
日本語普及事業に必要な経費
日本語事業費

1. 日本語企画調整費
⑴ 日本語教育機関等調査
⑵ 日本語教育国際シンポジウム
⑶ 海外日本語教育支援NGO（助成）
⑷ 日本語教育企画開発型事業

2. 日本語派遣・助成費
⑴ 日本語教育専門家長期派遣（一般）
⑵ 日本語教育専門家長期派遣（予備教育）
⑶ 青年日本語教師派遣（一般）
⑷ 青年日本語教師派遣（NIS）
⑸ 日本語教育巡回セミナー
⑹ アジア青年文化奨学金
⑺ 日本語教育開発機関（助成）
⑻ 海外日本語講座（助成）専任講師給与
⑼ 海外日本語講座（助成）現地講師謝金
⑽ 海外日本語弁論大会（助成）
⑾ 海外日本語教育ネットワーク形成（助成）

3. 日本語能力試験費
⑴ 日本語能力試験実施費
⑵ 評価開発経費
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１．日本語企画調整費 (1)日本語教育機関等調査

海外の日本語教育機関などに関する調査および特定地域における調査等を実施し、その結果を適当な媒体で公開する。ま
た、日本語教育・研究の成果も適当な媒体で公開する。

合計額 61,564,800円

事業名 国 期間 事業内容

１ 看護師・介護士
日本語教育プロ
グラム

フィリピン 05.01.19～
05.03.31

平成17年度から始まる看護師・介護士日本語教育プログラムに関し、
マニラ事務所において予備調査（データ・文献の収集、関係機関で
の聞き取り調査）を実施

２ APテスト（調
査）

米国 04.04.01～
05.03.31

全米の高校生を対象とするAP(Advanced Placement：大学教養課
程事前履修）プログラムへの日本語科目の参入に関し、調査を実施
し、2007年始動に向けた準備作業を行なった

３ 日本語教育国別
情報

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

各国の日本語教育の状況をホームページ上で紹介

４ 動向調査 全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

中期計画、地域別方針等に基づき、重点国・地域の日本語教育事情
の最新動向を把握するため、専門家等による実地調査を実施

５ 2003年海外日本
語教育機関調査

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

全世界を対象とする日本語教育機関調査。2003年に実施した調査の
結果を、集計・分析し、報告書の作成を行なった

６ 欧州日本語教育
事情調査

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

欧州評議会（Council of Europe）が制定したThe Common
European Framework of Reference for Languagesが欧州の日本語
教育に及ぼす影響や効果について8カ国（英国、ドイツ、フランス、
アイルランド、スイス、ベルギー、オランダ゛、ハンガリー）を調
査し、報告書を発行。ヨーロッパ日本語教師会に業務委託（2年計画
の2年目）

７ 『日本語教育事
情報告編・世界
の日本語教育』
第7号

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

平成15年度に発行した『日本語教育事情報告編・世界の日本語教育』
（海外の日本語教育の制度、政策、現状等をまとめた最新事情報告誌）
第7号を、関係機関に配布した

８ 『日本語教育論
集・世界の日本
語教育』第14号

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

広く世界に公募し、審査により選考された日本語教育・日本語学に
関する論文集。市販。目次・論文要旨（第13号より全論文）はホー
ムページにも掲載。発行部数2900部

９ 『国際交流基金
日本語教育紀
要』第1号

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

国際交流基金で日本語教育に携わる専門員、専門家、職員等の教育・
研究活動の成果を発表するための論文・報告誌。ホームページにも
全文掲載。発行部数1,000部

10 『日本語教育通
信』第49号～51
号

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

海外の日本語教師に役立つ情報を提供するためのニューズレターで
あり、国際交流基金日本語事業紹介、日本語教育レポート、新刊図
書・教材紹介等から成る。ホームページにも全文掲載。発行部数各
17,000部

11 シラバス・ガイ
ドライン翻訳出
版事業

全世界区分困
難

04.04.01～
05.03.31

海外の初・中等教育における日本語教育のシラバス・ガイドライン
をシリーズで翻訳刊行。ホームページにも掲載。本年度は、オース
トラリア・ビクトリア州のシラバス1点を刊行。発行部数200部

日本語事業費
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１．日本語企画調整費 (2)日本語教育国際シンポジウム

国内外の専門家による日本語教育に関する国際シンポジウムおよび外国人による日本語弁論大会を実施する。
合計額 3,990,343円

事業名 期間 会場 事業内容

１ 第45回外国人に
よる日本語弁論
大会

04.05.29～
04.05.29

高知市文化プラ
ザかるぽーと

日本語学習を奨励し、日本語普及事業への国民の理解を深めるた
め、外国人による日本語弁論大会を財団法人国際教育振興会、高
知市、高知市教育委員会との共催により開催した。22の国と地域
の117名の応募者の中から選ばれた、10の国と地域の12名が出場。
大会の模様はNHK教育テレビで放映された

２ 2004年日本語教
育国際研究大会

04.08.06～
04.08.07

昭和女子大学 社団法人日本語教育学会、国立国語研究所との共催により、「21世
紀の日本語教育現場を考える―共通性と相違性の探求」と題した
シンポジウムを開催。同時に、日本語国際センター図書館所蔵資
料を活用し、「世界の日本語教材展」を行なった

３ 日本語国際セン
ター15周年記念
公開イベント

05.03.12～
05.03.12

日本語国際セン
ター

さまざまな分野において活躍中の「日本語の使い手」を一堂に招
き、日本語・日本文化の魅力と活力、その可能性を語ってもらう
シンポジウムを開催した。併せて日本語教育事業を中心に基金の
活動をさまざまな型で紹介するイベントを催した

１．日本語企画調整費 (3)海外日本語教育支援NGO(助成）

日本国内のNPO・NGOが海外の日本語教育支援を目的として実施する活動に対して、その経費のうちひとつの項目の一部
または全部を助成する。

合計額 9,722,054円

機関 国 期間 事業内容

１ 特定非営利活動
法人日中友好市
民倶楽部

中国 04.04.15～
04.04.30

第三回日中友好中国大学生日本語科卒業論文コンクール論文集配布

２ 花甲贈書会 中国、ベトナ
ム

04.12.01～
05.03.31

アジア諸国に日本語の図書を寄贈

３ 鳥取県モンゴル
中央県親善協会

モンゴル 04.06.28～
04.07.28

モンゴル中央県児童・生徒日本語体験

４ いっくら国際文
化交流会

モンゴル 05.01.14～
05.01.26

日本語教師を目指すモンゴルの大学生の短期日本招へい

５ 特定非営利活動
法人ハート・オ
ブ・ゴールド

カンボジア 04.12.01～
05.03.31

海外への日本語教師派遣事業（カンボジア・シェムリアップ州での
貧困農家の子ども達への日本語教育のため）

６ 特定非営利活動
法人ノマドイン
ターナショナル

タイ、グルジ
ア、ロシア

04.12.01～
05.02.15

日本語学習ワークブック制作・配布プロジェクト

日本語事業費
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機関 国 期間 事業内容

７ 特定非営利活動
法人国際交流の
会とよなか

タイ 04.12.01～
05.03.15

タイのシンブリ校への日本語教師派遣

８ ネパール教育整
備促進協会

ネパール 04.04.01～
04.07.28

ネパールへの日本語教材等の寄贈

９ ネパール教育整
備促進協会

ネパール 04.05.01～
04.10.20

日本語・ネワール語会話集付属テープ作成

10 いっくら国際文
化交流会

アジア地域区
分困難

04.11.26～
05.03.28

副教材『研修生が見た日本』の発行

11 財団法人国際文
化フォーラム

全世界区分困
難

04.12.01～
05.03.31

写真教材『日本の小学生生活』（日英版）制作

12 財団法人日本ス
ペイン協会

全世界区分困
難

04.12.01～
05.03.31

スペイン語圏用日本語テキストとCDの送付

１．日本語企画調整費 (4)日本語教育企画開発型事業

通常の主催・助成プログラムの枠組みには当てはまらないものの、日本語普及における政策上の必要性が高い事業を実施
する。

合計額 28,544,225円

事業名 団体 国 期間 事業内容

１ AP日本語プロ
グラム

The College
Board

米国 04.10.01～
05.09.30

米国の高校生を対象とするAP（Adovanced
Placement：大学教養課程事前履修）プログラム
への日本語科目導入に係る初期開発経費の半額を
助成（3年計画の1年目）

