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54 12月2日（日）
１０：３０
　１２：３０

「つかみ、くすぐり、おち」は、プロレベ
ルを求めなければ、誰でもできるはず

笈川幸司
笈川江南学堂校
長

http://www.acras.jp/?p=8236

53 10月２５日（木）
１８：３０
　２０：３０

コーパスからのデータを授業に活か
す！～『日本語教育のための文法コ
ロケーションハンドブック』活用術

中俣尚己
京都教育大学准
教授

http://www.acras.jp/?p=8109 http://www.acras.jp/?p=8304

52 8月19日（土）
１０：００
　１２：００

介護の日本語ー日本語教師が教えら
れること

三橋麻子
丸山真貴子

明海大学・大原学
園講師

http://www.acras.jp/?p=8000
http://www.acras.jp/?p=8147
松本三知代

51 ６月１５日（金）
１８：３０
　２０：３０

音声教育ができるだけでは、教師とし
て成立しないよね。

河野俊之
横浜国立大学教
授

http://www.acras.jp/?p=7931
http://www.acras.jp/?p=8052
外村佳代子

50 ４月１３日（金）
１８：３０
　２０：３０

＜著者との対話『日本語教育に役立
つ心理学入門』

福田倫子
向山陽子

文教大学教授
武蔵野大学教授 http://www.acras.jp/?p=7822

http://www.acras.jp/?p=7935
長崎清美

49 ２月２日（金）
１８：３０
　２０：３０

穴埋め俳句による留学生と日本人の
協働学習―俳句には日本文化が詰
まってる―

菅長理恵
東京外国語大学
准教授

http://www.acras.jp/?p=7610
http://www.acras.jp/?p=7850
中村香理

　　　　　　　　日時

　　　　　　　　　　アクラス研修（公開講座のみ）　　　　　　２０１２年６月～

　　　２０１７年

　　　２０１８年

http://www.acras.jp/?p=8109
http://www.acras.jp/?p=8304
http://www.acras.jp/?p=8147松本三知代
http://www.acras.jp/?p=8147松本三知代
http://www.acras.jp/?p=7931
http://www.acras.jp/?p=8052外村佳代子
http://www.acras.jp/?p=8052外村佳代子
http://www.acras.jp/?p=7822
http://www.acras.jp/?p=7935長崎清美
http://www.acras.jp/?p=7935長崎清美
http://www.acras.jp/?p=7610
http://www.acras.jp/?p=7850中村香理
http://www.acras.jp/?p=7850中村香理


