
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 日本語教育情報交流
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 日本語教育専門家派遣（専門家）
⑵ 日本語教育専門家派遣（ジュニア専門家）
⑶ 日本語教育巡回セミナー
⑷ アジア青年文化奨学金（予備教育）（AC）
⑸ 日本語教育学会助成
⑹ 日本語教育機関支援（専任講師給与助成）
⑺ 日本語教育機関支援（現地講師謝金助成）
⑻ 日本語教育プロジェクト支援（弁論大会助成）
⑼ 日本語教育プロジェクト支援（ネットワーク形成助成）
⑽ 日本語教育JFボランティア（指導助手派遣）
⑾ 日本語教育JFボランティア（シニア客員教授派遣）

3. 日本語能力試験費
⑴ 日本語能力試験実施
⑵ 評価開発



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等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 13,867,949円

事業名 国 期間 事業内容

１ 国別情報ホーム
ページ

全世界区分困
難

05.04.01～
06.03.31

各国の日本語教育の状況（沿革/教育制度/現状/動向等）をホーム
ページ上で紹介

２ 機関調査 全世界区分困
難

05.04.01～
06.03.31

平成16年度に刊行された報告書『海外の日本語教育の現状－日本語
教育機関調査（2003年）－』の評価を行ない、その結果を元に、次
回2006年調査に向けて準備を行なった

３ 動向調査 全世界区分困
難

05.04.01～
06.03.31

中期計画指針、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

１．日本語企画調整費 (2)日本語教育情報交流

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の実施や、情報誌、論文集を発行する。
合計額 45,550,862円

事業名 期間 会場 事業内容

１ 第46回外国人に
よる日本語弁論
大会

05.06.18～
05.06.18

米子コンベン
ションセン
ター

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、財団法人
とっとりコンベンションビューローとの共催により米子市で開催。
大会の模様はNHK教育テレビで放映された

２ 「日本語教育論
集・世界の日本
語教育」発行

05.04.01～
06.03.31

－ 広く世界に公募し、審査により選考された日本語教育・日本語学お
よび日本語教育事情・実践報告に関する論文集。市販。13号より全
文(12号以前は目次・論文・要旨）ウェブサイトにも掲載

３ 国際交流基金日
本語教育紀要発
行

05.04.01～
06.03.31

－ 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

４ 日本語教育通信
発行

05.04.01～
06.03.31

－ 海外の日本語教師に役立つ情報や教材を掲載したニューズレターを
発行。機関紹介、教育実践報告、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