２．日本語派遣・助成費 (1)日本語教育専門家長期派遣（一般）

大学など各国の日本語教育の中核的機関に日本語教育専門家を派遣し、実際に日本語講座の事業を担当するほか、カリキュ
ラム編成や教材作成、現地講師に対する教授法などの指導・助言等の業務を行なう。

合計額 853,567,088円

氏名 国 期間 受入団体

１ 隈井正三 韓国 01.12.21～04.06.20 ソウル日本文化センター

２ 稲見由紀子 韓国 02.07.22～05.09.11 在釜山総領事館

３ 三原龍志 韓国 04.02.15～07.02.28 ソウル日本文化センター

日本語事業費
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氏名 国 期間 受入団体

４ 天野千春 韓国 04.06.12～06.06.11 ソウル日本文化センター

５ 山口敏幸 中国 01.07.01～04.06.30 在香港総領事館

６ 有馬淳一 中国 02.06.03～05.06.02 北京日本文化センター

７ 林敏夫 中国 04.06.20～06.06.19 在香港総領事館

８ 村上吉文 モンゴル 02.04.21～06.04.20 モンゴル日本センター

９ 津留紀子 インドネシア 01.07.07～04.07.21 ガジャマダ大学

10 山門健二 インドネシア 01.08.07～04.07.20 国立スラバヤ大学

11 藤長かおる インドネシア 01.08.15～04.12.25 ジャカルタ日本語センター

12 山下美紀 インドネシア 02.06.22～05.06.21 ジャカルタ文化センター

13 渡辺由美 インドネシア 03.04.07～06.06.14 ジャカルタ文化センター

14 松本剛次 インドネシア 03.06.19～06.06.30 北スマトラ大学

15 森西志保子 インドネシア 03.08.03～06.08.14 インドネシア教育大学

16 小栗潔 インドネシア 04.07.08～06.07.20 国立スラバヤ大学

17 西浦久子 インドネシア 04.07.08～06.07.21 ガジャマダ大学

18 古川嘉子 インドネシア 04.12.07～06.12.25 ジャカルタ日本文化センター

19 市瀬俊介 カンボジア 04.07.01～06.07.01 カンボジア日本協力センター

20 小野明美 シンガポール 02.05.28～05.12.09 シンガポール教育省

21 上野栄三 タイ 01.09.16～04.09.15 バンコク日本文化センター

22 小西広明 タイ 02.04.03～05.02.28 ナレスワン大学

23 野畑理佳 タイ 02.04.10～04.07.23 バンコク日本文化センター

24 三登由利子 タイ 02.05.01～05.03.19 チェンマイ大学

25 熊野七絵 タイ 04.07.15～05.07.23 バンコク日本語センター

26 八田直美 タイ 04.09.04～06.09.03 バンコク日本文化センター

27 片桐準二 フィリピン 01.10.20～04.11.10 フィリピン大学

28 藤光由子 フィリピン 03.05.06～06.05.15 マニラ事務所

29 高崎三千代 フィリピン 03.05.12～05.05.11 デ・ラ・サール大学

30 洲脇泰 フィリピン 04.10.30～06.10.29 フィリピン大学

日本語事業費

138



氏名 国 期間 受入団体

31 西原潤 ブルネイ 02.06.23～04.07.05 ブルネイ教育省

32 新田洋子 ブルネイ 04.06.24～06.06.23 ブルネイ教育省

33 鈴木衣今子 ベトナム 04.10.14～05.10.14 ベトナム日本人材協力センター

34 花井慎行 マレーシア 02.04.08～05.04.09 クアラルンプール日本語センター

35 松原理香 マレーシア 02.04.08～05.04.09 クアラルンプール日本語センター

36 土井真美 マレーシア 03.4.22～06.04.30 クアラルンプール日本語センター

37 下橋美和 マレーシア 05.03.01～07.03.31 クアラルンプール日本文化センター

38 根津誠 マレーシア 05.03.01～07.03.31 クアラルンプール日本文化センター

39 小久保ひろし ラオス 04.04.07～06.04.06 ラオス国立大学

40 池津丈司 インド 02.01.13～05.01.14 MOSAI

41 山口明 インド 02.06.02～05.06.01 ニューデリー事務所

42 平賀達哉 インド 05.01.04～07.01.22 MOSAI

43 長谷川あずさ スリランカ 04.12.10～05.04.14 ケラニア大学

44 本橋啓子 スリランカ 02.12.11～04.12.23 ケラニア大学

45 室屋春光 オーストラリア 02.07.02～05.07.01 ビクトリア州教育省

46 磯村一弘 オーストラリア 02.09.20～04.09.19 シドニー日本語センター

47 北井佐枝子 オーストラリア 03.01.05～06.01.14 QLD州教育省

48 友岡純子 オーストラリア 03.01.05～06.01.14 タスマニア州教育省

49 永井和子 オーストラリア 03.04.08～05.04.24 西オーストラリア州教育省

50 江原有輝子 オーストラリア 04.04.14～06.04.14 NSW州教育省

51 佐々木香織 オーストラリア 04.09.07～06.09.19 シドニー日本語センター

52 村野節子 オーストラリア 05.04.06～07.02.10 西オーストラリア教育省

53 江頭由美 ニュージーランド 02.12.20～06.01.31 ニュージーランド教育省教員養成大学協
議会（オークランド）

54 大久保めぐみ ニュージーランド 03.07.03～04.12.22 ニュージーランド教育省教員養成大学協
議会（ウエリントン）

55 茅本百合子 ニュージーランド 05.04.06～07.02.10 ニュージーランド教育省教員養成大学協
議会

日本語事業費
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氏名 国 期間 受入団体

56 宇田川洋子 カナダ 03.07.10～06.06.30 アルバータ州学習省

57 小松知子 チリ 02.01.15～05.01.19 国立サンチャゴ大学

58 今枝亜紀 チリ 05.01.05～07.01.19 国立サンチャゴ大学

59 下橋美和 ブラジル 02.09.01～05.01.05 リオ連邦大学

60 三浦多佳史 ブラジル 03.04.08～05.11.30 サンパウロ日本文化センター

61 衣笠秀子 イタリア 03.08.30～06.07.15 ローマ日本文化会館

62 中込達哉 英国 02.03.01～05.02.28 ロンドン事務所

63 来嶋洋美 英国 05.02.17～07.02.28 ロンドン日本語センター

64 野呂香代子 ドイツ 01.08.27～04.07.18 ケルン日本文化会館

65 星亨 ドイツ 02.07.24～05.07.23 ケルン日本文化会館

66 谷道まや ドイツ 04.07.14～06.07.14 ケルン日本文化会館

67 福島青史 ウズベキスタン 03.07.29～05.07.28 ウズベキスタン日本センター

68 杉浦千里 カザフスタン 02.05.01～04.04.30 カザフスタン日本センター

69 荒川友幸 カザフスタン 04.04.15～06.04.30 カザフスタン日本センター

70 黒滝力 キルギス 04.07.09～06.07.31 キルギス日本センター

71 近藤正憲 チェコ 01.09.04～04.09.30 カレル大学

72 柴倉映子 チェコ 04.09.17～06.09.30 カレル大学

73 齊藤眞美 ハンガリー 02.08.11～05.08.10 ブダペスト事務所

74 畠山理恵 ブルガリア 01.07.06～04.07.28 ソフィア大学