48 12月15日（金）
１８：３０
　２０：３０

日本語学習を仕掛けよう！～つなが
りが促す参加する学習

トムソン千
尋木下

ニューサウスウェ
ルズ大学教授

http://www.acras.jp/?p=7432
http://www.acras.jp/?p=7711
森万里子

47 10月20日（金）
１８：３０
　２０：３０

「文法」や「機能」ではなく、「状況」から
出発しよう～「状況」から出発すると日
本語授業はこう変わる！

小林ミナ
早稲田大学大学
院教授

http://www.acras.jp/?p=7264
http://www.acras.jp/?p=7478
高橋えるめ

46 8月19日（土）
14：００～
　１７：００

ミニミニＯＰＩ入門講座 嶋田和子
アクラス日本語教
育研究所代表理

http://www.acras.jp/?p=6889 http://www.acras.jp/?p=7270

45 ６月２３日（金）
１８：３０
　２０：３０

日本語教師が知っておきたい日本語
教育政策～日本語教師の専門性の
視点から

岡本能里子
東京国際大学教
授

http://www.acras.jp/?p=6769
http://www.acras.jp/?p=7016
磯部美奈

44 ４月１９日（水）
１８：３０
　２０：３０

＜学習者の心に火をつける教え方を
目指して～第二言語習得研究と日本
語指導の接点～＞

迫田久美子
広島大学・国立国
語研究所名誉教
授

http://www.acras.jp/?p=6473
http://www.acras.jp/?p=6743
佐久間みのり

43 ２月１０日（金）
１８：３０
　２０：３０

＜著者との対話＞『あなたにもできる
　　外国人へのこころの支援』

阿部裕
明治学院大学教
授
四谷ゆいクリニッ

http://www.acras.jp/?p=6111
http://www.acras.jp/?p=6478
藤村恵

　   ２０１６年

42 １２月８日（木）
１８：３０
　２０：３０

音声学習は楽しい～自分にあった学
習方法や指導方法を見つけよう～

中川千恵子
早稲田大学非常
勤講師

http://www.acras.jp/?p=5972
http://www.acras.jp/?p=6206
鈴木修子

41 １０月２０日（木）
１８：３０
　２０：３０

＜著者との対話＞『ベトナム語母語話
者のための日本語教育』

松田真希子 金沢大学准教授 http://www.acras.jp/?p=5790
http://www.acras.jp/?p=5980
豊泉信子

40 ８月１日（月）
１４：００～
　１７：００

ＯＰＩミニミニ入門講座 嶋田和子
アクラス日本語教
育研究所代表理

http://www.acras.jp/?p=5649 http://www.acras.jp/?p=5820　

39 ６月２２日（水）
１６：００～
　１８：００

「視覚障害を持つ学習者」に対する日
本語教育を考える

北川幸子
神田外語大学留
学生センター

http://www.acras.jp/?p=5635
http://www.acras.jp/?p=5686
海老名貴子

38 ６月１２日（日）
１５：００～
　１７：００

ことばを学ぶ姿を可視化する～子ども
の日本語教育実践から～

齋藤ひろみ
東京学芸大学教
授

http://www.acras.jp/?p=5508
http://www.acras.jp/?p=5659
小畑美奈恵

37 ４月１６日（土）
１５：００～
　１７：００

介護の日本語教育について一緒に考
えてみませんか？

神村初美
野村愛

首都大学東京
首都大学東京

http://www.acras.jp/?p=5128
http://www.acras.jp/?p=5536
松本三千代
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http://www.acras.jp/?p=5980豊泉信子
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http://www.acras.jp/?p=5536松本三千代


36 ２月１２日（金）
１８：３０
　２０：３０

言語・演劇・デモクラシー：多文化共生
社会をめざして

中山由佳
飛田勘文

早稲田大学日本語
教育研究センター非
常勤講師
桐朋学園芸術短期
大学演劇専攻非常
勤講師

http://www.acras.jp/?p=4891
http://www.acras.jp/?p=5172
大輪香菊

35 １２月４日（金）
１８：３０～
　２０：３０

持続可能性(sustainability)を視野に入
れた日本語教育＝アクターとして問わ
れる資質～

宮崎里司
早稲田大学大学
院名誉教授

http://www.acras.jp/?p=4626
http://www.acras.jp/?p=4927
敷浪のぞみ

34 １０月２２日（木）
１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『日本語教育 学のデザ
イン』

