
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

 (１) 海外日本語教育機関等調査

 (２) 日本語教育情報交流

２．日本語派遣・助成費

 (１) 受託事業（アセアン　第一期）

 (２) 受託事業（アセアン　第二期）

 (３) 日本語教育専門家派遣（専門家）

 (４) 日本語教育専門家派遣（ジュニア専門家）

 (５) 国内大学連携（派遣・助成）

 (６) 日本語教育企画連携型事業

 (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) 日本語教育専門家派遣（JFボランティア・指導助手）

３．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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日本語事業費

１．日本語企画調整費 ／ (1) 海外日本語教育機関等調査

対象国 事業内容

1 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 3年毎に実施する海外における日本語教育機関、教師、学習者等に関する一斉調
査。平成21年度は各国において調査を実施

2 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 海外の日本語教育の動向を調査

3 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 各国の日本語教育の状況（沿革／教育制度／現状／動向等）を国際交流基金ウェ
ブサイトで紹介。毎年更新

１．日本語企画調整費 ／ (2) 日本語教育情報交流

会場 事業内容

1 函館市民会館 2009.05.30 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、北海道函館市と共催。大会の模様
は後日NHK教育テレビで放映

第50回外国人による日本語弁論大会

事業名

事業名

海外日本語教育機関調査

日本語教育事情の動向調査

海外の日本語教育機関等に関する調査及び特定地域における調査等を実施し、その結果を公開する。

外国人による日本語弁論大会を実施する。

期間

期間

合計額 22,579,888 円

合計額 1,500,000 円

日本語教育国・地域別情報ウェブサイト
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日本語事業費

２．日本語派遣・助成費 ／ (1) 受託事業（アセアン　第一期）

氏名 対象国 事業内容

1 園山　智子 インドネシア 2009.01.31 ～ 2009.11.28 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

2 松村　のぞみ インドネシア 2009.02.08 ～ 2009.12.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

3 西　智美 インドネシア 2009.02.08 ～ 2009.12.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

4 尾関　優子 インドネシア 2009.02.07 ～ 2009.12.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

5 杉山　春華 インドネシア 2009.01.31 ～ 2009.11.28 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

6 戸野　雅恵 インドネシア 2009.02.07 ～ 2009.12.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

7 眞謝　絵美 インドネシア 2009.01.31 ～ 2009.11.28 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

8 小島　理恵 インドネシア 2009.02.07 ～ 2009.12.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

9 町田　佳帆梨 インドネシア 2009.02.01 ～ 2009.11.28 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

10 佐農　紀子 インドネシア 2009.01.31 ～ 2009.11.28 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

11 小池　博美 カンボジア 2008.08.27 ～ 2009.07.15 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

12 赤澤　香代子 シンガポール 2008.08.21 ～ 2009.05.31 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

13 日野　広大 フィリピン 2008.06.24 ～ 2009.04.22 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

14 三宅　絵梨 フィリピン 2008.07.12 ～ 2009.05.11 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

15 浅野目　志乃 フィリピン 2008.06.04 ～ 2009.04.03 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

フィリピン日本語教師会

サンカルロス大学

フィリピン大学ITトレーニング・セン
ター

JIA外国語大学

ディアン・ヌスワントロ大学

王立プノンペン大学

21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme）の一環として受託し、ネイティブスピーカーとして日本語教育に携わるとともに、日本文化紹介等の活動を行う若手日本語
教師を主に東南アジア諸国に派遣する。

合計額 60,043,936 円

期間受入機関

インドネシア･コンピューター大学

ウィディアタマ大学

国立リアウ大学

北スマトラ大学

ブン・ハッタ大学

シンガポール国立大学

ウダヤナ大学

ドクター・ストモ大学

ムハマディア・ドクター・ハムカ大学
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

16 米田　晃久 フィリピン 2008.06.04 ～ 2009.04.03 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

17 長谷川　有彦 フィリピン 2008.06.04 ～ 2009.04.03 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

18 工藤　聡子 ブルネイ 2009.01.11 ～ 2009.11.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

19 福岡　さやか ベトナム 2008.08.20 ～ 2009.06.13 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

20 須摩　亜由子 ベトナム 2008.08.20 ～ 2009.06.13 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

21 大滝　知里 ベトナム 2008.08.21 ～ 2009.06.13 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

22 渡辺　梓 ベトナム 2008.08.20 ～ 2009.06.13 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

23 幸森　いずみ ベトナム 2008.08.20 ～ 2009.06.13 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

24 高田　悠紀子 マレーシア 2009.01.09 ～ 2009.11.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

25 五十嵐　裕佳 マレーシア 2009.01.09 ～ 2009.11.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

26 清水　梢 マレーシア 2009.01.11 ～ 2009.11.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

27 尾堂　由美 マレーシア 2009.01.11 ～ 2009.11.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

28 永野　佑子 ラオス 2008.09.16 ～ 2009.07.15 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

29 並木　麻美子 インド 2008.06.22 ～ 2009.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

30 池田　真希子 インド 2008.06.22 ～ 2009.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

31 梶田　麻優美 インド 2008.06.22 ～ 2009.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

32 藤本　尚子 オーストラリア 2009.02.06 ～ 2009.12.07 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

受入機関

ブルネイ教育省技術教育局生涯教育課

フィリピン日本語教師会

SMS全寮制中高等学校

KTK全寮制中高等学校

SBPI全寮制中高等学校

プネ印日協会

在チェンナイ印日商工会議所

ホーチミン市教育訓練局

ハノイ市教育訓練局

トゥア・ティエン・フエ省高等師範学
校

ミンダナオ国際大学

ラオス日本人材開発センター

ウェスタン・オーストラリア州教育省

STF全寮制中高等学校

ダナン市教育訓練局

ABK-AOTS同窓会タミルナド・センター

トゥア・ティエン・フエ省教育訓練局

期間
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

33 栗原　真理江 オーストラリア 2009.02.08 ～ 2009.12.07 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

34 竹内　衣里 オーストラリア 2009.02.06 ～ 2009.12.07 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

35 永島　恭子 オーストラリア 2009.02.06 ～ 2009.12.07 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

36 内田　紋子 オーストラリア 2009.02.08 ～ 2009.12.07 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

37 中村　清夏 ニュージーランド 2009.01.19 ～ 2009.11.19 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

２．日本語派遣・助成費 ／ (2) 受託事業（アセアン　第二期）

氏名 対象国 事業内容

1 紺矢　彩織 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

2 森島　有紀 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

3 森山　史子 インドネシア 2010.01.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

4 武藤　理恵 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

5 岡田　薫 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

6 常次　亨介 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

7 飯室　智恵美 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

8 藤原　愛 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

ムハマディア・ドクター・ハムカ大学

JIA外国語大学

ウディアタマ大学
パシム・ナショナル大学

北スマトラ大学

ドクター・ストモ大学

21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme）の一環として受託し、ネイティブスピーカーとして日本語教育に携わるとともに、日本文化紹介等の活動を行う若手日本語
教師を主に東南アジア諸国に派遣する。

合計額 157,972,909 円

期間

ウダヤナ大学

受入機関

ニュー・サウス・ウェールズ州教育省

ニュー・サウス・ウェールズ州教育省

ニュー・サウス・ウェールズ州教育省

ウェスタン・オーストラリア州教育省

期間

タワ・カレッジ

ディアン･ヌスワントロ大学

受入機関

インドネシア・コンピュータ大学
パシム・ナショナル大学
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

9 里　真吾 インドネシア 2010.02.01 ～ 2010.12.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

10 米澤　千晶 カンボジア 2009.08.27 ～ 2010.07.13 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

11 井海　佳那 シンガポール 2009.05.18 ～ 2010.03.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

12 佐藤　なぎさ タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

13 三島　幸子 タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

14 國方　香苗 タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

15 酒井　優佳 タイ 2009.05.01 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

16 井元　麻美 タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

17 上林　亜有実 タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

18 村﨑　愛 タイ 2009.05.01 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

19 平　果奈 タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

20 福井　恵 タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

21 大橋　陽介 タイ 2009.05.02 ～ 2010.03.10 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

22 小倉　幸子 フィリピン 2009.06.01 ～ 2010.03.31 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

23 鈴木　麻由 フィリピン 2009.05.31 ～ 2010.03.31 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

24 中村　かおり フィリピン 2009.05.31 ～ 2010.03.31 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

25 中本　麻衣 フィリピン 2009.05.31 ～ 2010.03.31 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

トリアムウドム・スクサー南部校

カラヤニー・シタマラート校

ウィチエマントゥ校

タートパノム中等学校

ピヤマハラチャライ校

ウッタラディット・ダルニー校

ダムロンラートソンクロー校

リアウ大学

トレード・テック・インターナショナ
ル・サイエンス・インスティテュート

王立プノンペン大学

スアンクラブ・ウィタヤライ・ノンタ
ブリー校

タクファ・ウィチャプラシット校

ウィアンパパオ・ウィタヤコム

フィリピン教育省

ナンヤン・ポリテクニック

フィリピン教育省

フィリピン教育省

受入機関 期間
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

26 内山　宗志 フィリピン 2009.06.01 ～ 2010.03.31 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

27 中山　真菜 フィリピン 2009.05.31 ～ 2010.03.31 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

28 熊谷　知美 ブルネイ 2010.01.27 ～ 2010.12.08 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

29 片子澤　忍 ベトナム 2009.08.06 ～ 2010.06.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

30 柿内　良太 ベトナム 2009.08.06 ～ 2010.06.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

31 柏倉　裕美 ベトナム 2009.08.06 ～ 2010.06.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

32 足立　みか ベトナム 2009.08.06 ～ 2010.06.06 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

33 森　和代 マレーシア 2010.01.08 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

34 中嶋　りりか マレーシア 2010.01.08 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

35 小山　弥里 マレーシア 2010.01.08 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

36 古津　真弓 マレーシア 2010.01.09 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

37 北出　理恵 マレーシア 2010.01.08 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

38 浦野　萌 マレーシア 2010.01.08 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

39 三浦　真美 マレーシア 2010.01.09 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

40 秋山　彩 マレーシア 2010.01.09 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

41 岡村　恵 マレーシア 2010.01.08 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

42 池田　愛 マレーシア 2010.01.09 ～ 2010.11.20 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

SM Sultan Abdul Halim

SMS Kuala Selangor

SMS Tun Sye Sheh Shahabudin

Sekolah Dato’ Abdul Razak

SMS Sultan Mahmud

トゥア・ティエン・フエ省教育訓練局

ハノイ市教育訓練局

フィリピン教育省

ミンダナオ国際大学

SMK Tinggi Perempuan Melaka

ブルネイ教育省生涯教育課

SMK Raja Chulan

SMS Tuanku Syed Putra

ダナン市教育訓練局

ホーチミン市教育訓練局

Sekolah Sultan Alam Shah

期間受入機関

SMS Tengku Muhammad Faris Petra
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氏名 対象国 事業内容

43 本行　沙織 ミャンマー 2010.01.11 ～ 2010.12.03 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

44 船本　日佳里 ラオス 2009.09.01 ～ 2010.07.22 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

45 近江　麻稚子 ラオス 2009.08.06 ～ 2010.07.02 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

46 田中　江梨子 インド 2009.06.21 ～ 2010.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

47 川﨑　陽子 インド 2009.06.21 ～ 2010.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

48 林　芳恵 インド 2009.06.21 ～ 2010.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

49 山岡　友喜子 インド 2009.06.21 ～ 2010.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

50 樋口　佳希 インド 2009.06.21 ～ 2010.04.21 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