75 須賀美紀 ブルガリア 04.07.14～06.07.28 ソフィア大学

76 横野登代子 ポーランド 01.06.19～04.10.15 ヤギェヴォ大学

77 菅生早千江 ポーランド 04.06.28～06.07.12 ヤギェヴォ大学

78 酒井理恵 ルーマニア 04.03.27～06.07.20 ブカレスト大学

79 境田徹 ロシア 03.08.19～05.07.27 モスクワ国際関係大学

80 松島幸男 イラン 03.07.15～06.07.30 テヘラン大学

81 青沼国夫 サウジアラビア 02.06.18～06.07.15 キングサウド大学

82 小部玲子 シリア 02.04.29～04.07.31 ダマスカス大学

日本語事業費
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氏名 国 期間 受入団体

83 中堂暁美 シリア 04.07.13～06.07.31 ダマスカス大学

84 杉山純子 トルコ 02.09.30～06.04.30 土日基金文化センター

85 石田美保 エジプト 02.08.15～04.06.30 カイロ大学

86 岩元隆一 エジプト 03.08.14～05.07.10 アインシャムス大学

87 尾崎裕子 エジプト 03.08.31～06.09.21 カイロ事務所

88 近藤裕美子 モロッコ 02.10.01～05.09.27 モハメド5世大学

２．日本語派遣・助成費 (2)日本語教育専門家長期派遣（予備教育）

日本の大学、高専などに進学する学生を対象に日本語・教科の予備教育を現地で2年間程度実施するプログラムに対し、日
本語教育専門家を派遣する。

合計額 83,201,601円

氏名 国 期間 受入団体

１ 池辺明子 中国 03.03.21～05.07.19 東北師範大学

２ 山田勇人 中国 03.03.21～05.07.23 東北師範大学

３ 本藤由梨 中国 03.03.21～05.09.08 東北師範大学

４ 山田勇人 中国 04.03.29～04.08.03 東北師範大学

５ 日比野新 中国 04.03.29～04.09.10 東北師範大学

６ 中西悦子 中国 05.03.17～05.03.19 東北師範大学

７ 田村由美恵 マレーシア 02.04.02～04.04.01 マラヤ大学

８ 戸田淑子 マレーシア 02.04.02～04.04.01 マラヤ大学

９ 立花秀正 マレーシア 02.04.10～05.05.01 マラヤ大学

10 小山純子 マレーシア 03.03.24～05.03.23 マラヤ大学

11 谷口正昭 マレーシア 03.03.24～05.03.23 マラヤ大学

12 大竹恵美子 マレーシア 03.03.24～06.03.21 マラヤ大学

13 勝田順子 マレーシア 03.03.24～06.04.02 マラヤ大学

14 斉藤直子 マレーシア 03.04.01～05.03.31 マラヤ大学

15 武井康江 マレーシア 03.04.01～05.03.31 マラヤ大学

日本語事業費
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氏名 国 期間 受入団体

16 森道代 マレーシア 03.04.01～05.03.31 マラヤ大学

17 富岡純 マレーシア 03.04.01～06.04.02 マラヤ大学

18 ワトソンジョイ マレーシア 04.03.22～06.03.21 マラヤ大学

19 山本孝治 マレーシア 04.03.22～06.03.21 マラヤ大学

20 千馬智子 マレーシア 04.03.25～06.04.02 マラヤ大学

21 谷淵麻子 マレーシア 04.03.25～06.04.02 マラヤ大学

22 宮島良子 マレーシア 04.04.01～05.04.01 マラヤ大学

23 飯塚往子 マレーシア 05.03.17～07.03.16 マラヤ大学

24 河合由希江 マレーシア 05.03.17～07.03.16 マラヤ大学

25 宮田登紀子 マレーシア 05.03.17～07.03.16 マラヤ大学

26 阿蘇豊 マレーシア 05.03.23～07.03.28 マラヤ大学

27 井上花子 マレーシア 05.03.23～07.03.28 マラヤ大学

28 上野栄三 マレーシア 05.03.23～07.03.28 マラヤ大学

２．日本語派遣・助成費 (3)青年日本語教師派遣（一般）

開発途上国および欧州地域の中等教育機関に対し若手の日本語教師を派遣し、実際に授業を担当、あるいは現地教師の助
手を務める。

合計額 103,096,101円

氏名 国 期間 受入団体

１ 池田富子 韓国 02.06.03～05.07.16 在釜山総領事館

２ 澤邊裕子 韓国 02.06.09～05.06.10 ソウル日本文化センター

３ 稲田登志子 中国 02.07.01～04.08.12 遼寧教育学院

４ 長山由美子 中国 03.07.11～05.07.18 吉林省教育学院

５ 鳴海佳恵 中国 04.07.25～06.07.24 遼寧教育学院

６ 伊古田絵里 モンゴル 02.04.08～04.05.20 モンゴル国立大学

７ 篠山美智子 インドネシア 01.06.19～04.06.30 インドネシア中等教育機関

８ 久野元 インドネシア 01.06.19～04.06.30 インドネシア中等教育機関
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氏名 国 期間 受入団体

９ 白頭宏美 インドネシア 01.06.19～04.12.25 インドネシア中等教育機関

10 藤島夕紀代 インドネシア 02.06.15～05.6.30 インドネシア中等教育機関

11 森本由佳子 インドネシア 02.06.15～05.12.25 インドネシア中等教育機関

12 田尻由美子 インドネシア 03.06.15～05.06.30 インドネシア中等教育機関

13 平岩桂子 インドネシア 04.06.11～06.06.10 インドネシア中等教育機関

14 増井優子 インドネシア 04.06.11～06.06.10 インドネシア中等教育機関

15 吉田好美 インドネシア 04.06.11～06.06.10 インドネシア中等教育機関

16 山科健吉 タイ 01.04.25～04.04.22 タイ中等教育機関

17 木村智 タイ 02.04.25～06.03.31 タイ中等教育機関

18 伊東忠洋 タイ 03.04.25～05.04.24 タイ中等教育機関

19 伊藤愛子 タイ 04.04.15～06.04.14 タイ中等教育機関

20 大舩ちさと ベトナム 04.04.02～05.04.01 ベトナム中等教育機関

21 平岩ゆか ラオス 04.09.01～06.08.31 国立ラオス大学

22 櫂谷紅美子 英国 03.06.13～04.09.30 ロンドン事務所

23 田中真寿美 英国 05.04.14～07.04.14 ロンドン事務所

24 中林理恵 キルギス 03.09.01～04.06.09 キルギス日本センター

25 佐藤五郎 サウジアラビア 03.05.28～05.06.30 キングサウド大学

26 内藤真理子 シリア 04.08.17～06.07.31 ダマスカス大学

27 重見綾香 エジプト 02.08.15～04.06.30 アインシャムス大学

28 藤原由紀子 エジプト 04.08.15～06.06.30 アインシャムス大学

29 古川敦子 エジプト 04.08.15～06.06.30 カイロ大学

２．日本語派遣・助成費 (4)青年日本語教師派遣（NIS）

旧ソ連諸国の大学等高等機関に対し若手の日本語教師を派遣し、実際に授業を担当する。
合計額 61,468,642円

氏名 国 期間 受入団体

１ 黒岩幸子 アゼルバイジャン 03.09.01～05.06.30 バクー国立大学
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氏名 国 期間 受入団体