５ 日本語教育スタ
ンダード・ラウ
ンドテーブル

05.04.01～
06.03.31

国際交流基金
国際会議場
日本語国際セ
ンター
津田ホール

カリキュラム策定や能力評定等に不可欠な指針となる「日本語教育
スタンダード（仮称）」の構築のため、国内外の関係者によるラウン
ドテーブルを3回開催した

日本語事業費



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、その経費の一部または全部を助成す
る。

合計額 8,032,937円

機関 国 期間 事業内容

１ 日中交流研究所 中国 05.03.01～
05.12.16

『第1回中国人の日本語作文コンクール受賞作品集』発行

２ 花甲贈書会 中国/ベトナ
ム

05.09.01～
06.03.31

リサイクル日本語教材寄贈事業

３ 特定非営利活動
法人アジアの新
しい風

中国 06.01.21～
06.02.20

日本語と日本文化短期実体験(海外日本語学習者の招へい）

４ 鳥取県モンゴル
中央県親善協会

モンゴル 05.04.25～
05.09.30

モンゴル中央県への日本語教師派遣

５ ハート・オブ・
ゴールド

カンボジア 05.10.01～
06.03.31

カンボジア・シェムリアップへの日本語教師派遣

６ 特定非営利活動
法人国際交流と
よなか

タイ 05.04.15～
06.03.31

タイ・シンブリ校への日本語教師派遣

７ 特定非営利活動
法人国際日本語
研修協会

タイ 05.10.05～
06.03.31

タイへの日本語教師派遣

８ ノマドインター
ナショナル

タイ/グルジ
ア/ロシア

05.12.14～
05.12.22

日本語学習用リーディングブック制作事業

９ イカオ・アコ フィリピン 05.10.15～
06.02.15

フィリピンへの日本語ティーチング・アシスタント派遣

10 Network-
HITO

ミャンマー 05.04.10～
06.03.20

アンダレーへの日本語教師派遣

11 ネパール教育整
備促進協会

（NEPA）

ネパール 05.08.20～
05.08.20

「日本語を学び、何を求めるか」ワークショップとシンポジウム

12 ネパール教育整
備促進協会

（NEPA）

ネパール 05.09.01～
05.09.30

ネパールへの日本語教材寄贈

13 Network-
HITO

ネパール 05.10.01～
06.03.20

カトマンズへの日本語教師派遣

14 特定非営利活動
法人ネットワー
ク大地

ウズベキスタ
ン

05.08.10～
06.07.10

アラル海周辺教育機関（ウズベキスタン共和国）への日本語教師派
遣

日本語事業費



機関 国 期間 事業内容

15 特定非営利活動
法人ネットワー
ク大地

ウズベキスタ
ン

05.08.25～
05.11.10

アラル海周辺での日本理解増進のための国内短期日本語講座（海外
日本語学習者の招へい）

16 ＩＦＥ（イフェ） ベナン 05.06.22～
06.06.21

ベナン共和国への日本語教師派遣

１．日本語企画調整費 (4)日本語教育企画開発型事業

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 37,639,044円

事業名 団体 国 期間 事業内容

１ モデル講座 マニラ事務所 フィリピン 05.04.01～
06.03.31

教師養成に資することを主目的として、国際交流
基金ブランドのモデル講座を開設運営した

２ ベトナム中等教
育支援

在ベトナム大使
館
ベトナム教育訓
練省

ベトナム 05.04.01～
06.03.31

ベトナムの中等教育課程における日本語教育の導
入と基盤整備のため、カリキュラム作成支援およ
びベトナム人教師養成を目的とした教師研修会等
を実施した

３ インド中等教育
支援

ニューデリー事
務所
インド中央中等
教育委員会

（CBSE）

インド 05.10.01～
06.03.31

インドの中等教育課程における日本語教育の導入
と基盤整備のため、教材制作等を行なった

４ ジャパン・ボウ
ル

ワシントンDC
日米協会

米国 05.04.01～
06.03.31

ジャパン・ボウル（高校生を対象とした日本語・
日本文化の知識を問う全米規模の競技会）開催経
費の一部を支援（3年を上限とする1年目）

５ AP日本語プロ
グラム

カレッジボード 米国 05.10.01～
06.09.30

米国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
への日本語科目導入に係る初期開発経費の一部を
支援（3年計画の2年目）

６ 教員免許プログ
ラム担当者会議

ロサンゼルス事
務所

米国 06.02.18～
06.02.19

日本語教師免許プログラムを有する高等教育機関
（24州41校）の日本語プログラム担当者をロサン
ゼルス事務所へ招き、会議（講義・ディスカッショ
ン）を開催することにより、ＡＰ日本語に関する
啓蒙を含め、各地域への効果的かつ合理的な日本
語教師全体の啓蒙と教育を促した

７ フランス日本語
教育委員会

フランス日本語
教育委員会

フランス 05.10.01～
06.12.31

フランス日本語教育委員会の下部組織としてのプ
ログラム作成小委員会、CAPES小委員会、生涯教
育小委員会の3委員会に対し、平成17年度より2カ
年にわたり活動経費を支援

日本語事業費



２．日本語派遣・助成費 (1)日本語教育専門家派遣（専門家）

1.現地の日本語教師養成に資するため、日本語教師研修会の実施、教師ネットワーク形成の支援、日本語教授法や日本語
教材作成に関する助言・指導等を行なう。

2.現地日本語教育機関における日本語教育に協力するため、日本語講座の授業を実際に担当する他、現地人教師への助言・
指導、カリキュラム編成や教材作成等について支援を行なう。

