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■お知らせ 

◆◆日本台湾交流協会からのお知らせ 

NEW◇2017年度第 3 回日本語教育研修会（12月 9 日：台北、10 日：高雄）報告 

   テーマ：一歩進んだ日本語発音練習 －自然な日本語で話すには？－ 

   講 師：磯村 一弘先生（国際交流基金日本語国際センター専任講師）    

詳しくはこちら↓ 



【日本語】 

https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/15/3FE8E7B2E14F03464925820F00163E2C/$

FILE/2017.3rd.nihongo.report.pdf 

 

NEW◇日本文化講座「短歌講座～日本の心に触れる～」実施のお知らせ 

皆さん、日本の詩の一種である「短歌」を知っていますか？ 今回は「短歌」という言葉を初

めて聞くという方にも分かりやすい入門講座を実施します。五・七・五・七・七の三十一文字（み

そひともじ）で表現する日本の心、日本語のメロディーを一緒に感じてみませんか？ 

 

日時：1月 26日（金）18:30～20:00（18:00開場）  

   場所：日本台湾交流協会台北事務所日本文化センター地下１階文化ホール 

  講師：北島徹先生（開南大学兼任教授） 

※講座は日本語で行われますが、中国語による通訳があります。 

申込方法：メールの件名を「短歌講座」として，お名前と連絡先を記入の上、

event-k1@tp.koryu.or.jp まで送付して下さい。 

詳しくはこちら↓  

URL:https://www.facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture/posts/1553703198050701 

 

NEW◇国際交流基金海外巡回展「ストラグリング・シティーズ－６０年代日本の都市プロジェク

トから」 

  日時:2月 10日（土）～3月 11 日（日）（入場無料）          

     開幕式：2月 10日（土）11:00 

  場所:高雄市文化中心 1F「至真堂一館」 

 

  ★上記に併せ，特別講座を行います。 

  日時: 2月 11日（日）14:30～16:30（入場無料） 

  場所：大東文化芸術中心「演講廰」（2 階） 

    テーマ 1：「日本の古い建築物の特徴―高雄市と山口県を起点として―」 

   講師：川口智・宮本常一記念館地域交流員／室中伝・室中技研棟梁 

    テーマ 2：「高雄の歴史をたどる～建築物と都市計画からみる日本との関わり」 

   講師：片倉佳史・台湾在住作家 

     ※申込み方法：日本台湾交流協会高雄事務所 TEL：07-771-4008内線 12  

                又は文化室 Email：bunka-k1＃ka.koryu.or.jp(氏名及び人数) 

                *スパムメール防止のため＠を＃に変えて表記しています。 

 

詳しくはこちら↓  

https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/15/3FE8E7B2E14F03464925820F00163E2C/$FILE/2017.3rd.nihongo.report.pdf
https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/15/3FE8E7B2E14F03464925820F00163E2C/$FILE/2017.3rd.nihongo.report.pdf
https://www.facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture/posts/1553703198050701


【日本語】 

https://www.koryu.or.jp/kaohsiung/ez3_contents.nsf/Top/7AFD0895CC382B0349258203002187

88?OpenDocument 

【中国語】  

https://www.koryu.or.jp/kaohsiung-tw/ez3_contents.nsf/Top/CBAE16DDA46A6A28492581F3001

6727B?OpenDocument 

 

NEW◇台北事務所 2 階ライブラリーの土曜日開館が始まりました！ 

2017年 11月に台北事務所の 2階ライブラリー（旧名称：閲覧室）が「日本文化センター ラ

イブラリー」としてリニューアルオープンしました。2018年 1 月より月 2回土曜日も開館いた

しますので、皆様どうぞご来館ください。 

 <開館時間> 9:15～17:30（月～金）、9:15～13:00（毎月第二、第四土曜日） 

 

詳しくはこちら↓ 

【日本語】 

https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/Top/073AB919C4BE7D554925820F000B3C56?

OpenDocument 

【中国語】 

https://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/Top/789BDF7438528A204925820F000B58

A2?OpenDocument 

 

◇2017年度日本語教育講演会（1月 20日：高雄、21日：台北）のご案内 

テーマ：「正しい日本語」から「楽しい日本語」へ 

講  師：西原 鈴子先生（特定非営利活動法人日本語教育研究所 理事） 

【高雄会場】1月 20日（土）文藻外語大学 

【台北会場】1月 21日（日）日本台湾交流協会台北事務所地下 1階文化ホール 

※いずれの会場も 13:30～16:00 (受付 13:00 より) 

 

 詳しくはこちら↓ 

【日本語】 

https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/15/85F07321C91EE1CB4925820B000AFBE4/$

FILE/2017.jp.pdf 

【中国語】 

https://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/23/F14A899AE91264AA4925820B000B3CB

F/$FILE/2017.cn.pdf 

 

https://www.koryu.or.jp/kaohsiung/ez3_contents.nsf/Top/7AFD0895CC382B034925820300218788?OpenDocument
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https://www.koryu.or.jp/kaohsiung-tw/ez3_contents.nsf/Top/CBAE16DDA46A6A28492581F30016727B?OpenDocument
https://www.koryu.or.jp/kaohsiung-tw/ez3_contents.nsf/Top/CBAE16DDA46A6A28492581F30016727B?OpenDocument
https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/Top/073AB919C4BE7D554925820F000B3C56?OpenDocument
https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/Top/073AB919C4BE7D554925820F000B3C56?OpenDocument
https://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/Top/789BDF7438528A204925820F000B58A2?OpenDocument
https://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/Top/789BDF7438528A204925820F000B58A2?OpenDocument
https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/15/85F07321C91EE1CB4925820B000AFBE4/$FILE/2017.jp.pdf
https://www.koryu.or.jp/taipei/ez3_contents.nsf/15/85F07321C91EE1CB4925820B000AFBE4/$FILE/2017.jp.pdf
https://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/23/F14A899AE91264AA4925820B000B3CBF/$FILE/2017.cn.pdf
https://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/23/F14A899AE91264AA4925820B000B3CBF/$FILE/2017.cn.pdf