２ 小野崎亮 ウクライナ 02.09.01～04.06.30 キエフ国立言語大学

３ 石田英明 ウクライナ 04.09.01～05.06.30 キエフ国立大学

４ 立間智子 ウクライナ 03.09.01～05.06.30 キエフ国立言語大学

５ 板橋貴子 カザフスタン 03.09.01～04.06.30 カザフ国立大学

６ 大島智美 カザフスタン 04.09.01～05.06.30 カザフ国立大学

７ 神吉宇一 ベラルーシ 02.09.01～04.06.30 ベラルーシ国立大学
ミンスク国立言語大学

８ 星野智子 ベラルーシ 04.09.01～05.06.30 ベラルーシ国立大学
ミンスク国立言語大学

９ 石田英明 ロシア 01.09.01～04.06.30 ノボシビルスク国立大学

10 杉本和子 ロシア 02.09.01～04.06.30 ハバロフスク国立教育大学

11 平畑奈美 ロシア 03.09.01～04.06.30 モスクワ国立大学

12 新佳乃子 ロシア 03.09.01～05.06.30 サハリン国立総合大学

13 深水豊 ロシア 04.09.01～05.06.30 ノボシビルスク国立大学

14 宮木麻子 ロシア 04.09.01～05.06.30 ハバロフスク国立教育大学

２．日本語派遣・助成費 (5)日本語教育巡回セミナー

海外の日本語講師の質向上のため、2名程度からなる日本語教育専門家グループを数カ国あるいは1国内数都市に短期間巡
回派遣し、各地で教材の使用法、教授法などにつき研修会、セミナーを行なう。

合計額 6,785,717円

事業名 国 都市 期間 派遣者 現職

１ 東南アジア巡回
セミナー

ベトナム ハノイ
ホー・チ・ミ
ン

04.09.09～
04.09.19

斎藤眞理子 文化女子大学現代文学部教授

２ 中南米巡回セミ
ナー

キューバ
ドミニカ共和
国
アルゼンチン

パラグアイ

ハバナ
サントドミン
ゴ
ブエノスアイ
レス
アスンシオン

05.01.17～
05.02.06

簗島文恵
三浦多佳史

日本語国際センター日本語教育専
門家

３ 巡回指導（アイ
ルランド）

アイルランド ダブリン 05.01.13～
05.01.16

中込達哉
Lydia Morey

日本語教育専門家
英国中等レベル試験委員会委員長
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事業名 国 都市 期間 派遣者 現職

４ 巡回指導（バル
ト3国）

エストニア
ラトビア
リトアニア

タリン
リガ
ビリニュス

05.01.27～
05.01.30

齊藤眞美 アドバイザー

５ 巡回指導（ルー
マニア）

ルーマニア ブカレスト 05.03.18～
05.03.22

齋藤眞美 日本語教育専門家（アドバイザー）

６ 巡回指導（サン
クト・ペテルブ
ルク）

ロシア サンクト・ペ
テルブルグ

05.02.19～
05.02.21

境田徹 日本語教育専門家

７ 極東巡回セミ
ナー

ロシア ハバロフスク
ウラジヴォス
トク
ユジノサハリ
ンスク

05.02.22～
05.03.06

浜田盛男
尾崎明人

関西センター専門員
教授

２．日本語派遣・助成費 (6)アジア青年文化奨学金

日本の国立大学に国費留学生として来日する大学生・大学院生を募集・選考し、マレーシア（クアラルンプール)に集めて
15カ月にわたって日本語教育を主とした予備教育を実施する。

合計額 71,224,971円

事業名 国 人数 期間

１ アジア青年文化奨学金 インドネシア
カンボジア
シンガポール
タイ
フィリピン
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
ラオス
バングラデシュ

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

04.04.01～05.03.31

２．日本語派遣・助成費 (7)日本語教育開発機関（助成）

社団法人日本語教育学会に対し、同学会が実施する日本語教育研修事業、日本語教育調査研究事業に対し助成する。
合計額 25,050,000円

機関 国 期間 事業内容

１ 社団法人日本語
教育学会

日本 04.04.01～
05.03.31

社団法人日本語教育学会が実施する各種研修事業、調査研究事業に
対して助成金を交付
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２．日本語派遣・助成費 (8)海外日本語講座（助成）専任講師給与

海外で日本語教育を行なう機関が日本語講師スタッフの拡充を目的として専任の日本語講師（非常勤・兼任を除く）を新
規に採用する場合、国際交流基金がその給与を当初の3年間を上限として助成する。

