全国中学日语教师研修会通知（PDF）
夏季全国中学日语教师研修会报名申请表（DOC）

• 网上报名

2013年5月24日

• JLPT考点

北京日本文化中心

• JLPT官方网站
日语教师研修
基金会制作教材网站（日文）
资助项目
研讨会通知
日语教育机关调查
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大、中学生日语短期暑假班开始通知
首次面向大、中学生日语短期暑假班开始报名
啦！

活动公告
日本语能力测试

使用日本国际交流基金会自主编制的教材，通过5天的入门学习能够学
会并熟记假名的五十音图、了解日本高中生的学校、家庭生活，同时

• 关于JLPT

能够进行贴近生活的简单日常对话、清晰表达自己的意愿和流畅的与

• 网上报名

他人进行交流。

• JLPT考点

期】

【日

2013年7月15～19日
时间： 上午10:00－12:00
下午13:30－15:30

• JLPT官方网站

【地

北京日本文化中心http://www.jpfbj.cn/

日语教师研修

点】

基金会制作教材网站（日文）

【教师】中教

（地铁"国贸站"D出口。朝阳区建国门外大街SK大厦301）
【费用】200元（含教材费，并于开课当日缴费）
【报名条件】 ①中学生、大学本科生

资助项目

②没学过日语的学生
③每次都能参加的学生

研讨会通知

【报名方法】 将报名信息内容发送至nihongo@jpfbj.cn
邮件件名务必注明"中学生学日语"

日语教育机关调查

【报名信息】姓名/学校/年级/手机/电子邮件
【报名时间】即日起，额满为止。
【注意】
1、7月11日前后将发送报名成功的通知邮件，请注意查收！
2、缴费后不接受任何理由的退款！
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2013年度第2回日本語教育シリーズ講座の開催
活动公告

北京日本文化センター 日本語教育学シリーズ講座2013 第二回講座

日本语能力测试

2013年７月28日（日）午後1：30～3：30
大阪府立大学人間社会学研究科教授

• 关于JLPT

張麟声先生ご講演

• 网上报名

「日本語教育に役立つ対照研究の方法について」

• JLPT考点

張麟声先生は、大阪大学大学院文学研究科後期課程を修了されて後（文学博士）、立命館アジア太平洋大学教授

• JLPT官方网站

を経て、現在は大阪府立大学にて学生の指導と研究に従事していらっしゃいます。ご専門は日中対照言語学で、
その基礎の上に、中国語話者の母語転移を中心とした日本語の習得や、日本語教育のための類義文法表現などに

日语教师研修

ついても研究・発表なさっています。ご著書に『日本語教育のための誤用分析―中国語話者の母語干渉20例』

基金会制作教材网站（日文）
资助项目
研讨会通知
日语教育机关调查

（スリーエーネットワーク）『中国語話者のための日本語教育研究入門』（日中言語文化出版社）などがありま
す。

今回は、「日本語教育に役立つ対照研究の方法」についてお話いただきます。
時間：2013年７月28日（日）午後1：30～3：30
講師：張麟声先生（大阪府立大学人間社会学研究科教授、博士課程指導教官）
場所： 国際交流基金 北京日本文化センター 会議室

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦3层301

地下鉄「国贸」駅D出口（徒歩2分）

参加費：無料

使用言語：日本語
申込方法：

来場ご希望の方は、氏名・所属先・携帯電話番号を明記の上、７月25日(木)までにメールでお申し込みくださ

い。メールの件名は「７月28日講座」でお願い致します。場所の都合上、定員に達した場合お断りすることもあ
ります。

宛先：nihongo@jpfbj.cn

国際交流基金 北京日本文化センター
http://www.jpfbj.cn/
電話：010-8567-9511

皆さんのご参加をお待ちしています。

Copyright 2007-2012 北京日本文化中心(日本国际交流基金会)
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦3层301 电话：010-8567-9511 图书馆：010-8567-9132
京ICP备09018509号

http://www.jpfbj.cn/newsE76.asp[2015/11/13 13:38:04]

日本国际交流基金会|北京日本文化中心

HOME >> 日本语教育 >> 活动公告 >> 关于2013A日本语能力测试(JLPT)报名的通知

关于2013A日本语能力测试(JLPT)报名的通知
活动公告
日本语能力测试
• 关于JLPT
• 网上报名
• JLPT考点

2013年7月7日日本语能力测试网上报名将于2013年3月11日开始。有关报名、考试的相关规定和报名步骤，请仔
细阅读报名网站的《考生须知》和《报名步骤》。
重要提示：中国大陆考生参加考试必须携带的唯一身份证件是有效的“中华人民共和国居民身份证”原件。根据《中

华人民共和国身份证法》，任何居民无论是何年龄，均可向户籍所在派出所申领身份证。特别提醒未申领身份证或
身份证已过期的青少年考生提前办理，以免影响考试。
网上报名分两个阶段进行。第一阶段考生仅进行个人信息注册和上传电子照片；第二阶段除考生可继续注册外，

按N1、N2、N3～N5的顺序依次分别开放考试名额供已完成个人信息注册与上传电子照片的考生选择级别和考点，
• JLPT官方网站
日语教师研修

此阶段要求考生完成预定考位和支付考费等全部报名手续。
网上报名开通时间的具体安排如下

基金会制作教材网站（日文）
资助项目

日期及时间
报名步骤
开通日期

研讨会通知
日语教育机关调查

注册

3月11日 14:00

N1

3月18日 14:00
4月7日 14:00

报名
N2

3月20日 14:00

N3～N5

3月22日 14:00

打印准考证

报名结束后，报名网站《重要通知》中将
公布下载打印准考证日期

考试

7月7日 13:00入场

领取成绩单

考试结束后3个月左右到达考点

报名网站网址为 http://www.etest.edu.cn （教育网）或http://www.etest.net.cn （公网）。
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截止日期

7月7日