51 初見　絵里花 オーストラリア 2010.01.19 ～ 2010.12.15 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

52 大山　大樹 オーストラリア 2010.01.19 ～ 2010.12.19 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

53 岡田　恵 オーストラリア 2010.01.19 ～ 2010.12.15 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

54 三木　麻里名 オーストラリア 2010.01.19 ～ 2010.12.19 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

55 今江　久美子 オーストラリア 2010.01.19 ～ 2010.12.19 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

56 楠生　紀子 オーストラリア 2010.01.19 ～ 2010.12.19 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

57 川口　純子 ニュージーランド 2010.01.19 ～ 2010.12.19 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

58 黒岩　朋子 ニュージーランド 2010.01.19 ～ 2010.12.19 受入機関での日本語教育の活性化、現地青少年の対日理解促進
及び相互理解促進

Marian College
Rangi Ruru Girls School

Rangitoto College

Adelaide High School
Grange Primary School

Rosny College

Nightcliff Middle School

在チェンナイ商工会議所

プネ印日協会

Bluebells School International

ティラク・マハラシュトラ大学

ABK-AOTS Dosokai Nihongo Gakko

Leeming Senior High School
Willetton Senior High School

ラオス国立大学文学部日本語学科

ラオス日本人材開発センター

ミャンマー元留学生協会

受入機関 期間

Murray Farm Public School

Chatham Primary
Koonung Secondary College
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日本語事業費

２．日本語派遣・助成費 ／ (3) 日本語教育専門家派遣（専門家）

氏名 対象国 事業内容

1 長田　佳奈子 韓国 2006.06.21 ～ 2009.06.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

2 北村　武士 韓国 2007.03.16 ～ 2010.03.15 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

3 小川　靖子 韓国 2008.08.21 ～ 2011.08.20 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

4 小西　広明 韓国 2010.03.07 ～ 2012.03.06 任国の国際交流基金海外拠点において、任国あるいはその地域の
教師研修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティン
グ、教師間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

5 王　崇梁 中国 2008.05.10 ～ 2011.05.09 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

6 木山　登茂子 中国 2009.06.10 ～ 2012.06.09 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

7 金　秀芝 中国 2007.06.22 ～ 2009.06.21 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

8 藤島　夕紀代 モンゴル 2008.04.01 ～ 2012.01.21 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

9 山本　晃彦 インドネシア 2006.08.03 ～ 2010.08.07 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

10 久松　美立 インドネシア 2007.07.09 ～ 2010.07.08 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

香港日本語教育研究会

北京日本文化センター

ソウル日本文化センター

モンゴル日本人材開発センター

ガジャマダ大学

インドネシア教育大学

香港日本語教育研究会

ソウル日本文化センター

各国の日本語教育の現地化と自立化の促進を目的として、以下の支援を実施するために、各国の基金海外拠点・中核的機関等に日本語教育専門家を派遣する。
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・指導などを行う。
2.現地日本語教育機関の授業を実際に担当するほか、現地人教師への助言・指導、カリキュラム編成や教材作成などについて支援を行う。

合計額 746,723,259 円

期間受入機関

ソウル日本文化センター

ソウル日本文化センター
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

11 飯尾　幸司 インドネシア 2006.06.14 ～ 2009.06.30 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

12 山下　美紀 インドネシア 2007.07.09 ～ 2010.07.08 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

13 吉田　裕子 インドネシア 2006.06.22 ～ 2009.06.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

14 木谷　直之 インドネシア 2007.09.15 ～ 2010.09.14 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

15 久松　美立 インドネシア 2007.07.09 ～ 2010.07.08 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

16 小松　知子 インドネシア 2009.07.22 ～ 2011.07.21 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

17 上野　栄三 カンボジア 2008.08.07 ～ 2010.08.06 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

18 片桐　準二 カンボジア 2009.09.21 ～ 2010.08.20 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

19 石田　英明 カンボジア 2009.04.20 ～ 2011.04.19 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

20 西野　藍 タイ 2008.04.28 ～ 2010.04.27 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

21 松原　潤 タイ 2006.09.22 ～ 2009.09.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

22 儀満　敏彦 タイ 2007.05.02 ～ 2009.05.23 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

王立プノンペン大学

バンコク日本文化センター

コンケン大学

スマラン国立大学

西ジャワ（インドネシア教育大）

国立スラバヤ大学

北スマトラ大学

王立プノンペン大学

カンボジア日本人材開発センター

ジャカルタ日本文化センター

バンコク日本文化センター

ジャカルタ日本文化センター

受入機関 期間
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氏名 対象国 事業内容

23 三浦　多佳史 タイ 2009.05.15 ～ 2012.05.14 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

24 渋谷　実希 タイ 2009.09.22 ～ 2012.09.21 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

25 新見　康之 フィリピン 2008.05.14 ～ 2011.05.13 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

26 大舩　ちさと フィリピン 2009.11.01 ～ 2010.03.31 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

27 稲見　由紀子 ベトナム 2007.07.31 ～ 2009.07.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

28 村上　吉文 ベトナム 2008.08.07 ～ 2010.08.06 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

29 平岩　桂子 ベトナム 2008.09.23 ～ 2010.08.31 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

30 有馬　淳一 ベトナム 2009.07.22 ～ 2012.07.21 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

31 矢沢　悦子 マレーシア 2006.04.22 ～ 2009.10.21 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

32 坪山　由美子 マレーシア 2008.04.08 ～ 2011.04.15 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

33 伊藤　愛子 マレーシア 2009.10.13 ～ 2011.10.12 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

34 富岡　純 マレーシア 2007.03.18 ～ 2010.03.18 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

ベトナム中等教育機関

マラヤ大学日本留学予備教育課程

クアラルンプール日本文化センター

マニラ日本文化センター

マニラ日本文化センター

クアラルンプール日本文化センター

バンコク日本文化センター

ベトナム日本文化交流センター

バンコク日本文化センター

受入機関

ベトナム日本人材協力センター

クアラルンプール日本文化センター

ベトナム日本人材協力センター

期間
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

35 藤原　由紀子 マレーシア 2007.03.18 ～ 2010.03.18 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

36 杉山　純子 マレーシア 2007.03.18 ～ 2010.03.28 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

37 吉川　達 マレーシア 2007.03.23 ～ 2010.03.23 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

38 戸田　淑子 マレーシア 2007.03.23 ～ 2010.03.28 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

39 三宅　直子 マレーシア 2008.03.17 ～ 2010.03.01 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

40 遠藤　和歌子 マレーシア 2008.03.17 ～ 2011.03.16 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

41 金澤　菜穂 マレーシア 2008.03.17 ～ 2010.03.16 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

42 谷井　明美 マレーシア 2008.03.17 ～ 2011.03.16 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

43 矢野　優子 マレーシア 2008.03.17 ～ 2011.03.16 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

44 小林　峰子 マレーシア 2009.03.30 ～ 2011.03.29 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

45 星野　智子 マレーシア 2009.03.30 ～ 2011.03.29 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

46 三宅　直子 マレーシア 2010.03.15 ～ 2012.03.14 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

受入機関 期間
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

47 隈井　正三 マレーシア 2010.03.22 ～ 2012.03.21 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

48 原田　明子 マレーシア 2010.03.22 ～ 2012.03.21 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備部におい
て、専門家・現地講師のコーディネート、カリキュラム作成、学
生に対する日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

49 森西　志保子 ラオス 2007.07.19 ～ 2010.08.18 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

50 野村　ゆみ子 ラオス 2008.08.21 ～ 2010.08.20 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

51 柴原　智代 インド 2008.01.15 ～ 2010.01.25 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

52 和田　衣世 インド 2008.05.01 ～ 2011.04.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

53 鈴木　今日子 インド 2008.07.09 ～ 2010.07.08 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

54 田邉　知成 インド 2009.04.16 ～ 2012.04.15 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

55 青沼　国夫 スリランカ 2007.04.13 ～ 2011.04.30 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

56 松本　剛次 オーストラリア 2007.04.01 ～ 2010.04.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

57 藤光　由子 オーストラリア 2007.02.04 ～ 2010.02.10 任国の教育省において、任国あるいはその地域の教師研修、教材
作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間のネッ
トワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

58 友岡　純子 ニュージーランド 2008.01.30 ～ 2010.12.31 任国の教育省において、任国あるいはその地域の教師研修、教材
作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間のネッ
トワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

ケラニア大学

ニューデリー日本文化センター

ラオス日本人材開発センター

ラオス国立大学

シドニー日本文化センター

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

ニューデリー日本文化センター

ニューデリー日本文化センター

受入機関 期間

ニュージーランド教育省

ニューデリー日本文化センター

西オーストラリア州教育省
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氏名 対象国 事業内容

59 室屋　春光 カナダ 2006.06.19 ～ 2009.06.18 任国の教育省において、任国あるいはその地域の教師研修、教材
作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間のネッ
トワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

60 永冨　あゆみ カナダ 2009.06.07 ～ 2011.06.06 任国の教育省において、任国あるいはその地域の教師研修、教材
作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間のネッ
トワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

61 山科　健吉 メキシコ 2009.11.16 ～ 2010.03.03 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

62 林　雅子 チリ 2008.01.16 ～ 2010.01.31 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

63 池津　丈司 ブラジル 2009.10.01 ～ 2012.09.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

64 茅本　百合子 アイルランド 2008.07.28 ～ 2011.07.27 任国の教育省において、任国あるいはその地域の教師研修、教材
作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間のネッ
トワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

65 高崎　三千代 イタリア 2006.07.03 ～ 2009.07.02 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

66 室屋　春光 イタリア 2009.09.20 ～ 2011.09.19 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

67 宇田川　洋子 英国 2008.02.19 ～ 2011.02.18 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

68 岩澤　和宏 ドイツ 2007.08.05 ～ 2010.08.05 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

69 三矢　真由美 ドイツ 2008.07.13 ～ 2011.07.12 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

70 近藤　裕美子 フランス 2007.12.12 ～ 2010.12.11 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

パリ日本文化会館

メキシコ日本文化センター

ロンドン日本文化センター

ローマ日本文化会館

アイルランド教育省

アルバータ州教育省

受入機関

ローマ日本文化会館

サンチャゴ大学

サンパウロ日本文化センター

期間

アルバータ州教育省

ケルン日本文化会館

ケルン日本文化会館
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

71 大原　淳裕 ウクライナ 2008.06.29 ～ 2010.06.28 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

72 立間　智子 ウズベキスタン 2008.07.10 ～ 2010.11.30 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

73 久野　元 カザフスタン 2007.04.05 ～ 2009.04.04 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

74 山口　敏幸 カザフスタン 2009.04.21 ～ 2010.09.30 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

75 黒岩　幸子 キルギス 2010.01.24 ～ 2012.01.23 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

76 尾崎　裕子 キルギス 2007.02.07 ～ 2010.02.06 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

77 三上　京子 チェコ 2007.09.22 ～ 2010.09.21 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

78 福島　青史 ハンガリー 2007.07.31 ～ 2010.08.10 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

79 駒田　聡 ブルガリア 2007.07.19 ～ 2010.07.18 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

80 瓜生　佳代 ポーランド 2007.07.03 ～ 2010.07.02 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

81 平野　美恵子 ルーマニア 2007.07.15 ～ 2009.07.14 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

82 山口　明 ルーマニア 2009.07.03 ～ 2012.07.02 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