合計額 20,408,722円

国 機関

１ タイ コンケーン大学

２ 米国 ナトローナ郡学区

３ 米国 ウィスコンシン大学オークレア

４ 米国 フロリダ国際大学

５ ブラジル リオデジャネイロ州立大学

６ ブラジル リオグランデドスールカトリック大学

７ アイスランド アイスランド大学

８ スロベニア リュブリャーナ大学文学部

２．日本語派遣・助成費 (9)海外日本語講座（助成）現地講師謝金

海外の非営利日本語教育機関で日本語講座の運営に財政的困難がある場合、近い将来自助独立の見通しのあるものに限り、
その講師スタッフの謝金の一部を助成する。

合計額 16,119,937円

国 機関

１ 韓国 釜山韓日文化交流協会

２ 韓国 済州道韓日親善協会

３ 中国 課程教材研究所

４ モンゴル モンゴル国立大学

５ カンボジア 一二三日本語教室

６ フィリピン 日本語センター財団

７ ベトナム レ・クィ・ドン中学校

８ マレーシア マラヤ大学日本留学予備教育課程

９ マレーシア ペナン日本語協会

10 マレーシア ペラ馬日友好協会

11 インド 日本語センター・ニューデリー
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国 機関

12 インド ラマ・クリシュナ・ミッション語学学校

13 インド 印日語学教育協会

14 インド バンガロール大学

15 インド ソーマイヤ仏教研究センター

16 パキスタン パキスタン・日本文化協会（シンド）

17 バングラデシュ ダッカ日本語教室

18 バングラデシュ ダッカ大学現代言語研究所

19 オーストラリア タスマニア大学

20 ミクロネシア カルバリー・クリスチャン・アカデミー

21 カナダ ヨーク大学グレンドン校

22 カナダ ラバル大学

23 カナダ モントリオール日本語センター

24 米国 ポートランド公立学区

25 米国 ボルカノ スクール オブ アーツ アンド サイエンシズ

26 キューバ 国立芸術学院

27 コスタリカ 日本・コスタリカ友好協会

28 メキシコ 社団法人日墨文化学院

29 アルゼンチン ブエノス・アイレス大学

30 ウルグアイ 在ウルグァイ日本人会

31 コロンビア コロンビア日系人協会付属日本語学校

32 パラグアイ エンカルナシオン日本語学校

33 ブラジル 日本語普及センターポルトアレグレ校

34 ブラジル リオ・デ・ジャネイロ連邦大学

35 ブラジル エスコーラ・ニッケイ

36 ブラジル リオ・デ・ジャネイロ日伯文化協会

37 ベネズエラ カラカス日本人会

38 ペルー ペルー日系人協会
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国 機関

39 ボリビア ラパス日本人会日本語普及学校

40 英国 ウォーウイック大学

41 ドイツ マインツ大学

42 ドイツ シュールツェントルム アン デア ハンブルガーシュトラー
セ ギムナジウム

43 ベルギー リエージュ大学日本研究センター

44 ポルトガル カミロ カステロ ブランコ中・高等学校

45 ウクライナ キエフ工科大学

46 ウクライナ イヴァンフランコ記念リヴィヴ国立大学

47 エストニア タリン教育大学

48 エストニア エストニア人文大学

49 チェコ パラツキー大学

50 ブルガリア ソフィア第18高校

51 ポーランド ヤギェウォ大学東洋語学研究所日本語学科

52 ポーランド アダム・ミツケヴィッチ大学

53 ラトビア リーガ文化高等学校

54 ラトビア ラトヴィア大学現代言語学部東洋学科

55 イエメン イエメン・日本友好協会

56 トルコ 土日基金文化センター

57 レバノン ハリーリ・アカデミー大学

58 エジプト エジプト日本語教育振興会

59 エジプト アイン・シャムス大学外国語学部

60 マダガスカル アンタナナリヴ大学人文学部

61 マダガスカル 聖ジョセフ・アンツィラベ大学
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２．日本語派遣・助成費 (10)海外日本語弁論大会（助成）

海外において日本語弁論大会を開催しようとする機関に対して、経費・賞品などの一部を助成する。
合計額 9,943,312円

大会名 国 機関 期間

１ 第6回全国高校生日本語
力競試大会

韓国 社団法人韓日協会 04.07.24～04.07.24

２ 第13回日本語弁論大会 韓国 済州道韓日親善協会 04.11.13～04.11.13

３ 第8回瀋陽日本語弁論大
会

中国 瀋陽日本人会 04.04.18～04.04.18

４ 第5回北京市大学日本語
学科一年生スピーチコン
テスト

中国 清華大学 04.06.11～04.06.11

５ 第29回2004年度 香港日
本語弁論大会

中国 香港日本文化協会 04.07.03～04.07.03

６ 第3回南京市弁論大会 中国 東南大学 04.10.21～04.10.21

７ 第8回マカオ日本語ス
ピーチコンテスト

中国 マカオ大学 05.03.23～05.03.23

８ 第3回日本語スピーチコ
ンテスト

モンゴル モンゴル国立科学技術大
学

04.11.27～04.11.27

９ 第4回西スマトラ日本語
スピーチ大会

インドネシア ブンハッタ大学 04.05.01～04.05.01

10 第21回日本語弁論大会 インドネシア 北スマトラ大学文学部日
本語日本文学科

04.05.22～04.05.22

11 第8回日本語スピーチコ
ンテスト

カンボジア 王立プノンペン大学 05.01.30～05.01.30

12 第36回日本大使杯日本語
スピーチコンテスト

シンガポール シンガポール日本文化協
会

04.07.11～04.07.11

13 第31回タイ国日本語弁論
大会

タイ タイ元日本留学生協会
（OJSAT）

04.09.05～04.09.05

14 第18回ブルネイ日本語弁
論大会

ブルネイ ブルネイ教育省技術教育
局生涯教育課

04.10.02～04.10.02

15 第10回ホーチミン市日本
語スピーチコンテスト

ベトナム ベトナム日本人材協力セ
ンター

04.11.07～04.11.07

16 第18回日本語弁論大会 マレーシア ペラ馬日友好協会 04.08.07～04.08.07

17 第25回日本語弁論大会 マレーシア ペナン日本語協会 04.08.14～04.08.14
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大会名 国 機関 期間

18 第17回東インド日本語弁
論大会

インド 印日福祉文化協会 04.09.18～04.09.18

19 西インド地区日本語弁論
大会

インド プネ印日協会 05.02.19～05.02.19

20 日本語弁論大会 インド 印日商工会議所 05.02.19～05.02.19

21 第17回日本語弁論大会 スリランカ スリランカ日本語教育協
会

05.03.19～05.03.19

22 第23回日本語弁論大会 ネパール ネパール日本語教師協会 05.03.14～05.03.19

23 第17回日本語弁論大会 パキスタン 国立近代外国語大学 04.10.05～04.10.05

24 第20回カラチ日本語弁論
大会

パキスタン パキスタン・日本文化協
会（シンド）

05.03.25～05.03.25

25 どうして私は日本語を
習っているのか

バングラデシュ 日本アカデミー 04.12.26～04.12.26

26 第29回日本語弁論大会 バングラデシュ ダッカ日本語教室同窓会 05.03.19～05.03.19

27 A.C.T. 日本語弁論大会 オーストラリア 首都特別地域日本語教師
会

04.08.01～04.08.01

28 ビクトリア州日本語教師
会ジュニア・スピーチ・
コンテスト

オーストラリア ビクトリア州日本語教師
会

04.08.01～04.08.01

29 第33回クイーンズランド
州日本語弁論大会

オーストラリア クイーンズランド州現代
語教師会

04.08.04～04.08.04

30 タスマニア州日本語弁論
大会

オーストラリア タスマニア豪日協会 04.08.29～04.08.29

31 第13回北部準州日本語弁
論大会・LTANT（エル
タン）2004年スピーキン
グコンテスト

オーストラリア 北部準州語学教師会 04.09.04～04.09.04

32 南オーストラリア州日本
語弁論大会

オーストラリア 南オーストラリア州日本
語教師会

04.09.05～04.09.05

33 第35回西豪州日本語弁論
大会

オーストラリア イーデス・コーワン大学 04.09.12～04.09.12

34 第35回ビクトリア州日本
語弁論大会

オーストラリア 日本語弁論大会実行委員
会

04.09.12～04.09.12

35 第4回日本語弁論大会 サモア サモア国立大学 04.10.21～04.10.21
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36 サウスランド中等教育日
本語弁論大会