合計額 934,379,972円

氏名 国 期間 受入団体

１ 稲見 由紀子 韓国 02.07.22～05.09.01 在釜山総領事館

２ 三原 龍志 韓国 04.02.15～07.03.24 ソウル日本文化センター

３ 天野 千春 韓国 04.06.12～06.06.30 ソウル日本文化センター

４ 山口 敏幸 韓国 05.08.15～08.08.30 ソウル日本文化センター

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

６ 林 敏夫 中国 04.06.20～06.01.03 在香港総領事館

７ 池辺 明子 中国 05.03.21～05.07.19 東北師範大学

８ 本藤 由梨 中国 05.03.21～05.09.08 東北師範大学

９ 小西 広明 中国 05.05.19～08.05.18 北京日本文化センター

10 林 敏夫 中国 06.01.04～07.06.19 香港日本語教育研究会

11 村上 吉文 モンゴル 02.04.21～06.04.20 モンゴル日本人材開発センター

12 桜井 千代子 モンゴル 06.04.07～08.04.06 モンゴル日本人材開発センター

13 山下 美紀 インドネシア 02.06.22～05.06.21 ジャカルタ日本文化センター

14 渡辺 由美 インドネシア 03.04.07～06.06.30 ジャカルタ日本文化センター

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

16 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

17 小栗 潔 インドネシア 04.07.08～07.07.20 国立スラバヤ大学

18 西浦 久子 インドネシア 04.07.08～07.07.21 ガジャマダ大学

19 古川 嘉子 インドネシア 04.12.07～07.04.20 ジャカルタ日本文化センター

20 登里 民子 インドネシア 05.06.13～07.09.05 ジャカルタ日本文化センター

21 市瀬 俊介 カンボジア 04.07.01～07.06.30 カンボジア日本人材開発センター

22 片桐 準二 カンボジア 05.05.17～08.08.20 王立プノンペン大学

23 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

日本語事業費



氏名 国 期間 受入団体

24 熊野 七絵 タイ 04.07.15～06.09.30 バンコク日本文化センター

25 八田 直美 タイ 04.09.04～07.05.13 バンコク日本文化センター

26 坪根 由香里 タイ 05.04.25～07.04.24 コンケン大学

27 藤光 由子 フィリピン 03.05.06～06.05.31 マニラ事務所

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

29 洲脇 泰 フィリピン 04.10.30～07.10.29 フィリピン大学

30 坂本 まり子 フィリピン 05.04.30～07.04.29 デ・ラ・サール大学

31 新田 洋子 ブルネイ 04.06.24～07.11.30 ブルネイ教育省

32 鈴木 衣今子 ベトナム 04.10.14～06.10.15 ベトナム日本人材協力センター

33 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文化センター

34 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文化センター

35 立花 秀正 マレーシア 02.04.10～05.05.01 マラヤ大学日本留学予備教育課程

36 大竹 恵美子 マレーシア 03.03.24～06.03.21 マラヤ大学日本留学予備教育課程

37 富岡 純 マレーシア 03.04.01～06.04.02 マラヤ大学日本留学予備教育課程

38 土井 真美 マレーシア 03.05.05～06.05.09 クアラルンプール日本文化センター

39 ワトソンジョイ マレーシア 04.03.22～06.03.21 マラヤ大学日本留学予備教育課程

40 山本 孝治 マレーシア 04.03.22～06.03.21 マラヤ大学日本留学予備教育課程

41 谷淵 麻子 マレーシア 04.03.25～07.03.28 マラヤ大学日本留学予備教育課程

42 千馬 智子 マレーシア 04.03.25～07.03.31 マラヤ大学日本留学予備教育課程

43 河合 由希江 マレーシア 05.03.17～07.03.16 マラヤ大学日本留学予備教育課程

44 阿蘇 豊 マレーシア 05.03.23～08.03.19 マラヤ大学日本留学予備教育課程

45 宮田 登紀子 マレーシア 05.03.17～08.03.19 マラヤ大学日本留学予備教育課程

46 井上 花子 マレーシア 05.03.23～07.03.28 マラヤ大学日本留学予備教育課程

47 飯塚 往子 マレーシア 05.03.23～07.03.28 マラヤ大学日本留学予備教育課程

48 勝田 順子 マレーシア 05.04.01～06.03.31 マラヤ大学日本留学予備教育課程

49 根津 誠 マレーシア 05.04.01～08.04.15 クアラルンプール日本文化センター

50 下橋 美和 マレーシア 05.04.01～07.05.31 クアラルンプール日本文化センター

日本語事業費



氏名 国 期間 受入団体

51 上野 栄三 マレーシア 05.04.23～07.03.28 マラヤ大学日本留学予備教育課程

52 薄井 典子 マレーシア 06.03.20～08.03.19 マラヤ大学日本留学予備教育課程

53 森林 謙 マレーシア 06.03.20～08.03.19 マラヤ大学日本留学予備教育課程

54 横井 多美子 マレーシア 06.03.20～08.03.19 マラヤ大学日本留学予備教育課程

55 森 勇樹 マレーシア 06.03.25～08.03.24 マラヤ大学日本留学予備教育課程

56 盛田 真規子 マレーシア 06.03.25～08.03.24 マラヤ大学日本留学予備教育課程

57 小久保 ひろし ラオス 04.04.07～07.07.31 ラオス国立大学

58 平田 好 ラオス 05.09.02～08.09.01 ラオス日本人材開発センター

59 山口 明 インド 02.06.02～05.12.28 ニューデリー事務所

60 平賀 達哉 インド 05.01.04～08.01.22 文部省留学生協会（MOSAI）日本語学院

61 畠山 理恵 インド 05.05.12～08.05.11 ニューデリー事務所（南インド担当）

62 長谷川 理恵 インド 05.07.19～08.07.18 ニューデリー事務所

63 長谷川 あずさ スリランカ 04.12.10～05.03.21 ケラニア大学

64 和田 衣世 スリランカ 05.04.23～07.04.22 ケラニア大学

65 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

66 北井 佐枝子 オーストラリア 03.01.05～06.01.14 クイーンズランド州教育省

67 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

68 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

69 江原 有輝子 オーストラリア 04.04.14～07.06.30 ニュー・サウス・ウェールズ州教育省

70 佐々木 香織 オーストラリア 04.09.07～07.04.06 シドニー日本文化センター

71 村野 節子 オーストラリア 07.04.06～07.02.10 西オーストラリア州教育省

72 岸田 理恵 オーストラリア 06.01.12～08.01.31 クイーンズランド州教育省

73 原田 明子 オーストラリア 06.01.12～08.01.31 タスマニア州教育省

74 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

75 茅本 百合子 ニュージーランド 05.04.06～08.02.10 ニュージーランド教育省

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

77 今枝 亜紀 チリ 05.01.05～08.01.19 国立サンチャゴ大学

日本語事業費



氏名 国 期間 受入団体

78 三浦 多佳史 ブラジル 03.04.08～06.03.29 サンパウロ日本文化センター

79 榛葉 久美 アイルランド 05.07.26～07.07.31 アイルランド教育省

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

81 来嶋 洋美 英国 05.02.17～08.02.28 ロンドン事務所

82 星 亨 ドイツ 03.07.24～05.07.23 ケルン日本文化会館

83 谷道 まや ドイツ 04.07.14～07.07.13 ケルン日本文化会館