キルギス日本人材開発センター

カザフスタン日本人材開発センター

ウズベキスタン日本人材開発センター

ウクライナ日本センター

カザフスタン日本人材開発センター

ブダペスト日本文化センター

ブカレスト大学

ヤゲロン大学

ソフィア大学

カレル大学

ブカレスト大学

キルギス日本人材開発センター

受入機関 期間
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

83 小栗　潔 ロシア 2008.06.22 ～ 2010.06.21 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

84 近藤　正憲 イラン 2006.07.28 ～ 2009.07.30 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

85 大谷　英樹 サウジアラビア 2006.09.29 ～ 2009.07.01 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

86 渡辺　由美 シリア 2007.07.20 ～ 2010.07.19 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

87 横野　登代子 トルコ 2006.06.04 ～ 2009.09.30 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

88 松島　幸男 エジプト 2007.07.10 ～ 2010.07.09 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言等
を実施

89 山科　健吉 エジプト 2006.09.01 ～ 2009.10.04 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

90 小久保　ひろし ケニア 2008.07.18 ～ 2010.07.17 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援、アドボカシー事業等を実施

２．日本語派遣・助成費 ／ (4) 日本語教育専門家派遣（ジュニア専門家）

氏名 対象国 事業内容

1 中村　直子 韓国 2009.08.16 ～ 2011.08.15 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

ソウル日本文化センター

テヘラン大学

キング・サウード大学

ケニヤッタ大学

期間受入機関

各国の日本語教育の現地化と自立化の促進を目的として、以下の支援を実施するために、各国の基金海外拠点・中核的機関等にジュニア専門家を派遣する。
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・巡回指導などを行う。
2.大学など個別の機関にて、当該機関の授業担当、カリキュラム編成、教材作成、現地教師への助言などを行う。

合計額 158,308,702 円

モスクワ国立大学

受入機関 期間

土日基金文化センター

カイロ日本文化センター

アインシャムス大学

ダマスカス大学
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

2 齊藤　都 中国 2007.07.06 ～ 2009.07.05 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

3 佐藤　修 中国 2009.07.07 ～ 2011.07.06 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援等を実施

4 栗原　明美 インドネシア 2005.06.13 ～ 2009.06.12 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

5 工藤　聖子 インドネシア 2008.06.08 ～ 2010.06.29 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

6 岩田　敏和 インドネシア 2008.06.08 ～ 2011.06.30 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

7 吉岡　千里 インドネシア 2008.06.08 ～ 2011.06.30 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

8 秋山　佳世 インドネシア 2009.05.31 ～ 2011.06.30 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

9 三浦　雄一郎 インドネシア 2006.06.12 ～ 2009.06.30 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

10 益山　智恵 インドネシア 2009.06.21 ～ 2011.06.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援等を実施

11 太原　ゆか タイ 2008.04.16 ～ 2010.04.30 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

12 内田　陽子 タイ 2007.04.17 ～ 2010.04.30 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

13 松井　玲子 タイ 2008.04.03 ～ 2011.04.30 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援等を実施

ジャカルタ日本文化センター

インドネシア中等教育機関

ジャカルタ日本文化センター

北京日本文化センター

インドネシア中等教育機関

インドネシア中等教育機関

インドネシア中等教育機関

タイ中等教育機関

バンコク日本文化センター

タイ中等教育機関

阜新県進修学校

阜新市進修学校

遼寧省基礎教育教研培訓中心

インドネシア中等教育機関

受入機関 期間
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

14 和栗　夏海 フィリピン 2007.05.01 ～ 2010.06.17 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援等を実施

15 伊藤　愛子 ベトナム 2007.06.02 ～ 2009.08.23 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

16 横山　直子 ベトナム 2009.08.15 ～ 2012.08.14 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

17 伊藤　聡子 ベトナム 2007.08.25 ～ 2010.08.24 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

18 レイン　幸代 マレーシア 2007.05.12 ～ 2009.08.31 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援等を実施

19 久木元　恵 マレーシア 2009.08.23 ～ 2012.08.22 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援等を実施

20 尾沼　玄也 マレーシア 2010.03.22 ～ 2012.03.21 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備教育部の
学生に対する、日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

21 中村　聖子 マレーシア 2010.03.22 ～ 2012.03.21 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備教育部の
学生に対する、日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

22 野口　真早季 マレーシア 2010.03.22 ～ 2012.03.21 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備教育部の
学生に対する、日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

23 石綿　由美子 マレーシア 2010.03.22 ～ 2012.03.21 マレーシア政府がマラヤ大学に設置したマラヤ大学予備教育部の
学生に対する、日本の大学進学に必要な日本語能力の養成

24 チャンタボン　令 ラオス 2007.08.20 ～ 2010.08.19 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言な
ど

25 信岡　麻理 オーストラリア 2008.11.01 ～ 2011.10.31 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

26 森　文枝 オーストラリア 2010.03.29 ～ 2013.03.28 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

27 渡邊　知釈 アゼルバイジャン 2007.06.20 ～ 2009.06.19 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

ベトナム中等教育機関

マニラ日本文化センター

バクー国立大学

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

マラヤ大学日本留学予備教育課程

ラオス国立大学

ベトナム中等教育機関

シドニー日本文化センター

レークイドン中学校

クアラルンプール日本文化センター

クアラルンプール日本文化センター

受入機関 期間

シドニー日本文化センター

マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

28 森　勇樹 アゼルバイジャン 2009.06.05 ～ 2012.06.05 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

29 三森　優 ウクライナ 2008.06.19 ～ 2011.06.18 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

30 鈴木　恵理 カザフスタン 2008.06.19 ～ 2010.06.30 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

31 柳坪　幸佳 ハンガリー 2008.06.19 ～ 2011.06.18 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、
担当地域内において日本語教師のための勉強会の開催や学校訪
問、巡回指導等を実施

32 渡辺　裕美 ベラルーシ 2008.06.19 ～ 2010.06.26 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

33 坂本　裕子 ロシア 2006.08.20 ～ 2009.08.19 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

34 安河内　貴子 ロシア 2008.06.19 ～ 2010.12.31 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

35 渡邊　康二 ロシア 2008.06.21 ～ 2010.06.30 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

36 猪狩　英美 ロシア 2006.06.14 ～ 2009.06.13 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

37 山口　紀子 ロシア 2009.08.22 ～ 2012.8.21 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

38 水谷　梢太 サウジアラビア 2009.06.19 ～ 2012.06.18 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

39 斎藤　誠 シリア 2007.08.20 ～ 2010.08.19 立ち上げ期にある機関における、カリキュラム編成や教材開発、
日本語の授業の担当や現地教師に対する教授法等の指導・助言な
ど

40 村木　佳子 トルコ 2009.09.19 ～ 2012.09.18 任国の拠点機関において、任国あるいはその地域の教師研修、教
材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師間の
ネットワーキング支援等を実施

41 森田　衛 エジプト 2006.08.21 ～ 2009.06.30 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

42 愛木　佳代 エジプト 2009.08.15 ～ 2012.06.30 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

43 櫻井　勇介 エジプト 2008.08.20 ～ 2010.06.30 派遣先大学での日本語講座の担当ほか、カリキュラム、教材作成
に関する助言、現地教師育成

ベラルーシ国立大学

ダマスカス大学

キングサウド大学

ブダペスト日本文化センター

サハリン国立総合付属経済東洋語大学

アインシャムス大学

極東国立人文大学

カイロ大学文学部日本語日本文学科

キエフ国立大学／キエフ言語大学

土日基金文化センター

アインシャムス大学

カザフ民族大学

バクー国立大学

受入機関 期間

ウラジオストク極東国立総合大学

ノボシビルスク国立大学

ノボシビルスク国立大学
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日本語事業費

氏名 対象国 事業内容

44 佐藤　五郎 エジプト 2009.09.25 ～ 2012.09.24 任国の基金海外拠点において、任国あるいはその地域の教師研
修、教材作成・日本語教授法等に関するコンサルティング、教師
間のネットワーキング支援等を実施

２．日本語派遣・助成費 ／ (5) 国内大学連携（派遣・助成）

助成対象機関 対象国 事業内容

1 愛知教育大学 タイ 2009.08.05 ～ 2009.09.09 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

2 桜美林大学 タイ

ニュージーランド

2010.02.04 ～ 2010.03.27 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

3 大阪樟蔭女子大学 ニュージーランド 2010.02.20 ～ 2010.04.03 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

4 大阪大学 シンガポール

タイ

ドイツ

2009.10.01 ～ 2010.10.01 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

5 学習院大学 タイ

オーストラリア

2010.02.03 ～ 2010.04.03 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

6 関西外国語大学 中国 2009.08.28 ～ 2010.07.20 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

上海外国語大学

天津外国語学院

天津理工大学

北京語言大学

北方工業大学

日本語教員養成課程を持つ大学等の国内教育機関と協力し、海外の日本語教育機関へ日本語教育実習生（インターン）を派遣する。

合計額 57,273,391 円

期間

シンガポール・ニーアン・ポリテク
ニック

チェンマイ大学人文学部日本語学科

デュッセルドルフ大学人文学部

スラタニ・ラジャバット大学

チェンライ・ラジャバット大学

カイロ日本文化センター

スィパトゥム大学

ニュー・サウス・ウエールズ大学

受入機関 期間

受入機関

オークランド大学

スィパトゥム大学

ワイカト大学
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日本語事業費

助成対象機関 対象国 事業内容

7 京都外国語大学 韓国

中国

オランダ

2009.08.27 ～ 2010.12.10 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

8 神戸松蔭女子学院
大学

インドネシア 2010.02.04 ～ 2010.03.09 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

9 神戸女子大学 ニュージーランド 2009.08.22 ～ 2009.08.31 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

10 国際基督教大学 オーストラリア 2010.03.06 ～ 2010.03.28 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

11 埼玉大学 中国 2010.02.28 ～ 2010.03.14 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

12 札幌国際大学 中国 2009.08.29 ～ 2009.09.19 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

13 山陽学園大学 韓国

オーストラリア

2009.09.04 ～ 2009.10.13 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

14 昭和女子大学 韓国

ベトナム

2009.08.30 ～ 2010.03.31 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

15 城西国際大学 中国

ノルウェー

ハンガリー

2009.09.28 ～ 2009.12.18 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

16 信州大学 韓国 2009.08.29 ～ 2009.09.27 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

仁川大学校

広東外語外貿大学東方語言文化学院
日本語科

オランダ国立南大学

北京師範大学外文学院

韓陽女子大学

西江大学校

ハノイ国家大学人文社会科学大学

大連外国語学院日本語学院

オスロ大学

ブタペスト商科大学

オークランド工科大学

吉林師範大学

期間

カトリック大学校

ヴィクトリア州教育省

柳韓大学

グリフィス大学ゴールドコースト校

ハサヌディン大学文学部日本語学科

受入機関
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日本語事業費

助成対象機関 対象国 事業内容

17 筑波大学 イタリア

フランス

スロベニア

2009.07.04 ～ 2010.03.31 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

18 東京外国語大学 中国

シンガポール

タイ

オーストラリア

ニュージーランド

イタリア

スペイン

スロベニア

ルーマニア

2009.08.09 ～ 2010.03.28 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

19 同志社女子大学 韓国

オーストラリア

2009.08.09 ～ 2010.03.21 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

20 東北学院大学 韓国

ドイツ

2009.09.06 ～ 2009.12.06 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

21 東北大学大学院
文学研究科

韓国

インドネシア

タイ

2010.01.31 ～ 2010.03.16 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

カターニア大学

リヨン第3大学

リュブリャーナ大学文学部アジア･ア
フリカ研究科

受入機関

平澤大学校

トリア大学

東北師範大学中国赴日本留学生予備学
校

上海外国語大学日本文化経済学院

香港大学日本研究科

シンガポール国立大学語学研究セン
ター

シーナカリンウィロート大学

バンコク日本文化センター

オーストラリア国立大学

ウェリントン・ヴィクトリア大学

ヴェネチア大学

マドリード自治大学

リュブリャーナ大学文学部アジア･ア
フリカ研究科

ブカレスト大学

忠南大学校

マナド国立大学言語芸術学部

サイアム大学

期間

ソウル女子大学

OKCオセアニア交流センター

ヴィクトリア州教育省
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助成対象機関 対象国 事業内容

22 日本女子大学 スロベニア 2010.01.31 ～ 2010.02.14 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