ニュージーランド サウスランド中等教育日
本語教師会

04.08.04～04.08.04

37 第12回ウェリントン日本
語大会

ニュージーランド ウェリントン地区日本語
教師会

04.08.13～04.08.13

38 オークランド地域日本語
弁論大会

ニュージーランド オークランド・インス
ティテュート・オブ・ス
タディ－ズ 言語文化プ
ログラム

04.08.28～04.08.28

39 こんにちは 日本語ス
ピーチコンテスト

ニュージーランド カンタベリー日本語教師
ネットワーク

04.11.19～04.11.19

40 第16回マニトバ日本語弁
論大会

カナダ マニトバ大学アジア研究
センター

05.03.04～05.03.04

41 第7回アトランティック
カナダ日本語弁論大会

カナダ セント･メリーズ大学 05.03.05～05.03.05

42 第16回オタワ日本語弁論
大会

カナダ オタワ日本語弁論大会準
備委員会

05.03.05～05.03.05

43 第14回アルバータ地区日
本語弁論大会

カナダ カルガリー大学 05.03.06～05.03.06

44 第16回ケベック州日本語
弁論大会

カナダ マギル大学（東アジア研
究学科）

05.03.12～05.03.12

45 第17回BC州日本語弁論
大会

カナダ ブリティッシュ・コロン
ビア州日本語弁論大会実
行委員会

05.03.12～05.03.12

46 第23回オンタリオ州日本
語弁論大会

カナダ オンタリオ州日本語弁論
大会実行委員会

05.03.12～05.03.12

47 第16回全カナダ日本語弁
論大会

カナダ 第16回全カナダ日本語弁
論大会実行委員会

05.04.03～05.04.03

48 ハワイ日本語スピーチ・
コンテスト－ エレメン
タリー・セカンダリー・
ハイスクール レベル

米国 ハワイ日系人連合協会 04.04.03～04.04.03

49 第15回アリゾナ日本語弁
論大会

米国 アリゾナ日本語教師協会 04.04.18～04.04.18

50 第21回日本語スピーチ＆
スキットコンテスト

米国 兵庫経済文化センター 04.05.14～04.05.14

51 第18回コロラド州日本語
弁論大会

米国 コロラド大学（東アジア
言語文明学部）

04.11.07～04.11.07
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52 第31回成人日本語弁論大
会

米国 北加日米会 04.11.07～04.11.07

53 第16回テキサス州日本語
弁論大会

米国 テキサス州日米協会 05.01.22～05.01.22

54 第6回CAJLT日本文化祭
2005年

米国 カリフォルニア日本語教
師会

05.02.12～05.02.12

55 2005年日本語弁論大会/
ジャパン・ボール

米国 ジョージア州日米協会 05.02.19～05.02.19

56 第8回CSLA日本語ス
ピーチコンテスト

米国 カリフォルニア州立大学
ロサンゼルス校

05.02.26～05.02.26

57 第9回ミシガン州日本語
スピーチコンテスト

米国 デトロイト日米協会 05.03.01～05.03.01

58 第4回YYY フロリダ州
日本語弁論大会

米国 フロリダ州日本語教師会 05.03.05～05.03.05

59 第7回ルイジアナ日本語
弁論大会

米国 ルイジアナ日本語教師会 05.03.05～05.03.05

60 第二回アラスカ州日本語
弁論大会

米国 アラスカ大学アンカレジ
校

05.03.26～05.03.26

61 第2回エル・サルバドル
日本語スピーチコンテス
ト

エルサルバドル エル・サルバドル大学 04.09.11～04.09.11

62 第9回ハバナの日本語の
弁論大会

キューバ ハバナ大学外国語学部 04.06.04～04.06.04

63 第8回日本語弁論大会 グアテマラ 国立サン・カルロス大学 05.03.08～05.03.08

64 第9回日本語弁論大会 ニカラグア 中米大学 05.03.18～05.03.18

65 第1回日本語弁論大会 ホンジュラス 帰国留学生の会 05.03.29～05.03.29

66 第21回メキシコ日本語弁
論大会

メキシコ メキシコ日本語教師会 04.05.30～04.05.30

67 第12日本語スピーチコン
テスト

アルゼンチン 在亜日本語教育連合会 04.10.24～04.10.24

68 第14回日本語弁論大会 ウルグアイ 在ウルグアイ日本人会 04.10.19～04.10.19

69 第9回日本語弁論大会 エクアドル エクアドル・カトリック
大学

05.01.21～05.01.21

70 第2回ボゴタ日本語弁論
大会

コロンビア コロンビア国立大学 04.10.02～04.10.02

日本語事業費

152
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71 第14回コロンビア西部地
区日本語弁論大会

コロンビア コロンビア日系人協会付
属日本語学院

04.10.02～04.10.02

72 第23回日本語弁論大会 チリ 日智文化協会 04.09.23～04.09.23

73 第16回日本語スピーチコ
ンテスト

パラグアイ パラグアイ日本人会連合
会

04.09.04～04.09.04

74 第17回マナウス日本語弁
論大会・お話大会

ブラジル 西部アマゾン日伯協会 04.09.25～04.09.25

75 第3回東北伯日本語ス
ピーチコンテスト

ブラジル バイア日伯文化協会連合
会

04.10.10～04.10.10

76 第20回パラナ州日本語弁
論大会

ブラジル クリチーバ日伯文化援護
協会日本語講座

04.10.10～04.10.10

77 第26回リオデジャネイロ
日本語弁論大会

ブラジル リオ・デ・ジャネイロ日
伯文化協会

04.10.16～04.10.16

78 第10回汎ブラジリア日本
語スピーチコンテスト

ブラジル ブラジリア日本語普及協
会

04.10.17～04.10.17

79 第23回日本語普及お話・
弁論大会

ブラジル 汎アマゾニア日伯協会 04.10.17～04.10.17

80 第23回日本語弁論大会 ブラジル リオ・グランデ・ド・スー
ル・カトリック大

04.10.23～04.10.23

81 第25回サンパウロ日本語
スピーチコンテスト

ブラジル ブラジル日本語センター 04.10.24～04.10.24

82 第6回全国日本語朗読・
お話大会

ペルー ペルー日系人協会 04.10.17～04.10.17

83 第3回 JLTI日本語弁論
大会

アイルランド アイルランド日本語教師
協会

05.02.26～05.02.26

84 第24回日本語弁論大会 ギリシャ ギリシャ日本語教師会 04.05.08～04.05.08

85 第13回バルセロナ日本語
弁論大会

スペイン バルセロナ水曜会 04.05.09～04.05.09

86 第16回スペイン人による
日本語弁論大会

スペイン 日西文化協会TORA 05.01.15～05.01.15

87 第20回日本語弁論大会 フィンランド フィンランド・日本語日
本文化教師会

05.03.19～05.03.19

88 第3回バクー日本語弁論
大会

アゼルバイジャン バクー国立大学 04.10.09～04.10.09
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89 第9回ウクライナ日本語
弁論大会