栁田直美
一橋大学　国際教
育センター

http://www.acras.jp/?p=4435
http://www.acras.jp/?p=4719
萩原秀樹

33 ８月１７日（月）
１４：００～
　１７：００

ＯＰＩミニミニ入門講座 嶋田和子
アクラス日本語教
育研究所代表理

http://www.acras.jp/?p=4289 http://www.acras.jp/?p=4449

32 ６月２１日（日）
１５：００～
　１７：００

著者との対話『日本語教師のための
実践・作文指導』

石黒圭
国立国語研究所
日本語教育研究・
情報センター

http://www.acras.jp/?p=4007
http://www.acras.jp/?p=4323
青山豊

31 ４月１８日（土）
１５：００～
　１７：００

＜会員企画＞『日本語でインターアク
ション』実践持ち寄り会
　【著者との対話・継続企画】

白石佳和
武田誠

友国際文化学院
早稲田大学日本語
教育研究センター

http://www.acras.jp/?p=3818
http://www.acras.jp/?p=4073
下郡麻子

30
２月１１日（水・祝
日）

１５：００～
　１７：００

外国語教授法の応用実践とその現代
的意義

川口義一
早稲田大学大学院
名誉教授

http://www.acras.jp/?p=3548
http://www.acras.jp/?p=3790
阿部由子

29 １２月１０日（水）
１８：３０～
　２０：３０

編者との対話『日本思想における
ユートピア』＆『日本の映画史』

砂川有里子
砂川裕一

筑波大学教授
群馬大学名誉教
授

http://www.acras.jp/?p=3353
http://www.acras.jp/?p=3597
伊藤文

28 １０月１８日（土）
１５：００～
　１７：００

著者との対話『実践研究は何をめざ
すか』

三代純平
武蔵野美術大学
専任講師

http://www.acras.jp/?p=3103
http://www.acras.jp/?p=3380
大隅紀子

27 ８月９日（土）
１４：００～
　１７：００

ＯＰＩミニミニ入門講座 嶋田和子
アクラス日本語教育
研究所代表理事

http://www.acras.jp/?p=3002 http://www.acras.jp/?p=3130

26 ６月２９日（日）
１６：００～
　１８：００

知っておきたい日本語教育におけるＩ
Ｔ活用

李在鎬 筑波大学准教授 http://www.acras.jp/?p=2621
http://www.acras.jp/?p=3008
坂内泰子

25 ４月１２日（土）
１６：００～
　１８：００

著者との対話『日本語でインターアク
ション』

サウクエン・
　　　ファン
徳永あかね

神田外語大学教授

神田外語大学准教
http://www.acras.jp/?p=2407

http://www.acras.jp/?p=2769
武田誠

24
２月１１日
　　　　（火・祝日）

１４：００～
　１６：００

「やさしく伝える」ためのさまざまな工
夫

宇佐美洋
国立国語研究所
准教授

http://www.acras.jp/?p=2188 http://www.acras.jp/?p=2378

　　　２０１４年

　　　２０１５年
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http://www.acras.jp/?p=3130
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http://www.acras.jp/?p=3008坂内泰子
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http://www.acras.jp/?p=2407
http://www.acras.jp/?p=2769武田誠
http://www.acras.jp/?p=2769武田誠
http://www.acras.jp/?p=2188
http://www.acras.jp/?p=2378


23 １２月４日（水）
１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『日本文化を読む
　　　ー初中級学習者向け』

西原純子
京都日本語学校校
長

http://www.acras.jp/?p=2018
http://www.acras.jp/?p=2190
渡辺奈緒子

22
１０月２３日
　　（水）

１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『日本語教育のための
コミュニケーション研究』

野田尚史
国立国語研究所教
授

http://www.acras.jp/?p=1831
http://www.acras.jp/?p=2023
　吉田聖子

21
９月２３日
　　（月・祝日）

１３：３０～
　１６：３０

ＯＰＩミニミニ入門講座 嶋田和子
アクラス日本語教育
研究所代表理事

http://www.acras.jp/?p=1743 http://www.acras.jp/?p=1923

20 ８月２１日（水）
１３：００～
　１６：００

会員企画：「実践を持ち寄って、評価
について考えてみませんか～プロフィ
シェンシー重視の現場では～

＜コーディネー
ター＞

黒崎亜美

ラボ日本語教育研
修所

http://www.acras.jp/?p=1498
http://www.acras.jp/?p=1835
　　播岡恵

19 ７月１８日（木）
１８：３０～
　２０：３０

ともに考える〈多文化共生社会づくり〉
～持続可能な未来のために　～」

堀永乃
一般社団法人グ
ローバル人財サ
ポート浜松代表

http://www.acras.jp/?p=1480 http://www.acras.jp/?p=1710

18 ６月１４日（金）
１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『「移動する子ども」とい
う記憶と力』

川上郁雄 早稲田大学教授 http://www.acras.jp/?p=1226
http://www.acras.jp/?p=1554
　　高畑伸子

17 ５月１０日（金）
１８：３０～
　２０：３０

地域日本語教育の展開と複言語・複
文化主義

野山広
国立国語研究所准
教授

http://www.acras.jp/?p=1212 http://www.acras.jp/?p=1421

16 ４月１３日（土）
１６：００～
　１８：００

『チュウ太の虎の巻」～介護・看護に
おける「チュウ太」のおいしい使い方

川村よし子 東京国際大学教授 http://www.acras.jp/?p=1161 http://www.acras.jp/?p=1298

15 ３月１７日（日）
１０：００～
　１３：００

『できる日本語』で多様な教育実践
を！<実践者＆著者、大集合！>

＊＊＊ ＊＊＊ http://www.acras.jp/?p=1112 http://www.acras.jp/?p=1174

14 ２月８日（金）
１８：３０～
　２０：３０

春遍雀来さんによる研修「日本語って
面白い！」

春遍雀来
日中韓辭辞典研究
所（CJKI）CEO

http://www.acras.jp/?p=929 http://www.acras.jp/?p=1102

13 １月２４日（木）
１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『課題遂行のプロセスで
学ぶビジネスコミュニケーション』

近藤彩

品田潤子

政策研究大学院大
学准教授

公益財団法人国際
日本語普及協会講

http://www.acras.jp/?p=827
http://www.acras.jp/?p=1058
尾又由利子
桑野幸子

12 １月１１日（金）
１８：３０～
　２０：３０

現場での評価をどう考えればいいの
か

伊東祐郎
東京外国語大学教
授

http://www.acras.jp/?p=991 http://www.acras.jp/?p=991

　　　２０１３年
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http://www.acras.jp/?p=991