23 一橋大学 中国 2010.02.25 ～ 2010.03.14 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

24 広島大学 中国

ニュージーランド

トルコ

2010.02.28 ～ 2010.03.29 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

25 姫路獨協大学
外国語学部

韓国

中国

タイ

オーストラリア

2009.08.16 ～ 2010.06.04 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

26 文教大学 中国

オーストラリア

2010.02.25 ～ 2010.03.26 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

27 武庫川女子大学 韓国 2009.08.17 ～ 2009.08.22 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

28 桃山学院大学 ドイツ

ポーランド

2009.08.09 ～ 2011.01.23 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

29 盛岡大学 カナダ 2010.02.27 ～ 2010.03.15 日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターン
として派遣。海外の日本語学習の現場を経験させることによって
将来の若手日本語教師の育成及び大学間ネットワーク構築に寄与

カムスン大学

建国大学校師範大学

中山大学外国語学院

オークランド大学

ボアジチ大学

ハンブルク大学アジア・アフリカ研究
所日本学科

ヤギェウォ大学

韓南大学校文科大学日語日文学科

北京大学外国語学院日本言語文化学部

リュブリャーナ大学

受入機関 期間

慶南大学校師範大学

国民大学校

香港城市大学

College of Asian Scholars

西オーストラリア大学

北京大学外国語学院日本言語文化学部

シドニー大学
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２．日本語派遣・助成費 ／ (6) 日本語教育企画連携型事業

対象国 対象機関 事業内容

1 中国 香港日本語教育研
究会

2010.03.20 ～ 2010.03.21 さくら中核メンバーである香港日本語教育研究会が「学習者心理
と言語使用場面を重視した日本語教授法」をテーマとする2日間
のセミナーを開催。香港の日本語教育関係者を対象に共通の問題
意識を取り上げ、情報交換の場を作ることを目的として実施

2 タイ チュラーロンコー
ン大学

2010.03.24  さくら中核メンバーであるチュラーロンコーン大学主催のタイに
おける非母語話者教師の日本語読解能力向上のための1日セミ
ナーを開催

3 フィリピン 「タイ国さくら中
核メンバーによる
地方在住の高校日
本語教師を育てる
プロジェクト」実
行委員会

2009.11.01 ～ 2010.03.31 タイ国内6つの地方にタイさくら中核メンバーに所属する日本語
教育専門家を定期的に派遣し、地方に在住する高校日本語教師に
対し、日本語及び日本語教授法のワークショップを実施

4 フィリピン マニラ日本文化セ
ンター

2009.11.01 ～ 2010.03.31 フィリピン中等教育導入に際しての、中等教育向けのフィリピン
独自の日本語教材を作成

5 ベトナム ベトナム日本文化
交流センター

2009.03.28 ～ 2010.04.11 ベトナム全体の日本語教育の質の向上を目的とし、高校3年生用
教科書『日本語12』及び教師用指導書を制作

6 ラオス ラオス国立大学 2009.12.10 ～ 2010.03.31 ラオスにてニーズの高い、初級後半から利用できる『基礎日本語
学習辞典』をラオス語に翻訳・出版

7 オーストラリア シドニー日本文化
センター

2010.01.01 ～ 2010.03.31 オーストラリア及びニュージーランドでの初・中等教育支援を目
的とした、インターアクティブ・ホワイトボードを使った教材開
発プロジェクト

8 イタリア ロンバルディア州
ミラノ県中等教育
監理監督局

2010.02.25 ～ 2010.03.18 北部イタリア地域において、北部さくら中核メンバー主催による
日本語教師の能力向上とネットワーキングを目的としたセミナー
を実施

9 アゼルバイジャン 2009.10.15 ～ 2010.03.31 中等教育向けの日本語・日本文化紹介キットの制作及び日本語を
導入する中等教育機関への送付

10 ウクライナ キエフ国立大学 2010.03.26 ～ 2010.03.27 ウクライナ及びベラルーシの日本語教育関係者を招へいし、「旧
共産圏における日本語・日本文学研究」についてのシンポジウム
を実施

11 ブルガリア

ルーマニア

ソフィア大学

ブカレスト大学

2010.01.10 ～ 2010.03.20 ルーマニア及びブルガリアの日本語教師を対象とし、日本語会話
授業と口頭能力の向上を目的とした研修を実施

タイ非母語話者読解力向上セミナー

『基礎日本語学習辞典』ラオス語訳
制作

事業名

ベトナムの中等学校における日本語教
育試行プロジェクト

ルーマニア・ブルガリア日本語教育
研修会

香港日本語教育研究会シンポジウム

第2回ウクライナ国際公開シンポジウ
ム

北イタリア日本語教師セミナー

IWB教材開発

期間

アゼルバイジャン中等教育支援

フィリピン中等教育支援

タイ地方高校日本語教師支援

合計額 31,123,256 円

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。
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日本語事業費

対象国 対象機関 事業内容

12 東欧地域区分困難 ブダペスト日本文
化センター

2010.01.30 ～ 2010.01.31 中・東欧11カ国及びハンガリー国内の日本語教師が参加し、同地
域内、地域間の連携強化を目的に、口頭能力の評価開発、各国の
国家試験、卒業試験、各機関カリキュラムへの応用等の共通課題
の実践報告、研修を実施

13 全世界区分困難 2009.10.01 ～ 2010.03.31 中等教育向けの日本語・日本文化紹介キットVIVID JAPANを制作
し、レアリア（実物教材）としてフィリピンで日本語を導入する
中等教育機関に送付。フィリピンの他にも、中等教育での日本語
教育導入支援が行われているベトナム、オーストラリア、英国、
ハンガリーの国際交流基金海外拠点にも送付

14 全世界区分困難 社団法人日本語教
育学会

2009.04.01 ～ 2010.03.31 社団法人日本語教育学会が実施する各種研修事業及び調査研究事
業に対し助成

中等教育用日本語・日本紹介のための
レアリア教材セット作成

日本語教育学会助成

中東欧日本語教育研修会 2010

事業名 期間
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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）

1 2009.04.01 ～ 2010.03.31

2 2009.07.01 ～ 2010.06.30

3 2009.07.01 ～ 2009.12.31

4 2009.07.01 ～ 2010.06.30

5 2009.04.01 ～ 2010.03.31

6 2009.04.01 ～ 2010.03.31

7 2010.03.01 ～ 2011.02.28

8 2009.04.01 ～ 2010.04.30

9 2009.04.01 ～ 2010.03.31

10 2009.07.01 ～ 2010.06.30

11 2009.04.01 ～ 2010.03.31

12 2009.09.01 ～ 2010.05.31

13 2009.08.01 ～ 2010.07.31

14 2009.04.01 ～ 2010.03.31

15 2009.04.01 ～ 2010.03.31

16 2009.04.30 ～ 2010.03.31

17 2009.04.01 ～ 2010.03.31

18 2009.04.30 ～ 2010.03.31

19 2009.04.01 ～ 2010.03.31

20 2009.04.01 ～ 2010.03.31

21 2009.04.01 ～ 2010.03.31

22 2009.04.01 ～ 2010.03.31

23 2009.04.01 ～ 2010.03.31

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 17,542,139 円

助成対象機関 対象国 期間

ラビンドロ・バロティ大学語学文化学院 インド

AOTS同窓会ケララ インド

ラオス国立大学 ラオス

印日語学教育協会 インド

JUAAB日本語学校 バングラデシュ

パキスタン・日本文化協会（シンド）

ニューカッスル高校 オーストラリア

サンシャイン・コースト・グラマー・スクール オーストラリア

オーストラリア関係教育省（クイーンズランド州） オーストラリア

マードック大学 オーストラリア

オーシャンチャータースクール 米国

ロードアイランド日本会　語学＆文化センター 米国

ニューハイツアカデミーチャータースクール 米国

ケベック大学モントリオール校語学スクール カナダ

チリ中央日本人会 チリ

日本パラグアイ学院 パラグアイ

クリチーバ日伯文化援護協会日本語講座 ブラジル

越知日伯学園 ブラジル

バイア州立大学日本語研究センター ブラジル

ラ・ウニオン総合学校 ペルー

ラパス・ボリビア日本文化財団日本語普及学校 ボリビア

パキスタン

いちご文化協会 ペルー

日伯文化協会 ブラジル
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24 2009.04.01 ～ 2010.03.31