84 沼崎 邦子 ドイツ 05.07.11～07.07.23 ケルン日本文化会館

85 森戸 規子 ウクライナ 05.08.15～08.06.30 キエフ国立大学

86 福島 青史 ウズベキスタン 03.07.29～06.07.12 ウズベキスタン日本人材開発センター

87 荒川 友幸 カザフスタン 04.04.15～07.04.14 カザフスタン日本人材開発センター

88 黒滝 力 キルギス 04.07.09～06.12.08 キルギス日本人材開発センター

89 柴倉 映子 チェコ 04.09.17～07.09.30 カレル大学

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

91 栗原 幸則 ハンガリー 05.07.29～07.08.10 ブダペスト事務所

92 須賀 美紀 ブルガリア 04.07.14～07.07.28 ソフィア大学

93 菅生 早千江 ポーランド 04.06.28～07.07.12 ヤギェヴォ大学

94 酒井 理恵 ルーマニア 04.03.27～07.07.20 ブカレスト大学

95 境田 徹 ロシア 03.08.19～05.07.27 モスクワ国際関係大学

96 池津 丈司 ロシア 05.07.14～08.07.26 モスクワ国立大学

97 松島 幸男 イラン 03.07.15～06.07.30 テヘラン大学

98 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

99 中堂 暁美 シリア 04.07.15～07.07.31 ダマスカス大学

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

101 横野 登代子 トルコ 06.06.04～08.09.30 土日基金文化センター

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

103 尾崎 裕子 エジプト 03.08.31～06.09.21 カイロ事務所

104 山門 健二 エジプト 05.08.15～07.07.10 アインシャムス大学

日本語事業費



氏名 国 期間 受入団体

105 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)日本語教育専門家派遣（ジュニア専門家）

1.主として中等教育レベルの日本語教師の能力向上に資するため、担当地域内で日本語教師のための勉強会の開催や、学
校訪問・巡回指導等を行なう。

2.大学等個別の機関に派遣され、当該機関の授業担当、カリキュラム編成、教材作成、現地教師への助言等を行なう。
合計額 163,314,873円

氏名 国 期間 受入団体

１ 池田 富子 韓国 02.06.03～05.07.02 在釜山総領事館

２ 澤邊 裕子 韓国 02.06.10～05.07.09 ソウル日本文化センター

３ 長山 由美子 中国 03.07.11～05.07.21 吉林省教育学院

４ 鳴海 佳恵 中国 04.07.20～06.07.19 遼寧教育学院

５ 吉田 佳未 中国 05.08.04～08.08.03 北京日本文化センター

６ 藤島 夕紀代 インドネシア 02.06.15～05.06.30 インドネシア中等教育機関

７ 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

８ 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

９ 平岩 桂子 インドネシア 04.06.11～07.06.30 インドネシア中等教育機関

10 増井 優子 インドネシア 04.06.11～06.06.30 インドネシア中等教育機関

11 吉田 好美 インドネシア 04.06.11～06.06.30 インドネシア中等教育機関

12 小原 亜紀子 インドネシア 05.06.13～07.06.30 インドネシア中等教育機関

13 栗原 明美 インドネシア 05.06.13～08.06.30 インドネシア中等教育機関

14 斎藤 真美 インドネシア 05.06.13～08.06.30 インドネシア中等教育機関

15 伊東 忠洋 タイ 03.04.25～06.04.24 タイ中等教育機関

16 伊藤 愛子 タイ 04.04.15～07.04.14 タイ中等教育機関

17 吉川 景子 タイ 05.04.10～07.04.24 タイ中等教育機関

18 鈴木 由美子 タイ 05.05.02～07.05.01 タイ中等教育機関

19 大舩 ちさと ベトナム 04.04.02～06.04.01 ベトナム中等教育機関

20 黒田 朋斎 ベトナム 05.04.02～07.08.31 ベトナム中等教育機関

日本語事業費



氏名 国 期間 受入団体

21 平岩 ゆか ラオス 04.09.01～07.08.31 国立ラオス大学

22 田中 真寿美 英国 05.04.14～07.04.14 ロンドン事務所

23 立間 智子 アゼルバイジャン 05.08.16～06.06.30 バクー国立大学

24 石田英明 ウクライナ 05.08.16～06.06.30 キエフ国立言語大学

25 大島 智美 カザフスタン 05.08.16～06.06.30 アル・ファラビ名称カザフ民族大学

26 飯野 令子 ハンガリー 05.06.08～08.06.30 ブダペスト事務所

27 星野 智子 ベラルーシ 05.08.16～06.06.30 ベラルーシ国立大学、ミンスク国立言語大学

28 若林 一弘 ロシア 05.08.16～06.02.08 サハリン国立総合大学

29 原田 かおり ロシア 05.08.16～06.06.30 極東国立人文大学

30 山田 光子 ロシア 05.08.16～06.06.30 ウラジオストク極東国立大学

31 深水 豊 ロシア 05.09.01～06.06.25 ノボシビルスク国立大学

32 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

33 大和田 泰隆 サウジアラビア 05.06.06～07.06.30 キングサウド大学

34 内藤 真理子 シリア 04.08.17～07.07.31 ダマスカス大学

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

36 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 (3)日本語教育巡回セミナー

海外の日本語教師の質的向上を図るため、当該国または近隣国に派遣している日本語教育専門家等が、教授法などに関す
る教師研修を行なう。

合計額 2,000,919円

事業名 国 都市 期間 派遣者 現職

１ モンゴル巡回
セミナー

モンゴル ウラン・
バートル

05.10.08～
05.10.09

小西 広明 北京日本文化センター派遣日本語教育
専門家

２ 南アジア巡回
セミナー

インド

インド

バングラデ
シュ

コルカタ

チェンナイ

ダッカ

05.09.22～
05.09.24

05.10.01

06.03.02、
06.03.25

長谷川 理恵

畠山 理恵

平賀 達哉

ニューデリー事務所派遣日本語教育専
門家
ニューデリー事務所派遣日本語教育専
門家（南インド担当）
ニューデリー事務所派遣日本語教育専
門家

日本語事業費



事業名 国 都市 期間 派遣者 現職

３ 中南米巡回セ
ミナー

ドミニカ共和
国

コロンビア

ベネズエラ

サントトミ
ンゴ

カリ/ボゴ
タ

カラカス

05.11.04～
05.11.08

06.02.22～
06.02.26

06.03.14～
06.03.15

三浦 多佳志

吉川・一甲・真
由美・エジナ

吉川・一甲・真
由美・エジナ

サンパウロ日本文化センター派遣日本
語教育専門家
サンパウロ日本文化センター専任講師
サンパウロ日本文化センター専任講師

４ 中央アジア巡
回セミナー

ウクライナ

ウズベキスタ
ン

カザフスタン

キエフ

タシケント
/サマルカ
ンド

アルマティ

06.03.11～
06.03.12

06.02.01～
06.02.02

06.02.04～
06.02.05

池津 丈司

石田 英明

森戸 規子

池津 丈司

福島 青史

池津 丈司

荒川 友幸

モスクワ国立大学派遣日本語教育専門
家
キエフ国立言語大学派遣日本語教育専
門家
キエフ国立大学派遣日本語教育専門家
モスクワ国立大学派遣日本語教育専門
家

ウズベキスタン日本人材開発センター
派遣日本語教育専門家
モスクワ国立大学派遣日本語教育専門
家
カザフスタン日本人材開発センター派
遣日本語教育専門家

５ ルーマニア巡
回セミナー

ルーマニア ブカレスト 05.11.19～
06.11.20

栗原 幸則 ブダペスト事務所派遣日本語教育専門
家

２．日本語派遣・助成費 (4)アジア青年文化奨学金（予備教育）（ＡＣ）

アジア各国の文化振興支援の一環として、アジア域内の将来を担う人材育成を支援するため、日本の大学院へ留学するア
ジア10カ国の大学卒業者を対象に大学院留学前予備教育事業を行なう。