12 １１月２２（木）
１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『研究活動デザイーで
会いと対話は何を変えるか―

細川英雄 早稲田大学教授 http://www.acras.jp/?p=699
http://www.acras.jp/?p=834
　　佐藤正則

11 １１月３日（土）
１４：３０～
　１７：００

〈多読〉というスタイルのすすめ 粟野真紀子
ＮＰＯ多言語多読
理事長

http://www.acras.jp/?p=684
http://www.acras.jp/?p=768
　　深田みのり

10 １０月２４（水）
１８：３０～
　２０：３０

「やさしい日本語」について考えてみ
ませんか

庵功雄
一橋大学国際教育
センター准教授

http://www.acras.jp/?p=647
http://www.acras.jp/?p=746
佐藤美和

9
１０月８日
　　（月・祝日）

１４：００～
　１６：００

著者との対話『にほんご会話上手！
聞き上手・話し上手になるコミュニ
ケーションのコツ15』

岩田夏穂

初鹿野阿れ

大月短期大学経済
科准教授

名古屋大学国際交

http://www.acras.jp/?p=625
http://www.acras.jp/?p=703
梅村弥生

９月２７日（木）
１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『日本語力をつける文
章読本ー知的探検の新書３０冊』

門倉正美 横浜国立大学教授 http://www.acras.jp/?p=586 http://www.acras.jp/?p=676

7 ９月１３日（木）
１８：３０～
　２０：３０

「地域」で日本語教育として何ができ
るのか

西川寛之 明海大学専任講師 http://www.acras.jp/?p=540
http://www.acras.jp/?p=642
西川寛之

6 ８月２８日（火）
１８：３０～
　２０：３０

「これからの日本語学校」を考えてみ
ませんか。

及川信之
東京三立学院副校
長

http://www.acras.jp/?p=502 http://www.acras.jp/?p=597

5 ８月８日（水）
１３：３０～
　１６：３０

ＯＰＩミニミニ講座その（２） 嶋田和子
アクラス日本語教育
研究所代表理事

http://www.acras.jp/?p=544 http://www.acras.jp/?p=576

4 ７．２６（木）
１８：３０～
　２０：３０

「介護の日本語教育」を一緒に考えて
みませんか

神吉宇一
財団法人海外産業
人材育成協会
〈HIDA〉

http://www.acras.jp/?p=420 http://www.acras.jp/?p=535

3 ７．１３（金）
１８：３０～
　２０：３０

著者との対話『ロールプレイで学ぶビ
ジネス日本語』

山辺真理子

村野節子

武蔵野大学・立教大
学・東京女子大学非
常勤講師

武蔵野大学、明治
学院大学・湘北短期
大学非常勤講師

http://www.acras.jp/?p=372 http://www.acras.jp/?p=480

2 ６．２８（木）
１８：３０～
　２０：３０

日本語を母語としない児童・生徒が抱
える問題を考える～これから年少者
教育に関わる方に向けて～

志村ゆかり
一橋大学留学生セ
ンター非常勤講師

http://www.acras.jp/?p=344
http://www.acras.jp/?p=431

1 ６．１０（土）
１３：００～
　１７：００

ＯＰＩミニミニ講座 嶋田和子
アクラス日本語教育
研究所代表理事

http://www.acras.jp/?p=344
http://www.acras.jp/?p=391

1 西川寛之 2012.9.13
これまで報告レポートを担当してくださった方々

　　　２０１２年
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2 梅村弥生 2012.10.8
3 佐藤美和 2012.10.24
4 深田みのり 2012.11.3
5 佐藤正則 2012.11.22

6
尾又由利子
桑野幸子

2013.1.24

7 高畑伸子 2013.6.14
8 播岡恵 2013.8.21
9 吉田聖子 2013.10.23
10 渡辺奈緒子 2013.12.4
11 武田誠 2014.4.12
12 坂内泰子 2014.6.29
13 大隅紀子 2914.10.18
14 伊藤文 2014.12.10
15 阿部由子 2015.2.11
16 下郡麻子 2015.4.18
17 青山豊 2015.6.21
18 萩原秀樹 2015.10.22
19 敷浪のぞみ 2015.12.4
20 大輪香菊 2016.2.12
21 松本 2016.4.16
22 小畑 2016.6.12
23 海老名 2016.6.22
24 豊泉信子 2016.10.20
25 鈴木修子 2016.12.10
26 藤村恵 2017.2.10
27
28
29
30