25 2009.09.01 ～ 2010.08.31

26 2009.04.01 ～ 2010.03.31

27 2009.09.01 ～ 2010.06.30

28 2009.09.01 ～ 2010.08.31

29 2009.09.01 ～ 2010.08.31

30 2009.04.01 ～ 2010.03.31

31 2009.04.01 ～ 2010.03.31

32 2009.09.01 ～ 2010.08.31

33 2009.04.01 ～ 2010.01.31

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）

対象国

1 韓国 2009.07.01

2 中国 2009.04.26

3 中国 2009.07.01

4 モンゴル 2009.11.20

5 インドネシア 2010.01.01

6 インドネシア 2009.04.26

7 インドネシア 2009.07.01

8 カンボジア 2010.02.21

9 シンガポール 2009.07.05

10 フィリピン 2010.01.30

モハメッド5世大学 モロッコ

エォトヴェシ・ロラーンド大学 ハンガリー

モルドバ日本交流財団 モルドバ

リーガ文化学校 ラトビア

イエメン・日本友好協会 イエメン

ベイルート・セントジョセフ大学学術交流日本センター レバノン

マンチェスター　メトロポリタン大学 英国

ミーニョ大学人文学部東洋言語文化研究所 ポルトガル

アザジ名称世界言語大学 トルクメニスタン

海外において日本語弁論大会を開催しようとする現地機関に対して、賞品等の一部を助成する。

合計額 8,715,009 円

日マ日本語学校 マダガスカル

事業名 助成対象機関 期間

第18回日本語弁論大会 済州道韓日親善協会

第15回スラウェシ地域日本語弁論大会

第6回西ジャワ市の高校の日本語スピーチコンテスト

瀋陽日本人会

香港日本文化協会

モンゴル国立科学技術大学

ハサヌディン大学文学部日本語学科

第2回日本語スピーチコンテスト

第13回瀋陽日本語弁論大会

第34回香港日本語弁論大会

第8回日本語スピーチコンテスト

第13回日本語スピーチコンテスト

第41回日本大使杯日本語スピーチコンテスト

第8回セブ日本語弁論大会

ウィディアタマ大学

ヒカリ日本語文化センター

王立プノンペン大学外国語学部

シンガポール日本文化協会

セブ日本人会

助成対象機関 対象国 期間
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対象国

11 ブルネイ 2009.08.15

12 ベトナム 2009.10.04

13 ベトナム 2009.05.10

14 ミャンマー 2009.05.30

15 ラオス 2010.03.20

16 インド 2010.01.01

17 インド 2009.11.14

18 インド 2009.11.07

19 インド 2009.04.01

20 スリランカ 2010.03.20

21 ネパール 2010.03.01

22 パキスタン 2010.02.27

23 オーストラリア 2009.08.30

24 オーストラリア 2009.05.15

25 オーストラリア 2009.08.01

26 オーストラリア 2009.08.15

27 オーストラリア 2009.07.31

28 オーストラリア 2009.09.11

29 サモア 2009.10.01

30 ニュージーランド 2009.08.22

31 ニュージーランド 2009.10.31

32 ニュージーランド 2009.07.03

33 ニュージーランド 2009.08.14

34 カナダ 2010.03.06

35 カナダ 2010.03.06

第23回ブルネイ日本語弁論大会

第1回中部日本語まつり2009

第15回ホーチミン市日本語スピーチコンテスト

事業名

第28回日本語弁論大会

第25回カラチ日本語弁論大会

第22回東インド弁論大会

日本語スピーチコンテスト

第21回西インド地区日本語弁論大会

第11回日本語スピーチコンテスト

第6回ラオス日本語スピーチ大会

日本語弁論大会2009

第9回日本語スピーチコンテスト

Southland Secondary Schools Japanese Speech Competition

「こんにちは」日本語弁論大会

2009年度日本語弁論大会

JSAオーストラリア

エム・エル・ティ・エイ・キューサンシャイン・コースト

A.C.T.日本語弁論大会

西豪州日本語弁論大会

豪日協会日本語スピーチコンペティション

第28回オンタリオ州日本語弁論大会

第21回オタワ日本語弁論大会

マッセイ大学スピーチコンテスト

2009年オークランド地域日本語弁論大会

スリランカ日本語教育協会第22回日本語弁論大会

プネ印日協会

ブルネイ教育省技術教育局生涯教育課

フエ外国語大学

ホーチミン市スピーチコンテスト実行委員会

助成対象機関

ネパール日本語教師協会

パキスタン・日本文化協会（シンド）

首都特別地域日本語教師会

西オーストラリア州日本語教師協会

タスマニア豪日協会

ミャンマー元日本留学生協会（MAJA)

ラオス国立大学

バンガロール日本語教師会

印日福祉文化協会

在チェンナイ印日商工会議所

オンタリオ州日本語弁論大会実行委員会

オタワ日本語弁論大会準備委員会

南オーストラリア州日本語教師会

サモア国立大学

サウスランド中等教育日本語教師会

カンタベリー日本語教師ネットワーク

期間

マッセイ大学言語学科東アジアプログラム

オークランド工科大学

JSA実行委員会

エム・エル・ティ・エイ・キューサンシャイ
ン・コースト
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対象国

36 カナダ 2010.03.13

37 カナダ 2010.03.06

38 カナダ 2010.03.01

39 カナダ 2010.03.01

40 カナダ 2010.03.06

41 カナダ 2010.03.28

42 エルサルバドル 2009.10.03

43 キューバ 2009.06.20

44 グアテマラ 2009.05.16

45 コスタリカ 2009.09.20

46 ニカラグア 2010.02.01

47 ホンジュラス 2009.08.01

48 メキシコ 2009.05.31

49 アルゼンチン 2009.11.08

50 ウルグアイ 2009.10.10

51 コロンビア 2009.10.10

52 チリ 2009.10.31

53 パラグアイ 2009.09.05

54 ブラジル 2009.10.03

55 ブラジル 2009.10.10

56 ブラジル 2009.10.04

57 ブラジル 2009.10.04

58 ブラジル 2009.10.27

59 ブラジル 2009.10.31

60 ブラジル 2009.10.10

第21回マニトバ日本語弁論大会

第21回全カナダ日本語弁論大会

第26回メキシコ日本語弁論大会

第17回日本語スピーチコンテスト

第12回アトランティック・カナダ日本語弁論大会

第18回アルバータ地区日本語弁論大会

第22回ブリティッシュ･コロンビア州日本語弁論大会

第21回ケベック州日本語弁論大会

第12回日本語弁論大会

第14回ハバナの日本語弁論大会

第7回エルサルバドル日本語スピーチコンテスト2009

第21回日本語スピーチコンテスト

第30回サンパウロ日本語スピーチコンテスト

第15回汎ブラジリア日本語スピーチコンテスト

第19回日本語弁論大会

第19回コロンビアカリ日本語スピーチコンテスト

第28回日本語弁論大会

第31回リオデジャネイロ弁論大会兼第15回3州地方予選

第8回東北伯日本語スピーチコンテスト　ナタール大会

第25回パラナ日本語スピーチ・コンテスト

第28回日本語弁論大会

第28回日本語お話・弁論大会

中米大学

ホンジュラス国立教育大学第3回日本語スピーチコンテスト

第12回日本語弁論大会

第9回日本語弁論大会

ヨーク大学（カナダ）

マニトバ大学アジア研究センター

メキシコ日本語教師会

社団法人在亜日本語教育連合会

高円宮日本教育・研究センター

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

ケベック大学モントリオール校　語学スクール

マウント・アリソン大学

エルサルバドル大学人文科学部言語学科

ハバナ大学外国語学部

国立サン・カルロス大学言語センター

コスタリカ日本人会

在ウルグアイ日本人会

コロンビア日系人協会付属日本語学校

弁論大会実行委員会

パラグアイ日本人会連合会

ブラジル日本語センター

ブラジリア日本語普及協会

クリチーバ日伯文化援護協会

汎アマゾニア日伯協会

日伯文化協会

リオグランデ・ドノルテ教育技術開発財団

事業名 助成対象機関 期間

リオ・グランデ・ド・スール・カトリック大学
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日本語事業費

対象国

61 ペルー 2009.11.08

62 アイスランド 2009.04.18

63 アイルランド 2010.02.20

64 ギリシャ 2009.05.16

65 スペイン 2010.01.15

66 スペイン 2009.04.25

67 フィンランド 2010.03.27

68 アゼルバイジャン 2009.10.25

69 アゼルバイジャン 2009.09.26

70 ウクライナ 2009.09.26

71 ウズベキスタン 2010.03.27

72 カザフスタン 2010.03.13

73 キルギス 2010.03.01

74 クロアチア 2009.05.08

75 タジキスタン 2009.04.03

76 ハンガリー 2009.11.01

77 ブルガリア 2009.04.11

78 ベラルーシ 2009.09.25

79 ポーランド 2010.03.01

80 モルドバ 2010.01.30

81 ラトビア 2010.03.01

82 リトアニア 2010.03.08

83 ルーマニア 2010.03.13

84 ロシア 2009.10.01

第29回日本語弁論大会

第29回全国日本語弁論大会

事業名

2010年キルギス共和国日本語弁論大会

第9回日本語発表会・スピーチコンテスト

第5回タジキスタン日本語スピーチコンテスト

第5回モルドバ日本語弁論大会

第18回ウズベキスタン日本語弁論大会

第12回カザフスタン日本語弁論大会

第8回バクー日本語弁論大会

第2回日本語スピーチコンテスト

第17回ハンガリー日本語スピーチコンテスト

第15回日本語弁論大会

第7回ベラルーシ日本語弁論大会

第14回ウクライナ日本語弁論大会

第21回スペイン人による日本語弁論大会

第18回バルセロナ日本語弁論大会

第25回日本語で語る会

第30回日本語弁論大会

第9回日本語弁論大会

第2回日本語弁論大会

第6回日本語スピーチコンテスト

第8回アイルランド日本語弁論大会

第14回ロシア極東・東シベリア日本語弁論大会、第13回ロシア極東・
東シベリア日本語教育セミナー

第14回日本語弁論大会

ペルー日系人協会

国立アイスランド大学人文学群外国語・文学・
言語学科

助成対象機関

極東国立総合大学東洋学大学

ウクライナ日本語教師会

モルドバ日本交流財団

ウズベキスタン日本語弁論大会実行委員会

カザフスタン日本語教師会

タジキスタン国立言語大学・日本語科

ハンガリー日本語教師会

キリル・メトディ国際基金

ベラルーシ日本語教師会

ポーランド日本語教師会

ラトビア日本語弁論大会実行委員会

リトアニア日本語弁論大会実行委員会

ルーマニア日本語教師会

期間

アイルランド日本語教師会

日本文化研究会

日西文化協会（TORA）

バルセロナ水曜会

フィンランド・日本語日本文化教師会

バクー国立大学

トビリシ　アジア・アフリカ大学

キルギス日本語教師会

ザグレブ大学哲学部
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日本語事業費

対象国

85 ロシア 2009.10.01

86 ロシア 2009.05.24

87 イエメン 2009.12.01

88 イスラエル 2009.05.10

89 クウェート 2009.05.10

90 シリア 2009.11.12

91 トルコ 2009.11.14

92 トルコ 2010.03.06

93 モロッコ 2010.02.28

94 ガーナ 2010.01.23

第22回CIS学生日本語弁論大会

第4回2009年モスクワスピーチコンテスト

第3回日本語スピーチコンテスト

第12回シリア日本語スピーチコンテスト

第18回アンカラ日本語弁論大会

第6回日本語スピーチコンテスト

第1回日本語スピーチコンテスト

第18回イスタンブール日本語弁論大会 イスタンブール日本語弁論大会実行委員会

第11回日本語スピーチ大会 JICAモロッコ日本語教師会

第14回日本語スピーチコンテスト ガーナJICA研修生会

モスクワ日本語教師会

イエメン・日本友好協会

ハイファ大学

クウェート大学生涯学習センター

在シリア日本語教師会

アンカラ日本語弁論大会実行委員会

CIS日本語教師会

事業名 助成対象機関 期間
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日本語事業費

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）

対象国 助成対象機関 事業内容

1 中国 大学日語教学研究会 2009.12.12 ～ 2009.12.13 新しい「大綱」についての説明、検討、及び教師相互の
交流を目的とした研究会の実施

2 中国 北京大学外国語学院日本語
言文化系

2009.10.17 ～ 2009.10.18 認知言語学が世界的に注目されている今日、認知言語学
に関心を持つ日本、中国、韓国など各国の研究者による
互いの切磋琢磨の場を提供し、認知言語学を応用して日
本語研究・日本語教育をより発展させるための学術的検
討を行い、今後の道筋を作ることを目的として実施

3 中国 香港中文大学日本研究学科 2009.06.06 中国、台湾、香港の若手日本語教育研究者（大学院生）
ネットワーク形成とその発展及びこれらの地域における
日本語教育の質的向上を目的としたワークショップの実
施

4 モンゴル モンゴル日本語教師会 2009.10.16 ～ 2009.10.17 モンゴルの日本語教師のネットワークの促進及び2008年
「日本語教育シンポジウム」の成果の発展を目的とした
シンポジウムの実施

5 インドネシア インドネシア日本語教育学
会

2010.02.10 ～ 2010.02.11 国内の日本語教育関係者に、対照言語学の方法論に関す
る知識を広め、日本語教育への応用に関する認識を深め
ること、セミナーの活動を通して、各地の教育者間の
ネットワークをより充実したものにすることを目的とし
た全国セミナーの実施

6 オーストラリア ニュー・サウス・ウェール
ズ大学言語学科

2009.07.13 ～ 2009.07.16 世界の日本研究、日本語教育、日本語研究に関わる研究
者、実践者、大学院生などが一堂に会し、日本研究と日
本語教育の壁を越えた交流、意見交換の場を提供すると
ともに、各国間の日本語教育の問題点、新企画などの共
有、相互援助体制を強化、及びオーストラリアの日本語
教育の成果、現状を世界に発信することを目的として実
施

7 カナダ カナダ日本語教育振興会 2009.08.15 ～ 2009.08.16 教師の学術的知識及び実践的スキルの向上、各教育機関
のタテ・ヨコの連携の強化、教師間のネットワーク作り
の促進、カナダにおける全国的な日本語教育の振興を目
的として実施