ウクライナ キエフ日本語教師会 04.10.02～04.10.02

90 第13回ウズベキスタン日
本語弁論大会

ウズベキスタン ウズベキスタン日本語弁
論大会実行委員会

05.03.12～05.03.12

91 第4回エストニア国内日
本語弁論大会

エストニア エストニア日本語教師会 05.03.11～05.03.11

92 第7回カザフスタン日本
語弁論大会

カザフスタン アル・ファラビ名称カザ
フ民族大学

05.03.12～05.03.12

93 第5回日本語弁論大会 クロアチア ザグレブ大学哲学部 05.04.09～05.04.09

94 第29回日本語弁論大会 チェコ チェコ・日本友好協会 04.11.20～04.11.20

95 第12回日本語スピーチコ
ンテスト

ハンガリー ハンガリー日本語教師会 04.11.06～04.11.06

96 第10回日本語弁論大会 ブルガリア キリル・メトディ国際基
金

04.04.17～04.04.17

97 第3回ベラルーシ日本語
スピーチコンテスト

ベラルーシ ベラルーシ日本語教師会 04.09.25～04.09.25

98 第4回大学生日本語弁論
大会

ラトビア ラトヴィア大学（現代言
語学部東洋学科）

05.04.18～05.04.18

99 第1回全リトアニア日本
語弁論大会

リトアニア ヴィリニュス大学 04.11.05～04.11.05

100 第9回日本語弁論大会 ルーマニア ヒペリオン大学 05.03.05～05.03.05

101 第9回ロシア極東日本語
弁論大会 第8回ロシア
極東日本語教育セミナー

ロシア ハバロフスク国立教育大
学

04.10.15～04.10.15

102 第17回全CIS学生日本語
弁論大会

ロシア CIS日本語教師会 04.10.31～04.10.31

103 第2回日本語弁論大会 イエメン イエメン・日本友好協会 05.01.06～05.0106

104 第7回日本語スピーチコ
ンテスト

シリア 在シリア日本語教師会 04.12.02～04.12.02

105 第13回アンカラ日本語弁
論大会

トルコ アンカラ日本語弁論大会
実行委員会

04.11.07～04.11.07

106 第14回イスタンブル日本
語弁論大会

トルコ イスタンブル日本語弁論
大会実行委員会

05.03.12～05.03.12

107 第8回日本語スピーチコ
ンテスト

ヨルダン ヨルダン大学 05.03.12～05.03.12
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108 第19回カイロ日本語弁論
大会

エジプト カイロ大学文学部日本語
日本文学科

04.04.10～04.04.10

109 第6回モロッコ日本語弁
論大会

モロッコ モハメド五世大学 04.05.22～04.05.22

110 第10回ガーナ日本語弁論
大会

ガーナ ガーナ日本語学校 05.01.22～05.01.22

111 日本語スピーチコンテス
ト

マダガスカル 滞日経験者同窓会 04.08.01～04.08.01

２．日本語派遣・助成費 (11)海外日本語教育ネットワーク形成（助成）

海外の日本語教師、日本語教育研究者、日本語教育機関のネットワーク化を促進することを目的に、各国の日本語教師会、
日本語教育学会、高等教育機関、研究機関などに対し、日本語教育に関する学術会議、セミナー、ワークショップ、日本
語教師研修会などのプロジェクト実施経費の一部を助成する。

合計額 15,453,166円

機関 国 期間 事業内容

１ 国立慶尚大学校
師範大学

韓国 04.07.19～
04.08.21

180時間の授業と所定の試験を課し、中等1級日本語教師資格免状を
取得させる

２ 遼寧省基礎教育
研究研修セン
ター

中国 04.07.25～
04.08.06

読む･書く･聞く･話すの4技能の研修：教材･教具の活用：教室活動･
教授法の研修：経験交流など

３ 東北師範大学中
国赴日本国留学
生予備学校

中国 04.08.06～
04.08.08

1.基調講演
2.日本語学、教授法、中日文化比較などに関する研究発表
3.吉林省内にある日本語教育施設の見学

４ 北京外国語大学 中国 04.08.16～
04.08.27

全国の高校日本語教師を対象に集中講義を行う。最新の教育理論を
始めとする各科目の具体的な教授法についての講義、教育実習を行
なった。5カ年計画の初年度

５ 中国日本語教育
研究会

中国 04.10.20～
04.10.24

中国･日本･韓国･台湾･香港などからの約120名の参加者による国際
シンポジウムを開催する際、日本語教育に密接に関わっている諸問
題についての最新の研究成果を発表し、議論し合った

６ インドネシア日
本語教育学会
ジャボタベック
支部・日セミ
ナー

インドネシア 04.06.05～
04.06.05

ジャボタベックの大学教師の日本語や日本語教育についての研究発
表と日本語教育の実践発表

７ インドネシア日
本語教育学会ス
マトラ地区日本
語教育セミナー

インドネシア 05.01.14～
05.01.15

スマトラ島全域の日本語教師の教授力向上の為、当地の日本語教師
が集まり、日本語教育の色々な実践方法を学んだ。各機関の現状報
告と意見交換の場も作った
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８ 財団法人泰日経
済技術振興協会
付属日本語学校

タイ 04.10.23～
04.10.24

『みんなの日本語』をメインテキストとして、タイ人講師に初級テ
キストの使用法、副教材の紹介と使い方のデモンストレーションを
行なった。
身の回りの生材料を利用した教材作成と使用法を考えた

９ 東遊日本語学校 ベトナム 04.08.05～
04.08.07

「さくら日本語学校｣との共催で、ベトナム人日本語講師の教授能
力向上を目標とするセミナーを開催。日本人とベトナム人専門家に
よる講義と、教授法の研修

10 インド日本語教
師会

インド 05.02.10～
05.02.12

インド各国における日本語教育現状の評価。日本語教育事情の比較
研究と有効なアイデアの交換

11 ニュージーラン
ド教育省教員養
成大学協議会

ニュージーラ
ンド

04.07.03～
04.07.07

ニュージーランドの日本語教員間の情報交換･交流の促進、および
日本語能力･日本語教育能力の向上を目指した。参加予定者は約100
名

12 カナダ日本語教
育振興会

カナダ 04.08.19～
04.08.22

テーマを「日本語教育の多様性」として、「研究論文発表」「現職・
日本語教師のための研修会」「特別セッション」「各部会発表会」「教
材展示・即売」を実施した

13 米国日本語教師
会連盟

米国 04.06.28～
04.08.06

全米から20名の初中等教育課程の日本語教師を選抜し、メディア、
コンピューター、ウェブを駆使した日本語教授法研修と、日本語・
日本文化教授のためのツール構築の援助を行なった

14 メキシコ日本語
教師会

メキシコ 05.02.25～
05.02.27

全国規模の教師会の理事会、総会。招聘講師による講演、セミナー、
会員教師の実践報告、研究発表を行なった

15 イタリア日本語
教育協会

イタリア 05.03.17～
05.03.19

日本語学、日本語教育の最新の研究成果を発表し、議論、討論、情
報交換の場とした。日本からの研究者の基調講演も行なった

16 英国日本語教育
学会

英国 04.09.03～
04.09.04

英国内高等教育機関で日本語教育に携わっている者に研究発表、意
見交換、情報交換の場を提供。招聘者の基調講演ならびに講演を柱
に会員から募集した研究発表・実践報告およびワークショップを行
なった

17 スイス日本語教
師の会

スイス 05.03.12～
05.03.13

過去10年間行なっている講演、ワーク・ショップ、質疑応答を通し
てスイスおよびリヒテンシュタインの日本語教師の能力向上を図っ
た。
また、会員相互、セミナー参加教師や専門家との交流を通じて専門
的な情報交換やネットワーク構築を目的とした

18 ドイツ語圏中等
教育日本語教師
会(VJS)