合計額 68,130,171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

２
２
１
２
２
１
２
２
２
２

05.04.01～06.03.31

日本語事業費



２．日本語派遣・助成費 (5)日本語教育学会助成

日本語教育学会が実施する教育研修事業、海外における日本語教育事情に関する調査研究、国内外における日本語教育事
情に関する情報の提供、および情報交流の促進に資する事業の実施経費の一部を助成する。

合計額 24,452,000円

機関 国 期間 事業内容

１ 社団法人日本語
教育学会

日本 05.04.01～
06.03.31

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

２．日本語派遣・助成費 (6)日本語教育機関支援（専任講師給与助成）

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 37,788,886円

国 機関

１ タイ コンケイン大学

２ オーストラリア 南オーストラリア大学

３ 米国 ウィスコンシン大学オークレア校

４ 米国 フロリダ国際大学

５ 米国 シンシナティ大学

６ ブラジル リオデジャネイロ州立大学

７ アイスランド アイスランド大学

８ ウズベキスタン タシケント国立東洋大学

９ ウズベキスタン タシケント国立東洋学大学（16年度繰り越し分）

10 クロアチア ザグレブ大学

11 クロアチア ザグレブ大学哲学部（16年度繰越分）

12 スロベニア リュブリャーナ大学文学部

13 イスラエル ハイファ大学

14 サウジアラビア キングサウド大学言語翻訳学部日本語専攻

15 シリア ダマスカス大学

日本語事業費



２．日本語派遣・助成費 (7)日本語教育機関支援（現地講師謝金助成）

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、
講師スタッフの謝金の一部を助成する。

合計額 14,675,637円

国 機関

１ 韓国 社団法人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 カンボジア 一二三日本語教室

５ ベトナム フエ師範大学

６ マレーシア マラヤ大学日本留学予備教育課程

７ インド 日本語センター・ニューデリー

８ インド オリッサ・コンピューターアプリケーションセンター

９ パキスタン パキスタン・日本文化協会（シンド）

10 バングラデシュ ダッカ日本語教室

11 バングラデシュ ダッカ大学現代言語研究所

12 カナダ アルバータ州教育省

13 米国 マレー州立大学

14 キューバ 国立芸術学院

15 コスタリカ 日本・コスタリカ文化友好協会

16 メキシコ 日墨文化学院

17 パラグアイ 日本パラグアイ学院

18 ブラジル エスコーラ・ニッケイ

19 ブラジル 日本語普及センターポルトアレグレ校

20 ブラジル リオデジャネイロ日伯文化協会

21 ボリビア ラパス日本人会日本語普及学校

22 英国 ウォーウイック大学

23 ポルトガル コインブラ大学（H16年度の繰越)

24 ポルトガル コインブラ大学（H17年度分)

日本語事業費



国 機関

25 ウクライナ イヴァンフランコ記念リヴィヴ国立大学

26 ウクライナ タラス・シエフチェンコ記念キエフ国立大学

27 ウクライナ ウクライナ国立工科大学/キエフ工科大学

28 エストニア エストニア人文大学

29 ブルガリア ソフィア第18高校

30 ポーランド ヤギェウォ大学東洋語学研究所日本・中国語学科

31 ラトビア リーガ文化高等学校

32 ラトビア ラトヴィア大学現代言語学部東洋学科

33 イエメン イエメン・日本友好協会

34 オマーン オマーン日本友好協会

35 エジプト エジプト日本語教育振興会

36 エジプト アイン・シャムス大学外国語学部

２．日本語派遣・助成費 (8)日本語教育プロジェクト支援（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 10,313,477円