8 米国 全米日本語教師会 2009.11.19 ～ 2009.11.22 地方組織・教師間のネットワーク構築の促進、地方組織
の活動内容についての情報提供、地方レベルでの基盤強
化を目的に学術会議を実施。日本文化・日本語教育の成
果披露、日本語教育の強い基盤を外国語教育界に示すこ
とを目的に、展示ホールに「日本横丁」を設置

「認知言語学の拓く日本語・日本語教
育の研究と展望」国際シンポジウム

第2回中国語圏における日本語教育学
術交流ワークショップ

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、日本語教師研修会等のプロジェクト実施経費の一部を助成する。

合計額 14,947,397 円

事業名 期間

大学日語教学研究会第5回大会

全米外国語教育学会

2009年日本語教育シンポジウム

2009年度豪州日本研究大会日本語教育
国際研究大会

カナダ日本語教育振興会　2009年度年
次大会

2009年度インドネシア日本語教育学会
全国セミナー
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日本語事業費

対象国 助成対象機関 事業内容

9 米国 米国日本語教師会連盟 2009.05.30 ～ 2009.07.16 質の高いオンライン日本語講座の開発と運営を継続して
行うために、将来的にオンライン講座の運営と他の講師
に対するテクニカルサポートを提供できる日本語教師を
育成するための研修を実施

10 コスタリカ コスタリカ日本人会 2009.05.22 ～ 2009.05.24 コスタリカ及び中米地域で活動している日本語教師が一
堂に会し、当地域での日本語教師間の情報交換、ネット
ワーク構築の促進、日本語教育のレベルアップを目的と
して実施

11 メキシコ メキシコ日本語教師会 2010.02.26 ～ 2010.02.28 教師の資質向上促進と、メキシコ及び中南米における日
本語教育ネットワークの発展を目的とし、日本語総合力
をつける文法教育についてのシンポジウムを実施

12 アイルランド アイルランド日本語教師会 2009.05.09 アイルランド独自の日本語教材『日本語カンタン』の有
効な使用法を共有することを目的としたワークショップ
を実施

13 イタリア イタリア日本語教育協会 2010.03.26 ～ 2010.03.27 イタリア日本語教育協会が主催し、日本語学、日本語教
育の最新の研究成果を、研究者を交えて発表し、議論、
情報交換の場とするシンポジウムの実施

14 英国 英国日本語教育学会
（BATJ）

2009.08.28 ～ 2009.08.29 英国内の高等教育機関において日本語教育に携わってい
るBATJ会員に対し、研究発表、意見、情報交換の機会を
提供。日本語教育、言語、教育関連の専門家による講演
を通し、会員の啓蒙と専門知識の向上を目指すことを目
的として実施

15 スイス スイス日本語教師の会 2010.03.06 ～ 2010.03.07 スイス及びリヒテンシュタインの日本語教師の能力向
上、最近の日本語教育に関する情報提供、国内の日本語
教育関係者のネットワーク形成とその発展を目的とした
セミナーの実施

16 ドイツ AJE2009第14回ベルリン・
シンポジウム実行委員会

2009.09.03 ～ 2009.09.05 講演、パネル・ディスカッション、会員による研究発
表、ワークショップ、ポスター・セッションなどの活動
を通し、参加者がより多くの欧州、日本、韓国、米国な
どの日本語教育関係者とのネットワーキングに取り組
み、欧州における日本語教育の向上に寄与することを目
的として実施

17 ドイツ ドイツ語圏大学日本語教育
研究会

2010.03.05 ～ 2010.03.07 過去15年間の日本語教育の推移を踏まえ、現在直面する
問題を分析し、EU圏レベルでとらえたドイツ語圏におけ
る日本語教育の将来に備える。講師に日本語教育の原点
に関わる講義をしてもらい、会員の実践報告・研究発表
に対する示唆をうけることを目的として実施

18 ドイツ ドイツ語圏中等教育日本語
教師会(VJS)

2009.06.12 ～ 2009.06.14 ドイツの中等教育における授業の中での添削、また統合
卒業試験（Zentrabitur）もしくは卒業試験（Abitur）
の評価基準を実現するための理論と実践について議論す
ることを目的として実施

第20回ドイツ語圏中等教育日本語教師
研修会

日本語教師のためのオンライン日本語
教授ネットワーク(JOINT)構築

第1回中米日本語教育セミナー

事業名

2009年度日本語教育シンポジウム

第15回ドイツ語圏大学日本語教育研究
会シンポジウム

第14回ヨーロッパ日本語教育シンポ
ジウム

アイルランド日本語教師会ワーク
ショップ『日本語カンタン』

期間

イタリア日本語教育協会主催第4回シ
ンポジウム

第17回日本語教育セミナー

第12回BATJ大会
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日本語事業費

対象国 助成対象機関 事業内容

19 ドイツ ドイツ市民大学日本語講師
の会

2010.03.12 ～ 2010.03.14 日本から現役の日本語教育に携わる講師を招へいし、市
民大学で日本語を教えている講師の日本語教授能力レベ
ルアップを目的とした研修会の実施

20 フランス フランス日本語教師会 2009.05.29 ～ 2009.05.30 フランス国内の日本語教育関係者の教育能力向上及び
ネットワーク形成とその発展を目的とした研修会の実施

21 ウクライナ ウクライナ日本語教師会 2010.03.27 ウクライナ全土の日本語教師及び日本語教育のレベル
アップと情報交換を目的としたセミナーの実施

22 ウズベキスタン タシケント東洋学大学 2009.11.07 ～ 2009.11.08 トュルコ諸国内の日本語教育関係者のネットワーク形
成、日本語教育の専門性、スキルの向上及び日本語－
トュルコ諸語における対照研究及び教材開発の基盤形成
を目的としたセミナーの実施

23 スロベニア リュブリャーナ大学文学部 2009.09.16 ～ 2009.09.19 南東欧・西バルカン諸国地域におけるネットワーク形成
を目的に、日本語教育セミナーを実施

24 ルーマニア ルーマニア日本語教師会 2009.09.19 ～ 2009.09.20 ルーマニア国内と隣国の日本語教育関係者（教師・学
生・大学院生）のネットワーク形成とその発展、及び研
修。日本語教師のモチベーションを高めることを目的と
して実施

25 トルコ 土日基金文化センター 2009.08.27 ～ 2009.08.28 トルコ国内の日本語教育関係者が集まり会員間の情報交
換を含むネットワークの拡大を目指すと共に、日本語教
育に関する研修を目的として実施

南東欧・西バルカン日本語教育研究
国際会議

第4回ルーマニア日本語教師会日本語
教育･日本語学シンポジウム

第8回トルコ日本語教師会大会

第1回フランス日本語教師研修会

第9回ウクライナ日本語セミナー

第2回トュルコ諸語における日本語教
育セミナー

事業名 期間

第20回全国定例研修会（2010）
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日本語事業費

２．日本語派遣・助成費 ／ (10) 日本語教育専門家派遣（JFボランティア・指導助手）

氏名 対象国

1 武内　博子 インドネシア 2010.03.31 ～ 2012.04.11

2 町田　佳帆梨 インドネシア 2010.03.31 ～ 2012.04.11

3 福永　達士 ベトナム 2008.08.25 ～ 2010.08.24

4 宇住庵　真弓 ベトナム 2010.03.01 ～ 2012.04.03

5 中村　紗弥子 イタリア 2010.03.31 ～ 2012.04.15

6 村中　雅子 フランス 2008.07.09 ～ 2010.07.08

7 角田　依子 ハンガリー 2007.09.01 ～ 2009.08.31

8 宮崎　玲子 ハンガリー 2009.09.07 ～ 2010.09.06

9 中尾　有岐 ブルガリア 2008.08.16 ～ 2010.08.15

10 岩崎　かほり ポーランド 2008.09.10 ～ 2010.09.09

11 宇都宮　絵理 ルーマニア 2008.08.31 ～ 2010.08.30

12 冨永　正人 シリア 2008.08.20 ～ 2010.07.31

ブダペスト日本文化センター

ジャパンファウンデーション・ボランティアのひとつとして、日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業等を実施する日本語教育指導助手を海外の日本語教育機関に派遣する。

合計額 26,466,124 円

期間受入機関

ジャカルタ日本文化センター

ジャカルタ日本文化センター

ベトナム日本文化交流センター

ベトナム日本文化交流センター

ダマスカス大学

ローマ日本文化会館

ブカレスト大学

ソフィア大学

パリ日本文化会館

THE CENTER OF JAPANESE ART AND TECHNOLOGY "MANGGHA"

ブダペスト日本文化センター

- 179 -



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

国・地域 都市
第1回

受験者数
第2回

受験者数
国・地域 都市

第1回
受験者数

第2回
受験者数

国・地域 都市
第1回

受験者数
第2回

受験者数

1 韓国 ソウル 20,029 32,329 52 パダン － 442 103 シアトル － 341
2 釜山 12,891 20,588 53 デンパサール － 357 104 フェイエットビル － 111
3 全州 3,793 6,595 54 カンボジア プノンペン － 905 105 メキシコ メキシコシティー － 1,174
4 済州 585 997 55 シンガポール シンガポール － 5,180 106 アルゼンチン ブエノスアイレス － 731
5 仁川 8,904 14,964 56 タイ バンコク － 13,494 107 コロンビア ボゴタ － 44
6 中国 北京 9,875 15,511 57 チェンマイ － 1,941 108 パラグアイ アスンシオン － 641
7 上海 23,019 31,682 58 ソンクラー － 378 109 ブラジル サンパウロ － 2,338
8 長春 5,163 4,628 59 コンケン － 955 110 ロンドリーナ － 414
9 大連 12,412 16,377 60 フィリピン マニラ － 2,124 111 ベレーン － 91
10 広州 7,569 13,276 61 セブ　　　　　　　　　 － 557 112 リオデジャネイロ － 315
11 瀋陽 4,159 5,968 62 ダバオ　　　　　　　　 － 285 113 ポルトアレグレ － 121
12 天津 6,224 8,455 63 ブルネイ　　　 バンダルスリブガワン － 63 114 ブラジリア － 181
13 ハルピン 2,869 4,641 64 ベトナム ハノイ － 6,359 115 サルバドール － 82
14 西安 2,759 5,789 65 ホーチミン － 8,321 116 マナウス － 71
15 重慶 895 1,302 66 ダナン － 764 117 ベネズエラ カラカス － 156
16 済南 3,526 4,442 67 マレーシア クアラルンプール － 2,715 118 ペルー リマ － 341
17 武漢 4,696 6,953 68 ペナン － 597 119 アイルランド ダブリン － 92
18 厦門 1,911 4,253 69 イポー － 147 120 イタリア ローマ － 274
19 杭州 5,815 9,831 70 コタキナバル － 181 121 ミラノ － 440
20 フフホト 684 846 71 ミャンマー ヤンゴン － 2,406 122 英国 ロンドン － 809
21 洛陽 1,010 1,659 72 ラオス ビエンチャン － 115 123 ギリシャ アテネ － 320
22 蘇州 3,380 6,928 73 インド ニューデリー － 1,584 124 スイス ベルン　 － 291
23 青島 2,182 4,053 74 プネ － 1,341 125 スペイン バルセロナ － 433
24 長沙 2,632 4,365 75 コルカタ － 440 126 マドリード － 501
25 成都 1,653 2,062 76 チェンナイ － 1,736 127 デンマーク コペンハーゲン　 － 110
26 南京 6,759 9,750 77 バンガロール － 736 128 ドイツ デュッセルドルフ － 490
27 合肥 1,965 3,297 78 ムンバイ － 835 129 シュトゥットガルト － 420
28 深圳 4,178 5,104 79 スリランカ コロンボ － 1,272 130 ベルリン － 326
29 南昌 2,735 4,332 80 ネパール カトマンズ － 807 131 フィンランド ヘルシンキ － 156
30 石家庄 1,213 1,792 81 パキスタン イスラマバード － 38 132 フランス パリ － 1,238
31 太原 740 1,094 82 カラチ － 32 133 リヨン － 240
32 寧波 1,808 2,462 83 バングラデシュ ダッカ － 213 134 ウクライナ キエフ　 － 456
33 無錫 2,850 3,771 84 オーストラリア キャンベラ － 66 135 ウズベキスタン タシケント　 － 329
34 貴陽 558 1,043 85 ブリスベン － 227 136 カザフスタン アルマトイ － 153
35 ウルムチ 81 90 86 パース － 115 137 キルギス ビシュケク － 198
36 南寧 1,010 1,330 87 シドニー － 453 138 セルビア ベオグラード － 80
37 イ坊 1,750 2,417 88 メルボルン － 233 139 ハンガリー ブダペスト － 541
38 揚州 1,328 2,179 89 アデレード － 49 140 ブルガリア ソフィア － 218
39 昆明 551 822 90 ニュージーランド オークランド － 286 141 ポーランド ワルシャワ － 504
40 海口 921 1,374 91 ウェリントン － 79 142 ルーマニア ブカレスト － 407
41 延吉 － 1,792 92 クライストチャーチ － 106 143 ロシア モスクワ － 983
42 蘭州 － 705 93 カナダ バンクーバー － 421 144 ウラジオストク － 364
43 香港 3,243 14,618 94 トロント － 428 145 ノボシビルスク － 310
44 ＜台湾＞ 台北 10,524 28,918 95 エドモントン － 86 146 ハバロフスク － 205
45 高雄 3,335 10,335 96 米国 ロサンゼルス － 608 147 ユジノサハリンスク － 143
46 台中 3,186 9,184 97 シカゴ － 422 148 イルクーツク － 154
47 インドネシア ジャカルタ － 3,215 98 ニューヨーク － 355 149 サンクトペテルブルク － 290
48 バンドン － 1,658 99 ホノルル － 124 150 トルコ アンカラ － 265
49 スラバヤ － 1,041 100 アトランタ － 248 151 エジプト カイロ － 228
50 メダン － 715 101 サンフランシスコ － 497 152 ケニア ナイロビ － 110
51 ジョグジャカルタ － 783 102 ワシントンD.C. － 292 人　数　計 197,370 423,960