◇日本語専門家派遣事業について      

  当協会では、教育現場でさまざまな課題を有する日本語教師の先生方を支援するため、および

教育機関が実施する日台交流活動を促進するために、日本語専門家の派遣を行っております。お

申し込みをお待ちしております。 

   

 詳しくはこちら↓ 

  ◎台北事務所 

   【日本語】： http://u0u1.net/BatL 

   【中国語】： http://u0u1.net/BatQ 

  ◎高雄事務所 

   【中国語】： http://u0u1.net/BatX 

 

◇浴衣等の日本文化紹介物品(文化啓発品)について    

 台湾の皆様に日本の文化に直接触れ、理解を深めて頂くような日台間の交流活動を支援するた

め、浴衣や茶道具など日本文化関連の物品を無料で貸し出しています。 

  

 詳しくはこちら↓ 

   ◎高雄事務所 

   【中国語】： http://u0u1.net/Bauf 

  

◇台湾における日本文化関係団体の紹介 

 台湾には日本語による文芸、茶道、華道などの日本伝統文化や武道等を行っている日本 文化

関係の団体が数多くあります。大部分は台湾の方が中心となって運営され、「日本語世代」から

小学生まで幅広い年齢層の方々が日本文化に親しんでおられます。一部をご紹介します。 

 

 詳しくはこちら↓ 

   【日本語】： http://u0u1.net/Baun 

   【中国語】： http://u0u1.net/Bauq 

 

◆◆他団体からのお知らせ 

NEW◇東海大学日本語言文化学系国際シンポジウムのお知らせ→本日まで参加受付中 

<テーマ>「協働、実践、多元学習－言語と社会文化の交錯」 

<日  時> 1月 20日（土）8:50開始 

<場  所> 東海大学茂榜庁 

<申  込> http://event.ithu.tw/2017100091（1月 15日 23:55 まで） 

詳しくはこちら↓ 

http://u0u1.net/BatL
http://u0u1.net/BatQ
http://u0u1.net/BatX
http://u0u1.net/Bauf
http://u0u1.net/Baun
http://u0u1.net/Bauq


http://sinpo.thu.edu.tw 

 

NEW◇日本語教育質的研究会-TAE台湾-第 30回勉強会 

<日  時> 3月 10日（土）13:30～16:30 

    <場  所> 日本台湾交流協会台北事務所 2階セミナー室 

    <内  容> 2018 年度の計画及び各自の研究予定発表 

    <参加申込> tae.taiwan@gmail.com (事務局;田中) 

 

◇台中日本語教師勉強会のご案内 

 勤務校、所属機関の垣根を越えて、日本語教師が自由に意見交換できる「場」を目指して勉強

会を行っています。    

  http://blog.roodo.com/inuyamanihongo/archives/cat_607669.html 

 

◇Facebook グループ「日語勉強會」のご案内 

  「教育部職業学校外語群科中心」の Eニューズレターの執筆教師グループによる、学習者のた

めの Facebook グループです。 

   https://www.facebook.com/groups/jpbenkyokai/ 

 

◇Facebook グループ「台湾日語教師交流會」のご案内 

  現職日本語教師のための Facebook グループです。（キーワードは「台灣日語教師交流會」） 

  ※「台湾」「交流会」では検索できないので漢字に注意してください。 

  ※承認は「台灣日語教師交流會」が会の基準に基づき行っています。 

    https://www.facebook.com/groups/jpteacher/ 

 

■イベントカレンダー 

  1月 20日（土）東海大学日本語言文化学系国際シンポジウム（台中） 

1 月 20日（土）2017 年度日本語教育講演会（高雄） 

  1月 21日（日）2017 年度日本語教育講演会（台北） 

1 月 26日（金）短歌講座～日本の心に触れる～（台北） 

2 月 10日（土）～3月 11日（日）国際交流基金海外巡回展 

「ストラグリング・シティーズ－６０年代日本の都市プロジェクトから」（高雄） 

  3月 10日（土）日本語教育質的研究会-TAE台湾-第 30 回勉強会（台北） 

3 月 24日（土）第 16回文藻杯日本語ディベート大会（高雄） 

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

★日本語教師や学習者にプラスになる非営利の公開イベントがありましたら、ぜひお知らせくだ

さい。 

http://sinpo.thu.edu.tw/
http://blog.roodo.com/inuyamanihongo/archives/cat_607669.html
https://www.facebook.com/groups/jpbenkyokai/
https://www.facebook.com/groups/jpteacher/


★本メルマガがご不要な場合、恐れ入りますが日本台湾交流協会台北事務所文化室 

<nihongo-k1@koryu.or.jp> までメールをお送りください。 

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

発行:公益財団法人日本台湾交流協会 

◎台北事務所文化室 

<ウェブサイト> http://u0u1.net/Baus 

<Facebook> https://www.facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture?hc_location=timeline 

◎高雄事務所文化室 

<ウェブサイト> http://www.koryu.or.jp/kaohsiung/ez3_contents.nsf/24 
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