大会名 国 機関 期間

１ 第14回日本語弁論大会 韓国 済州道韓日親善協会 05.07.15

２ 第7回全国高校生日本語力競試
大会

韓国 社団法人韓日協会 05.08.19

３ 第１回延辺州日本語スピーチコ
ンテスト

中国 延辺大学 05.07.09

４ 第30回2005年度香港日本語弁論
大会

中国 香港日本文化協会 05.10.29

５ 第9回マカオ日本語スピーチコ
ンテスト

中国 マカオ大学 06.03.25

６ 第4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 05.11.19

７ 第12回スラウェシ地区日本語弁
論大会

インドネシア ハサヌディン大学 05.05.28

日本語事業費



大会名 国 機関 期間

８ 第22回日本語弁論大会 インドネシア 北スマトラ大学 05.05.28

９ 第9回日本語スピーチコンテス
ト

カンボジア 国立経営大学 06.01.30

10 第37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 05.07.10

11 第32回タイ国日本語弁論大会 タイ タイ国元日本留学生協会
（OJSAT）

05.09.04

12 第4回セブ日本語弁論大会 フィリピン セブ日本人会 06.01.28

13 第19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

05.08.28

14 第11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 05.11.06

15 第26回日本語弁論大会 マレーシア ペナン日本語協会 05.08.13

16 第19回日本語弁論大会 マレーシア ペラ馬日友好協会 05.08.20

17 第11回日本語スピーチコンテス
ト

ミャンマー マンダレー外国語大学 05.07.01

18 第3回日本語スピーチ大会 ラオス ラオス日本人材開発センター 06.03.18

19 第18回東インド日本語弁論大会 インド 印日福祉文化協会 05.10.01

20 第18回北部地区日本語弁論大会 インド 文部省留学生協会（北部） 05.11.01

21 第18回西インド地区日本語弁論
大会

インド プネ印日協会 06.02.18

22 日本語弁論大会 インド 印日商工会議所 06.02.25

23 第18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 06.03.25

24 第24回日本語弁論大会 ネパール ネパール日本語教師協会 06.02.22

25 第21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）

06.02.25

26 第30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 06.03.24

27 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 05.08.01

28 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 05.08.08

29 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 05.08.27

日本語事業費



大会名 国 機関 期間

30 第34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

05.08.27

31 第13回北部準州日本語弁論大会 オーストラリア 北部準州語学教師会 05.09.03

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

05.09.10

33 第36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 05.09.10

34 第36回西豪州日本語弁論大会 オーストラリア 西オーストラリア大学 05.09.11

35 第13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 05.08.19

36 2005年オークランド地域日本語
弁論大会

ニュージーランド ユニテック工科大学 05.08.27

37 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

05.11.25

38 第18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

06.03.03

39 第17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

06.03.04

40 第24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

06.03.11

41 第15回アルバータ地区日本語弁
論大会

カナダ アルバータ地区日本語弁論大会
実行委員会

06.03.11

42 第18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

06.03.11

43 第17回ケベック州日本語弁論大
会

カナダ モントリオール大学 06.03.14

44 第8回アトランティック・カナ
ダ日本語弁論大会

カナダ ニュー・ブランズウィック大学 06.03.18～06.03.19

45 第17回全カナダ日本語弁論大会 カナダ ヨーク大学 06.04.02

46 第22回日本語スピーチ＆スキッ
トコンテスト

米国 兵庫文化交流センター 05.04.01

47 ハワイ日系人連合協会日本語は
なし方大会

米国 ハワイ日系人連合協会 05.04.16

48 第16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 05.04.17

日本語事業費



大会名 国 機関 期間

49 第17回テキサス州日本語弁論大
会

米国 テキサス州日米協会 05.10.29

50 第19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

05.11.12

51 第32回成人日本語弁論大会 米国 北加日本協会 05.11.13

52 第2回日本語弁論大会 米国 南ネバダ日本語教師会 05.11.19

53 歌とドラマによる競技会および
ジャパンボール

米国 グアム日本語教師会 05.12.04

54 第24回全ユタ州大学弁論大会 米国 ブリガム・ヤング大学 06.02.05

55 第2回CAJLTランゲージキャン
プ2006年

米国 カリフォルニア日本語教師会 06.02.12

56 2006年日本語弁論大会および
ジャパン・ボール

米国 ジョージア州日米協会 06.02.25

57 第9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

06.02.25

58 第3回アラスカ全州日本語発表
会

米国 アラスカ日本語教師会 06.03.04

59 2006年セントラル・オハイオ日
本語弁論大会

米国 セントラル・オハイオ日米協会 06.03.05

60 第5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 06.04.22

61 第3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 05.09.03

62 第10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 05.06.01

63 第5回日本語弁論大会 コスタリカ 青年のための公共政策審議会 05.07.29

64 第10回日本語弁論大会 ニカラグア 中米大学 05.10.01

65 第2回日本語弁論大会 ホンジュラス 帰国留学生の会 06.03.31

66 第22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 05.05.29

67 第13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 05.10.02

68 第15回日本語弁論大会 ウルグアイ 在ウルグァイ日本人会 05.10.15

69 第3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 05.09.24

日本語事業費



大会名 国 機関 期間

70 第15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

05.10.15

71 第24回日本語弁論大会 チリ 日智文化協会 05.11.04

72 第17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 05.08.27

73 第26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 05.10.01

74 第４回東北伯スピーチコンテス
ト

ブラジル リオグランデ・ド・ノルテ教育
技術連邦センター

05.10.08

75 第11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会 05.10.16

76 第24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 05.10.16

77 第24回日本語弁論大会 ブラジル リオグランデ・ド・スールカト
リック大学

05.10.22

78 第27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 05.10.29

79 第7回全国日本語朗読弁論大会 ペルー ペルー日系人協会 05.11.20

80 第2回日本語スピーチコンテス
ト

アイスランド アイスランド大学 05.05.16

81 第4回アイルランド日本語弁論
大会

アイルランド アイルランド日本語教師協会 06.03.11

82 第25回日本語弁論大会 ギリシャ 日本文化研究会 05.04.16

83 第14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 05.05.07

84 第17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 06.01.13

85 第21回日本語で語る会 フィンランド フィンランド・日本語日本文化
教師会

06.03.25

86 第4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 05.10.08

87 第10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 05.10.01

88 第14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

06.03.06

日本語事業費



大会名 国 機関 期間

89 第8回カザフスタン日本語弁論
大会

カザフスタン アブライハン名称カザフ国際関
係および外国語大学

06.03.11

90 第9回中央アジア日本語弁論大
会

キルギス キルギス日本語教師会 05.05.14

91 第１回日本語のスピーチ・コン
テスト

セルビア・モンテネグロ 語学専門高等学校 05.11.02

92 第30回日本語弁論大会 チェコ チェコ・日本友好協会 06.03.11

93 第13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 05.11.12

94 第11回日本語弁論大会 ブルガリア キリル・メトディ国際基金 05.04.16

95 第4回ベラルーシ日本語弁論大
会

ベラルーシ ベラルーシ日本語教師会 05.09.27

96 第１回モルドバ共和国日本語ス
ピーチコンテスト

モルドバ モルドバ日本交流財団 05.12.10

97 第5回大学生日本語弁論大会 ラトビア ラトビア大学 06.03.15

98 第10回日本語スピーチコンテス
ト

ルーマニア ルーマニア日本語教師会 06.03.18

99 2005年モスクワ日本語スピーチ
コンテスト

ロシア モスクワ日本語教師会 05.05.14

100 第10回ロシア極東・東シベリア
日本語弁論大会および第9回教
育セミナー

ロシア サハリン国立総合大学 05.10.12

101 第18回全CIS学生日本語弁論大
会

ロシア CIS日本語教師会 05.11.12

102 第3回日本語弁論大会 イエメン イエメン・日本友好協会 05.12.15

103 第8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 05.11.30

104 第14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

05.12.11

105 第15回イスタンブール日本語弁
論大会

トルコ イスタンブール日本語弁論大会
実行委員会

06.03.11

106 第9回日本語スピーチコンテス
ト

ヨルダン ヨルダン大学 06.03.11

107 第７回モロッコ日本語弁論大会 モロッコ モロッコ日本語教師連絡会 06.02.18

日本語事業費



大会名 国 機関 期間

108 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 05.08.01

２．日本語派遣・助成費 (9)日本語教育プロジェクト支援（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 15,774,532円

機関 国 期間 事業内容

１ 大学日語教学研
究会

中国 05.08.19～
05.08.21

大学日本語教学研究会第3回大会

２ インドネシア日
本語教育学会ス
マトラ支部

インドネシア 05.08.27～
06.01.28

インドネシア日本語教育学会スマトラ支部日本語教育セミナーと研
修報告会

３ パジャジャラン
大学日本語研究
センター

インドネシア 05.09.08～
05.09.09

インドネシアの日本語教育の今後の課題

４ シンガポール日
本語教師の会

シンガポール 05.08.18～
05.08.19

シンガポール日本語教師の会主催日本語教育セミナー

５ 財団法人泰日経
済技術振興協会
付属日本語学校

タイ 05.10.22～
05.10.23

TPA Teacher's Seminar "Japanese language Standard Teaching
Method"