※台湾での実施は、財団法人交流協会が担当。 総　計
※モンゴル（ウランバートル）、ボリビア（サンラクルス及びラパス）は、現地事情により、本年度日本語能力試験新規実施見送り。

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。平成21年度は初めて一部の国・地域で7月にも試験を行ない、年2回実施となった。第１回
試験（7月）は3カ国・地域の44都市で197,370人、第2回試験（12月）は52カ国・地域、152都市において423,960人が受験。

合計額 259,948,405 円

621,330
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日本語事業費

３．日本語能力試験費 ／ (2) 評価開発

事業名 事業内容

1 分析評価報告書作成 2009.04.01 ～ 2010.03.31 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等に日本語テスト研究用
資料を提供するため、『平成19年度日本語能力試験　分析評価に関する報告書』を刊行するとと
もに、『平成20年度日本語能力試験　分析評価に関する報告書』の刊行準備を実施

2 日本語能力試験 改善に関する検討会 2009.04.01 ～ 2010.03.31 新試験について検討する委員会を開催

3 モニター試験 2009.04.01 ～ 2010.03.31 新試験の妥当性と信頼性を検証するために模擬試験を実施

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 137,127,780 円

期間
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日本語普及事業に必要な経費

附属機関日本語国際センター事業費

１．研修事業費

 (１) 指導的日本語教師の養成（日本語教育指導者）

 (２) 指導的日本語教師の養成（海外日本語教師上級研修）

 (３) 海外日本語教師研修（長期）

 (４) 海外日本語教師研修（短期）

 (５) 海外日本語教師研修（国別）

 (６) 受託研修（日本語国際センター）

 (７) 受託研修（日本語国際センター）〔アセアン〕

 (８) 受託研修（日本語国際センター）〔サーク〕

 (９) 地域交流研修（日本語国際センター）

２．制作事業費

 (１) 日本語教材・教授用等開発・普及

 (２) 日本語教材寄贈

３．制作事業費（教師研修）

 (１) 図書館運営（日本語国際センター）

- 182 -



附属機関日本語国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (1) 指導的日本語教師の養成（日本語教育指導者）

所属国 人数 事業内容

1 インド 1 2007.03.26 ～ 2010.07.31 海外の日本語教育が盛んな国、もしくは今後盛んになると見込まれる国におい
て、その国の日本語教育をリードする人材、つまり日本語教育において優れた
指導能力を有し、かつ日本の文化・社会全般に渡って知識と理解力を備えた、
指導的な日本語教育分野関連での研究者、教師及びその国の日本語教育施策の
企画と推進の中心的な担い手となる実務者を養成する。本プログラムは国際交
流基金日本語国際センター、国立国語研究所、政策研究大学院大学の3機関が
連携して運営する3年間の博士課程。ナビン・クマール・パンダ（PANDA,
Nabin Kumar：デリー大学）第4期生

2 モンゴル 1 2007.09.27 ～ 2010.09.26 海外の日本語教育が盛んな国、もしくは今後盛んになると見込まれる国におい
て、その国の日本語教育をリードする人材、つまり日本語教育において優れた
指導能力を有し、かつ日本の文化・社会全般に渡って知識と理解力を備えた、
指導的な日本語教育分野関連での研究者、教師及びその国の日本語教育施策の
企画と推進の中心的な担い手となる実務者を養成する。本プログラムは国際交
流基金日本語国際センター、国立国語研究所、政策研究大学院大学の3機関が
連携して運営する3年間の博士課程。ウラムバヤル・ツェツェグドラム
（ULAMBAYAR, Tsetsegdulam：モンゴル国立科学技術大学）第5期生

3 インドネシア 1 2008.09.25 ～ 2011.09.30 海外の日本語教育が盛んな国、もしくは今後盛んになると見込まれる国におい
て、その国の日本語教育をリードする人材、つまり日本語教育において優れた
指導能力を有し、かつ日本の文化・社会全般に渡って知識と理解力を備えた、
指導的な日本語教育分野関連での研究者、教師及びその国の日本語教育施策の
企画と推進の中心的な担い手となる実務者を養成する。本プログラムは国際交
流基金日本語国際センター、国立国語研究所、政策研究大学院大学の3機関が
連携して運営する3年間の博士課程。ナヨアン・フランキー・レイモンド
（NAJOAN, Franky Reymond：マナド国立大学）第6期生

韓国 1 2008.09.25 ～ 2009.09.18

中国 2

フィリピン 1

ベトナム 1

ペルー 1

4

日本言語文化研究プログラム
（平成18年度博士課程）

日本言語文化研究プログラム
（平成19年度博士課程）

日本語教育指導者養成プログラ
ム（平成20年度修士課程）

日本言語文化研究プログラム
（平成20年度博士課程）

事業名

海外の日本語教育機関等の現職日本語教師もしくは日本語教授経験者を対象として、1年間で博士前期課程(修士)、3年間で博士後期課程(博士)を修了するものであり、各国における
日本語教育指導者の養成を目的とする。

期間

合計額 32,756,140 円

海外の日本語教育機関等の現職日本語教師もしくは日本語教授経験者を対象と
して、1年間で博士前期課程（修士）を修了するものであり、各国における日
本語教育指導者の養成を目的とする。国際交流基金日本語国際センターが、国
立国語研究所、政策研究大学院大学の2機関と連携し、3機関の指導講師による
日本語教育における高度で実践的な学位プログラムとする。最終試験で所定の
成績に達した者に対して、政策研究大学院大学の修士号（日本語教育）を授与
する。本年度は、5カ国より6名を招へい
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附属機関日本語国際センター事業費

所属国 人数 事業内容

5 中国 1 2009.09.29 ～ 2012.09.29 海外の日本語教育が盛んな国、もしくは今後盛んになると見込まれる国におい
て、その国の日本語教育をリードする人材、つまり日本語教育において優れた
指導能力を有し、かつ日本の文化・社会全般に渡って知識と理解力を備えた、
指導的な日本語教育分野関連での研究者、教師及びその国の日本語教育施策の
企画と推進の中心的な担い手となる実務者を養成する。本プログラムは国際交
流基金日本語国際センター及び政策研究大学院大学が連携して運営する3年間
の博士課程。張勇（揚州大学）第7期生

中国 2 2009.09.24 ～ 2010.09.20

モンゴル 1

ベトナム 2

インド 1

アゼルバイジャン 1

ロシア 1

１．研修事業費 ／ (2) 指導的日本語教師の養成（海外日本語教師上級研修）

所属国 人数 事業内容

中国 3 2009.05.27 ～ 2009.07.24

シンガポール 1

マレーシア 1

インド 1

英国 1

スイス 1

6

1

事業名 期間

日本語教育指導者養成プログラ
ム（平成21年度修士課程）

日本言語文化研究プログラム
（平成21年度博士課程）

事業名

日本語教師として豊富な知識と高い能力を持つ者を対象に、教育現場での専門
的知識と実践能力の育成、及び各自のプロジェクトの遂行による教師としての
専門性の向上を目的とした集中研修を実施。6カ国から8名を招へい

海外日本語教師上級研修

日本語国際センター研修修了生の中で、より高度な専門知識、技能を求め、日本語教育実践において実現・解決したい具体的な課題を有する者を2カ月間招へいし、自立的な問題解
決能力の育成を図ることを目的とする。

期間

合計額 4,074,897 円

海外の日本語教育機関等の現職日本語教師もしくは日本語教授経験者を対象と
して、1年間で博士前期課程（修士）を修了するものであり、各国における日
本語教育指導者の養成を目的とする。政策研究大学院大学と連携し、2機関の
指導講師による日本語教育における高度で実践的な学位プログラムとする。最
終試験で所定の成績に達した者に対して、政策研究大学院大学の修士号（日本
語教育）を授与する。今年度は、6カ国より8名を招へい

- 184 -



附属機関日本語国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (3) 海外日本語教師研修（長期）

所属国 人数 事業内容

モンゴル 1 2009.09.15 ～ 2010.03.12

インドネシア 4

タイ 2

フィリピン 1

ベトナム 3

マレーシア 2

ミャンマー 1

ラオス 1

インド 3

スリランカ 2

ネパール 1

オーストラリア 1

メキシコ 1

チリ 1

パラグアイ 1

ブラジル 2

イタリア 1

ウクライナ 1

ウズベキスタン 1

カザフスタン 1

キルギス 1

タジキスタン 1

29カ国、44名の外国人若手日本語教師を6カ月間招へいし、日本語運用能力の
向上を図るとともに、教授活動、日本事情等を学習するための集中研修を実施

1 海外日本語教師長期研修

事業名

海外の中・高等教育機関等の日本語教師養成を図るため、日本語教授経験の比較的少ない教師及び日本語教師となることが既に決まっている者を6カ月間招へいし、日本語運用能力
の向上と基礎的な日本語教授法の研修を行う。

期間

合計額 56,977,364 円
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附属機関日本語国際センター事業費

