
OLE NL80 Addendum Early January 2017
Dear OLE- interested

The fol lowing informat ion reached us with in hours of fin ish ing complet ing OLE NL 80. Due to the

importance contained and the re levance for OLE- interested teachers and learners , th i s part is

added as an addendum to OLE NL 80.

Please also spread the word about the fol lowing theme and announcements. Thank you very

much for your cooperat ion

Rufolf Re ine lt , Coordinator
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JALT 2017 Theme in Spanish (thanks to Cecilia Silva)

Congreso Internacional JALT2017

 Evento: Cuadrigésimo Tercer Congreso

Internacional Anual sobre Enseñanza y

Aprendizaje de Lenguas & Exhibición de

Materiales Educativos

 Dónde: Tsukuba International Congress Center

(Epochal Tsukuba) Tsukuba, Ibaraki , Japón

 Cuándo: 17 - 20 November 2017



 Tema: JALT2017: Enseñanza de Lenguas en la Era Global : Moldear el Aula,

Moldear el Mundo

Cuadrigésimo Tercer Congreso Internacional Anual sobre Enseñanza y

Aprendizaje de Lenguas & Exhibición de Materiales Educativos

Tsukuba International Congress Center (Epochal Tsukuba),

Tsukuba, Ibaraki, Japón

Desde el viernes 17 de noviembre al lunes 20 de noviembre de 2017

Convocatoria de propuestas

Plazo para el envío de propuestas: Lunes, 13 de febrero de 2017

Vínculo para el envío de propuestas : http:// jalt.org/conference/submit

Enseñanza de Lenguas en la Era Global: Moldear el Aula, Moldear el Mundo

El tema de nuestro próximo congreso es “Enseñanza de Lenguas en la Era Global :

Moldear el Aula, Moldear el Mundo” Este tema tratará la necesidad vital de

destrezas en lenguas extranjeras en nuestro interconectado mundo mult icultural

y la misión especial de los educadores de preparar a los estudiantes para

sobrevivir y desempeñarse en una era global. El tema destaca el incremento en el

contacto que tienen nuestros estudiantes con turistas, immigrantes y colegas de

todo el mundo, las nuevas tecnologías de la comunicación que impulsan el

aprendizaje de lenguas más al lá de las fronteras y la necesidad de que los

educatores de lenguas “piensen globalmente, enseñen localmente.”

Comité de organización de JALT2017

Louise Ohashi, Directora of Programa



-External announcement-

日本言語政策学会第 19 回研究大会（2017 年）

研究発表募集のお知らせ

2017 年 6 月 17 日、18 日に関西大学（千里山キャンパス）で開催される日本

言語政策学会第 19 回研究大会（http://jalp.jp/wp/?p=1296）における一般

発表およびポスター発表を募集します。ご希望の方は以下をご参照の上、ご

応募ください。

■会場：関西大学（千里山キャンパス）

■発表日：2017 年 6 月 18 日（日）※一般発表、ポスター発表のいずれも。時

間は未定。

■応募締切：2016 年 2 月 18 日（土）

■応募方法

・ https://goo.gl/forms/e2HLnsrCtSlL6fqK2 からお申し込みください。

この URL にアクセスできない場合には大会委員会にお問い合わせください。

・応募に際しては一般発表またはポスター発表のいずれかをお選びください。

・一般発表は質疑応答を入れて一人 30 分です。

・ポスター発表は A0 判（84cm x 119cm）1 枚の大きさにポスターを掲示してい

ただき、対 面説明のための時間を設けます。

■発表資格

・発表者（連名の場合は少なくとも代表者 1 名）は発表時に JALP の会員であ

ることが必要 です。ただし、応募時には非会員でも応募することができま

す。

■採否通知

・応募された発表は、査読を経て大会委員会で採否を決定し、2 月中に応募者

に通知します。また、採否の決定に際して発表形式の変更を求めることがあ

ります。

■お問い合わせ：日本言語政策学会大会委員会（jalp.taikai@gmail.com）

上村圭介 大東文化大学外国語学部日本語学科 kamimur@ic.daito.ac.jp



急募：Urgent: German teaching position available
こんにちは

福岡県の久留米大学所属の島村賢一です。下記の頁にあるように非常勤講
師を募集しています。奮ってご応募くださるよう、お願い致します。
http://www.std.mii.kurume-u.ac.jp/~shimamra/koubo-2017webpageds.htm

島村賢一

関係各位 久留米大学外国語教育研究所

ドイツ語非常勤講師の募集について

このたび本学では、2017 年度４月採用の非常勤講師を公募することとなりま
した。つきましては、下記の内容をご検討の上、ご応募ください。

記
１．職名・人員 非常勤講師 1 名
２．専門領域 ドイツ語学、ドイツ語教育学、ドイツ文学、ドイツ文化
３．担当科目 ドイツ語
４．業務内容 週２コマ（90 分授業で、水曜 13:10-14:40 及び 14:55-16:25）
５．応募資格
１）修士以上。ドイツ語教育、ドイツ語学、ドイツ文学、またはドイツ文化、
関連分野の修士課程を修了していることが望ましい。
２）中学校以上の教育機関でドイツ語を２年以上教えた経験があることが望
ましい。
３）専門分野における研究、自己研鑽における積極性。
４）着任時 60 歳未満。
６．契約年数等 １年（65 歳未満のうちは翌年度へ向けて再契約可能性有。）
７．採用予定日 2017 年４月１日
８．提出書類

１）日本語履歴書（１通、教育・研究業績、社会活動リスト、最近の写真添
付）。書式は下記リンクからダウンロードしてください。
(www.mii.kurume-u.ac.jp/~gaigo/docent)
２）｢日本におけるドイツ語教育｣についての所見(日本語による)
3）最終学歴の修了証書コピー

９．選考方法 書類選考及び面接
10．応募締切 2017 年 1 月 31 日（必着）
11．書類提出先

〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635
久留米大学外国語教育研究所島村賢一宛

（「履歴書在中」と朱書きし送付すること。）

12．問い合わせ先 久留米大学外国語教育研究所教授 島村賢一

TEL: (0942) 43－4411 内線 8063

E-mail: shimamura_kenichi@kurume-u.ac.jp