６ 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

05.09.23～
05.09.27

ニュージーランド日本語教師ネットワークプロジェクト2005

７ カナダ日本語教
育振興会

カナダ 05.08.19～
05.08.21

カナダ日本語教育振興会2005年度年次大会

８ アルバータ州教
育省

カナダ 05.09.29～
05.09.29

西部カナダから北部カナダにおよぶ日本語教育ネットワーク・サ
ポート

９ 米国日本語教師
会連盟

米国 06.02.10～
06.02.12

日本語集中レッスン受講学生に関するネットワーク会議－高校、大
学、実社会を連携するために－

10 メキシコ日本語
教師会

メキシコ 06.03.10～
06.03.12

メキシコ日本語教育ネットワーク形成

11 日伯文化連盟 ブラジル 05.09.29～
05.09.30

ブラジル日本語教育国際シンポジウム「多様な背景を持つ学習者へ
の対応を考える」

12 ブラジル日本語
センター

ブラジル 06.03.09～
06.03.11

ブラジル日本語教師代表者研修会

日本語事業費



機関 国 期間 事業内容

13 イタリア日本語
教育協会

イタリア 06.03.18～
06.03.19

イタリア日本語教育協会教師研修会

14 英国日本語教育
学会

英国 05.09.02～
05.09.03

第8回BATJ発表会

15 スイス日本語教
師の会

スイス 06.03.18～
06.03.19

第12回日本語教育セミナー

16 バルセロナ日本
語教師会

スペイン 05.10.23 2005年スペイン日本語教師研修会

17 デュイスブル
グ・エッセン大
学

ドイツ 05.09.28～
05.09.30

国際化時代の欧州における日本語教育について

18 ドイツ語圏中等
教育日本語教師
会

ドイツ 05.10.15～
05.10.17

第17回ドイツ語圏中等教育日本語教師研修会

19 ドイツ語圏大学
日本語教育研究
会

ドイツ 06.03.17～
06.03.19

第12回ドイツ語圏大学日本語教育研究会シンポジウム

20 ドイツ市民大学
日本語講師の会

ドイツ 06.03.24～
06.03.26

第15回全国定例研修会

21 フランス日本語
教師会

フランス 05.05.06～
05.05.07

第7回フランス日本語教育シンポジウム

22 ベルギー日本語
教師会

ベルギー 05.09.09～
05.09.11

第10回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム

23 キエフ日本語教
師会

ウクライナ 06.03.01～
06.03.02

第5回ウクライナ日本語教育セミナー

24 ウズベキスタン
日本語教育セミ
ナー2005実行委
員会

ウズベキスタ
ン

05.06.23～
05.06.29

ウズベキスタン日本語教育セミナー2005

25 中東欧日本語教
師連絡会

ハンガリー 06.02.10～
06.02.12

中東欧日本語教育研修会

26 ブルガリア日本
語教師会

ブルガリア 05.09.24～
05.09.25

第2回ブルガリア日本語学・日本語教育シンポジウム

27 モスクワ大学付
属アジア・アフ
リカ諸国大学

ロシア 06.01.20～
06.01.28

モスクワ日本語教育シンポジウム

28 エルジェス大学
文理学部

トルコ 05.09.17～
05.09.18

第4回トルコ日本語教師会大会

日本語事業費



機関 国 期間 事業内容

29 中東欧日本語教
師連絡会

エジプト 05.09.03～
05.09.04

中東欧日本語教育研修会

２．日本語派遣・助成費 (10)日本語教育ＪＦボランティア（指導助手派遣）

ジャパンファウンデーション・ボランティアの１つとして、海外の日本語教育機関で、国際交流基金派遣専門家の指導・
支援を受けて日本語を教える。

合計額 29,890,153円

氏名 国 期間 受入団体

１ 山下 貴子 ベトナム 05.08.15～
06.06.30

チューヴァンアン中学校

２ 佐藤 雅子 ベトナム 05.08.22～
06.07.31

ベトナム日本人材協力センター（ホーチミン）

３ 横山 直子 ベトナム 05.08.22～
06.07.31

ベトナム日本人材協力センター（ハノイ）

４ 秋山 佳世 ラオス 05.09.11～
06.07.27

ラオス日本人材開発センター

５ 川村 秋子 ウズベキスタ
ン

05.08.23～
06.08.02

ウズベキスタン日本人材開発センター

６ 和栗 夏海 カザフスタン 05.08.23～
06.07.12

カザフスタン日本人材開発センター

７ 渡邊 知釈 キルギス 05.08.10～
06.07.31

キルギス日本人材開発センター

８ 黒田 類 ポーランド 05.09.14～
06.08.31

日本美術技術センター

９ 小曽戸 祥 シリア 05.08.20～
06.07.31

ダマスカス大学

日本語事業費



２．日本語派遣・助成費 (11)日本語教育ＪＦボランティア（シニア客員教授派遣）

海外の中核的日本語教育機関等で日本語講座の新規立ち上げを行なったり、当該国の日本語教育のレベルアップのための
アドバイザー業務を行なう。

合計額 5,423,616円

氏名 国 期間 受入団体 事業内容

１ 北條 淳子 フランス 05.11.14～
07.11.13

パリ日本文化会
館

カリキュラムの編成や教材作成、現地教師に対す
る教授法等の指導・助言などを行なった

日本語事業費



３．日本語能力試験費 (1)日本語能力試験実施

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した。44の国・地
域、116都市において294,787人の受験者があった。

合計額 192,714,468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

26,176
17,138
5,059