ドイツ 04.10.15～
04.10.17

ドイツ国内外からの招へい講師による講義および講演・ワーク
ショップ。参加者による研究発表、教室活動、教材開発などについ
て報告、報告書作成

19 社団法人ドイツ
市民大学日本語
講師の会

ドイツ 05.03.11～
05.03.13

ドイツにおける成人に対する日本語教師の教授能力向上のために、
講義、ワークショップ等を実施。参加者は約60名

20 ドイツ語圏大学
日本語教育研究
会

ドイツ 05.03.17～
05.03.19

日本語教育担当者の研究、研修等に資し、日本語教育の発展に寄与
することを目的にシンポジウムを実施。今回は11回目。実施場所
は、ライプチッヒ大学。80名が参加

日本語事業費
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機関 国 期間 事業内容

21 フランス日本語
教師会

フランス 04.08.26～
04.08.28

ヨーロッパにおいて日本語教育に携わる教師の連携を促し、日本語
教育の質の向上を目的。実施場所はリヨン第三大学

22 キエフ日本語教
師会

ウクライナ 05.03.05～
05.03.05

キエフを中心地とし、ウクライナ国内の日本語教師のネットワーク
を作り、現地日本語教師の教授法のブラッシュアップを図った。同
国は平成14年度に日本語教育巡回セミナーを実施

23 ウズベキスタン
日本語教師会

ウズベキスタ
ン

04.09.04～
04.09.08

ウズベキスタン国内の教育機関、および招へい講師との学術業績交
換をすることにより、実践知の共有、リソースの共有を可能とする
ネットワーク形成が目的。現地講師による実践報告、研究発表、招
へい講師による講義

24 中東欧日本語教
師連絡会

ハンガリー 04.07.28～
04.07.30

各国日本語教育機関報告会、講演、研修会①（研究報告会）②（実
践報告会）

25 ブルガリア日本
語教師会

ブルガリア 04.09.23～
04.09.24

ブルガリアの日本語教師が相互に発信・刺激しあうことにより日本
語教育の水準を向上。発表の場を提供し、情報交換を促進すること
で、研究者としての視点を持たせた。当国の日本語学･日本語教育
学に関する研究を促進

26 アンカラ大学 トルコ 04.09.11～
04.09.12

トルコ国内の日本語教育関係者の更なるネットワーク形成、研修、
および研究発表

27 中東日本語教師
連絡会

エジプト 04.08.28～
04.08.29

在中東日本語教師のネットワーク強化および研修を実施。中東地域
に得意な日本語教育上の問題点等の意見交換、講演、セミナー、中
東日本語教師連絡会の年次会合

日本語事業費

157



３．日本語能力試験 (1)日本語能力試験実施費

海外の日本語学習者を対象として、その日本語能力を測定し、級別（1級～4級）に認定する試験を実施する。39の国・地
域、99都市において243,242人の受験者があった。

合計額 178,543,618円

国 都市 受験者数

１
２
３
４
５

韓国 ソウル
釜山
全州
済州
仁川

26,248
17,401
4,524
1,242
8,321

６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

中国 北京
上海
長春
大連
広州
藩陽
天津
ハルピン
西安
重慶
済南
武漢
廈門
杭州
香港

11,904
31,120
3,864
8,236
8,299
2,371
3,916
2,036
2,114
1,330
6,651
3,447
2,403
2,665
8,628

21
22

中国（台湾） 台北
高雄

27,918
9,815

23 モンゴル ウラン・バートル 695
24
25
26
27
28
29
30

インドネシア ジャカルタ
バンドン
スラバヤ
メダン
ジョクジャカルタ
パダン
デンバサール

2,197
1,288

832
614
509
260
260

31 シンガポール シンガポール 3,518
32
33
34

タイ バンコク
チェンマイ
ソンクラー

6,373
1,336

309
35 フィリピン マニラ 1,149
36
37

ベトナム ハノイ
ホーチミン

992
2,572

38
39
40
41

マレーシア クアラルンプール
ペナン
イポー
コタ・キナバル

1,970
482
78

268
42
43

ミャンマー ヤンゴン
マンダレー

1,464
464

44
45
46
47

インド ニューデリー
プネ
カルカタ
チェンナイ

670
2,027

185
1,007

48 スリランカ コロンボ 1,019
49 ネパール カトマンズ 1,107
50
51

パキスタン イスラマバード
カラチ

37
35

52 バングラデシュ ダッカ 109

国 都市 受験者数

53
54
55
56
57
58

オーストラリア キャンベラ
ブリスベン
パース
シドニー
メルボルン
アデレード

55
182
81

333
134
63

59
60
61

ニュージーランド オークランド
ウェリントン
クライストチャーチ

325
69

105
62
63

カナダ バンクーバー
トロント

464
275

64
65
66
67
68
69
70
71

米国 ロサンゼルス
シカゴ
ニューヨーク
ホノルル
アトランタ
サンフランシスコ
ワシントンDC
シアトル

377
301
264
74
96

363
159
149

72 メキシコ メキシコシティー 879
73 アルゼンチン ブエノス・アイレス 517
74 パラグアイ アスンシオン 728
75
76
77
78
79
80

ブラジル サンパウロ
ロンドリーナ
ベレーン
リオデジャネイロ
ポルトアレグレ
ブラジリア

1,937
482
85

209
68

164
81 ペルー リマ 262
82 ボリビア サンタ・クルス －
83
84

イタリア ローマ
ミラノ

263
188

85 英国 ロンドン 522
86 ギリシャ アテネ 237
87 スペイン バルセロナ 454
88
89
90

ドイツ デュッセルドルフ
シュトゥットガルト
ベルリン

332
267
221

91 フランス パリ 962
92 カザフスタン アルマティ 186
93 ハンガリー ブダペスト 168
94 ブルガリア ソフィア 133
95 ポーランド ワルシャワ 83
96 ルーマニア ブカレスト 252
97
98

ロシア モスクワ
ウラジオストク

776
233

99 トルコ アンカラ 249
100 エジプト カイロ 237

人 数 計 243,242
※サンタ・クルス（ボリビア）は、現地事情により、本年度

日本語能力実施見送り。
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３．日本語能力試験 (2)評価開発経費

試験結果を分析し、報告書を作成するとともに、より公平で適正な試験の開発に向けて専門家による各種委員会を開催す
る。

合計額 21,148,170円

事業名 期間 事業内容

１ 分析評価報告書
作成

04.04.01～05.03.31 日本語能力試験の統計的な分析結果に基づく評価を報告し、今後のより良
いテスト問題作成に資するとともに、日本語教育の研究者や参加者に日本
語テスト研究用資料を提供するため「平成15年度日本語能力試験分析評価
に関する報告書」を発刊した

２ 年少者向けイン
ターネット試験

04.04.01～05.03.31 世界で日本語を学習している年少者（日本語入門レベル）を対象としたイ
ンターネット日本語テスト「すしテスト（http://momo.jpf.go.jp/sushi/)」
の運営

日本語事業費

159


	＜日本語普及事業に必要な経費＞
	日本語事業費
	日本語企画調整費
	１．日本語教育機関等調査
	２．日本語教育国際シンポジウム
	３．海外日本語教育支援NGO（助成）
	４．日本語教育企画開発型事業

	日本語派遣・助成費
	１．日本語教育専門家長期派遣（一般）
	２．日本語教育専門家長期派遣（予備教育）
	３．青年日本語教師派遣（一般）
	４．青年日本語教師派遣（NIS）
	５．日本語教育巡回セミナー
	６．アジア青年文化奨学金
	７．日本語教育開発機関（助成）
	８．海外日本語講座（助成）専任講師給与
	９．海外日本語講座（助成）現地講師謝金
	10．海外日本語弁論大会（助成）
	11．海外日本語教育ネットワーク形成（助成）

	日本語能力試験費
	１．日本語能力試験実施費
	２．評価開発経費