1,294
9,921

６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

中国 北京
上海
長春
大連
広州
瀋陽
天津
ハルピン
西安
重慶
済南
武漢
厦門
杭州
フフホト
洛陽
蘇州
青島
長沙
成都
南京
合肥
深圳
南昌
香港

12,911
24,930
4,457

12,191
7,006
2,692
4,525
2,156
2,611
1,001
4,459
3,670
2,611
7,669
1,282
1,603
7,222
3,758
3,506
1,090
6,871
1,904
3,845
2,452

10,482
31
32

中国（台湾） 台北
高雄

31,618
10,708

33 モンゴル ウランバートル 796
34
35
36
37
38
39
40

インドネシア ジャカルタ
バンドン
スラバヤ
メダン
ジョグジャカルタ
パダン
デンパサール

2,633
1,191

781
718
601
254
233

41 シンガポール シンガポール 3,743
42
43
44

タイ バンコク
チェンマイ
ソンクラー

8,121
1,749

463
45
46
47

フィリピン マニラ
セブ
ダバオ

1,805
276
168

48
49

ベトナム ハノイ
ホーチミン

1,440
3,808

50
51
52
53

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

1,857
350
85

184
54
55

ミャンマー ヤンゴン
マンダレー

1,764
－

56
57
58
59

インド ニューデリー
プネ
コルカタ
チェンナイ

875
1,860

208
1,209

60 スリランカ コロンボ 1,070
61 ネパール カトマンズ 1,089

国 都市 受験者数

62
63

パキスタン イスラマバード
カラチ

23
23

64 バングラデシュ ダッカ 91
65
66
67
68
69
70

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

35
169
79

299
122
73

71
72
73

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

294
69

131
74
75

カナダ バンクーバー
トロント

436
273

76
77
78
79
80
81
82
83

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D.C.
シアトル

399
282
287
66

133
387
155
158

84 メキシコ メキシコシティー 855
85 アルゼンチン ブエノスアイレス 552
86 パラグアイ アスンシオン 717
87
88
89
90
91
92
93

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
サルバドール

2,010
475
72

249
104
193
52

94 ペルー リマ 310
95 ボリビア サンタクルス －
96
97

イタリア ローマ
ミラノ

265
206

98 英国 ロンドン 632
99 ギリシャ アテネ 252
100 スイス ベルン 190
101 スペイン バルセロナ 453
102 デンマーク コペンハーゲン 44
103
104
105

ドイツ デュッセルドルフ
シュトゥットガルト
ベルリン

360
246
225

106 フィンランド ヘルシンキ 110
107 フランス パリ 936
108 ウクライナ キエフ 284
109 ウズベキスタン タシケント 353
110 カザフスタン アルマティ 164
111 ハンガリー ブダペスト 240
112 ブルガリア ソフィア 137
113 ポーランド ワルシャワ 132
114 ルーマニア ブカレスト 253
115
116

ロシア モスクワ
ウラジオストク

848
231

117 トルコ アンカラ 273
118 エジプト カイロ 231

人 数 計 294,787

※マンダレー（ミャンマー）、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。

日本語事業費



３．日本語能力試験費 (2)評価開発

試験結果を分析し、報告書を作成する。また、年少者向けインターネット試験を運営する。
合計額 34,513,243円

事業名 期間 事業内容

１ 分析評価報告書
作成

05.04.01～06.03.31 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16年度日本語能力試験 分析評
価に関する報告書』の刊行準備を行なった

２ 年少者向けイン
ターネット試験

05.04.01～06.03.31 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


	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．日本語教育情報交流
	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．日本語教育専門家派遣（専門家）
	２．日本語教育専門家派遣（ジュニア専門家）
	３．日本語教育巡回セミナー
	４．アジア青年文化奨学金（予備教育）（AC）
	５．日本語教育学会助成
	６．日本語教育機関支援（専任講師給与助成）
	７．日本語教育機関支援（現地講師謝金助成）
	８．日本語教育プロジェクト支援（弁論大会助成）
	９．日本語教育プロジェクト支援（ネットワーク形成助成）
	10．日本語教育JFボランティア（指導助手派遣）
	11．日本語教育JFボランティア（シニア客員教授派遣）

	日本語能力試験費
	１．日本語能力試験実施
	２．評価開発
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