所属国 人数 事業内容

ハンガリー 1

ルーマニア 1

ロシア 5

トルコ 1

エジプト 1

モロッコ 1

ケニア 1

１．研修事業費 ／ (4) 海外日本語教師研修（短期）

所属国 人数 事業内容

 インドネシア 3 2009.05.13 ～ 2009.07.03

 タイ 6

 ベトナム 1

 マレーシア 8

 スリランカ 2

 グルジア 1

事業名 期間

1 海外日本語教師短期研修
（春期）

事業名

海外の初・中・高等教育機関等の日本語教師の教授能力の向上を図るため、日本語教師を2カ月間招へいし、日本語と日本語教授法及び日本事情の集中研修を実施する。

日本語教師として2年以上の経験を持つ外国人日本語教師6カ国21名を2カ月間
日本に招へいし、日本語、日本語教授法、日本事情等に関する集中研修を実
施。受託研修（ロシア人若手日本語教師短期研修）と合同開催

期間

合計額 62,687,671 円
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附属機関日本語国際センター事業費

所属国 人数 事業内容

 中国 1 2009.07.15 ～ 2009.09.04

 モンゴル 2

 インドネシア 5

 タイ 3

 フィリピン 1

 ベトナム 3

 マレーシア 1

 インド 6

 スリランカ 1

 ネパール 3

 オーストラリア 1

 カナダ 3

 米国 1

 コロンビア 1

 ブラジル 2

 ベネズエラ 1

 ペルー 1

 アイルランド 1

 ギリシャ 1

 アルメニア 1

 ウクライナ 1

 ハンガリー 1

 ポーランド 1

 ロシア 5

 トルコ 1

2

期間

海外日本語教師短期研修
（夏期）

事業名

日本語教師として2年以上の経験を持つ外国人日本語教師27カ国50名を2カ月間
日本に招へいし、日本語、日本語教授法、日本事情等に関する集中研修を実施
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附属機関日本語国際センター事業費

所属国 人数 事業内容

 エジプト 1

 ケニア 1

 モンゴル 1 2010.01.27 ～ 2010.03.19

 インドネシア 3

 タイ 1

 ベトナム 4

 マレーシア 2

 ラオス 1

 インド 1

 スリランカ 1

 グアテマラ 1

 メキシコ 1

 アルゼンチン 1

 ブラジル 1

 ドイツ 1

 ウクライナ 1

 ウズベキスタン 1

 カザフスタン 1

 キルギス 1

 スロバキア 1

 ベラルーシ 1

 ロシア 6

 トルコ 1

事業名 期間

3 海外日本語教師短期研修
（冬期）

日本語教師として2年以上の経験を持つ外国人日本語教師21カ国32名を2カ月間
日本に招へいし、日本語、日本語教授法、日本事情等に関する集中研修を実施
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附属機関日本語国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (5) 海外日本語教師研修（国別）

所属国 人数 事業内容

1 韓国 56 2009.07.22 ～ 2009.08.21 韓国政府教育部が選抜した高等学校の日本語教師56名を1カ月間招へいし、日
本語、日本語教授法、日本事情等に関する集中研修を実施

2 中国 36 2009.09.30 ～ 2009.11.20 中国の大学等高等教育機関の日本語教師36名を約2カ月間招へいし、現状と
ニーズに即した日本語、日本語教授法、日本事情の集中研修を実施

3 中国 23 2010.01.27 ～ 2010.03.19 中国の中等教育機関の日本語教師23名を招へいし、日本語運用能力の向上を図
るとともに、教授活動、日本事情等を学習するための集中研修を実施。受託研
修（大連市中学校日本語教師研修（財団法人国際文化フォーラム主催））と合
同で実施

4 インドネシア 20 2009.04.15 ～ 2009.06.05 インドネシア政府と国際交流基金ジャカルタ日本文化センター共同でインドネ
シア国内において1年間の日本語教師養成講座を行っているが、この修了生20
名を約2カ月間日本に招へいし、日本語運用能力向上と日本事情の集中研修を
実施

１．研修事業費 ／ (6) 受託研修（日本語国際センター）

所属国 人数 事業内容

1 韓国 12 2010.01.08 ～ 2010.01.18 筑波大学が実施する韓国京畿道の中等教育機関現職日本語教師訪日研修に協力

2 中国 5 2010.01.14 ～ 2010.01.27 北京日本学研究センターのスタッフが中国国内の高等教育機関向け教科書制作
プロジェクトのため、日本語国際センターの施設利用に協力

3 中国 1 2010.01.27 ～ 2010.03.19 財団法人国際文化フォーラムが招へいした大連市の中等教育機関日本語教師の
研修を実施した。国際交流基金日本語国際センターの中国中等学校日本語教師
研修と合同で実施

日本語教材中日共同会議の日本
での実施協力

京畿道中等日本語教師訪日研修

事業名

中国大学日本語教師研修

非公募による国・地域別日本語教師研修として、 当該国政府（教育部など）、国際交流基金海外事務所、在外公館等からの推薦により参加を決定する以下の研修を行う。

国際交流基金の業務趣旨に合致する日本語研修の事業を、外部から受託し実施する。

インドネシア中等教育日本語教
師研修

大韓民国中等教育日本語教師研
修

中国中等学校日本語教師研修

事業名

大連市中学校日本語教師研修

期間

期間

合計額 55,672,114 円

合計額 10,769,465 円
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附属機関日本語国際センター事業費

所属国 人数 事業内容

モンゴル 1 2009.10.29 ～ 2009.11.10

タイ 2

ベトナム 1

マレーシア 1

インド 1

スリランカ 2

ハンガリー 1

ルーマニア 1

ロシア 2

トルコ 1

カンボジア 2 2009.10.21 ～ 2009.12.02

タイ 2

ベトナム 2

ミャンマー 2

ラオス 2

6 タイ 18 2009.04.07 ～ 2009.04.21 タイ国日本語日本文化教師協会との共催で、同協会に所属するタイの初中等教
育機関の日本語教師に対して教師研修を実施

7 ロシア 7 2009.05.13 ～ 2009.07.03 日露青年交流センターが招へいするロシアの初・中等教育機関の日本語教師の
研修を受託し、日本語国際センターの海外日本語教師研修(春期)と合同で実施

8 ロシア 21 2009.07.30 ～ 2009.08.09 日露青年交流センターが主催する青年日本語教師派遣事業の派遣前研修を日本
語国際センターで一部受託し実施

4

5

日本語教師派遣事業派遣前研修

事業名

博報財団日本語教師研修

タイ人日本語教師訪日研修(共
催事業）

ロシア人若手日本語教師短期研
修

東アジア日本語学習者研修（メ
コン）(JENESYS）

博報堂が設立した財団法人博報児童教育振興会が実施する日本と海外の小中学
校交流を目的とした事業のうち、モンゴル、タイ、ベトナム、マレーシア、イ
ンド、スリランカ、ハンガリー、ルーマニア、ロシア、トルコの日本語教師の
訪日研修について受託し実施

期間

日本・メコン交流年事業の一環として、メコン5カ国で実施する日本語弁論大
会入賞者を招へいし、日本語の学習及び日本文化・社会理解のための研修の機
会を提供することにより、当該地域の日本語学習者の日本語学習を奨励し、日
本語教育の一層の進展を図った

- 190 -



附属機関日本語国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (7) 受託研修（日本語国際センター）〔アセアン〕

所属国 人数 事業内容

インドネシア 7 2009.05.20 ～ 2009.07.17

カンボジア 4

タイ 3

フィリピン 3

ブルネイ 1

ベトナム 8

マレーシア 6

ミャンマー 3

ラオス 1

インド 2

オーストラリア 1

１．研修事業費 ／ (8) 受託研修（日本語国際センター）〔サーク〕

所属国 人数 事業内容

インド 6 2009.03.11 ～ 2009.05.01

スリランカ 5

ネパール 6

バングラデシュ 4

モルディブ 2

1

1 東アジア若手日本語教師特別
招へいプログラム（JENESYS）

事業名

事業名

東アジア地域にある日本語教育の拠点機関等から若手日本語教師を招へいし、
日本語教育の普及および促進の担い手となる人材育成を行うプログラム。「21
世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme）」の一環として実施

国際交流基金の業務趣旨に合致する日本語研修事業を、外部から受託し実施する。

平成20年度南アジア若手日本語
教師特別招へいプログラム
（JENESYS)

南アジア地域にある日本語教育の拠点機関等から若手日本語教師を招へいし、
日本語教育の普及および促進の担い手となる人材育成を行うプログラム。「21
世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme）」の一環として実施

期間

国際交流基金の業務趣旨に合致する日本語研修事業を、外部から受託し実施する。

期間

合計額 26,956,488 円

合計額 22,130,095 円
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附属機関日本語国際センター事業費

所属国 人数 事業内容

インド 5 2010.01.13 ～ 2010.03.10

スリランカ 5

ネパール 6

バングラデシュ 2

モルディブ 1

１．研修事業費 ／ (9) 地域交流研修（日本語国際センター）

所属国 人数 事業内容

中国 4 2010.03.24 ～ 2010.03.30

シンガポール 1

フィリピン 1

インド 1

オーストラリア 1

ニュージーランド 2

カナダ 6

米国 10

アルゼンチン 1

ブラジル 3

2 全世界区分困難 30 2009.12.22 ～ 2009.12.28 日本語国際センターの制作した教授法教材等を使用した大学生・大学院生のた
めの日本語教授法セミナー。さくらネットワークの行なう国内大学連携（派
遣・助成）プログラムとの連携事業として実施。参加費用2万円、合宿型研

 修、30名が参加

2

事業名 期間

1

日本語教授法セミナー

全国JET日本語教授法研修 全国のJETプログラム参加者の中から希望者30名に対し、基礎的な日本語教授
法研修を実施

平成21年度南アジア若手日本語
教師特別招へいプログラム
（JENESYS)

南アジア地域にある日本語教育の拠点機関等から若手日本語教師を招へいし、
日本語教育の普及および促進の担い手となる人材育成を行うプログラム。「21
世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme）」の一環として実施

期間

埼玉県、ならびに全国各自治体の国際交流活動に対する協力の観点から、JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）参加者等に対して、日本語及び教授法の研修を行
う。

事業名

合計額 35,640 円
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附属機関日本語国際センター事業費

２．制作事業費 ／ (1) 日本語教材・教授用等開発・普及

事業名 対象国 事業内容

1 重点支援／インドネシア インドネシア 2009.04.01 ～ 2010.03.31 インドネシア普通高校・専門高校用選択必修科目日本語教科書『さく
 ら』開発プロジェクト（プロジェクト最終年）への支援を実施

 

2 みんなの教材サイト 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 世界中の日本語教師に向けて日本語教育用の素材と教材制作のノウハウ
を提供し、日本語教師同士のネットワーク構築を目指すウェブサイト
「みんなの教材サイト」（平成14年5月開設）の運営。平成21年度は、
①読解素材の追加、②教師用ナビ「素材を利用する」の改訂及び多言語
化（英語・韓国語）、③教材用素材横断検索機能の追加、④教材用素材
人気ランキングの追加、⑤「素材・アイデアを送る」ページの改訂、⑥

 管理機能の修正を実施

3 日本語教育スタンダード 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 日本語の教え方、学び方、学習成果の評価のし方を考えるためのツール
として、「相互理解のための日本語」という理念のもとに開発してきた
「JF日本語教育スタンダード」について、平成22年3月末に「JF日本語
教育スタンダード」ウェブサイトを開設。また、「JF日本語教育スタン

 ダード」の一部として、「みんなの「Can-do」サイト」も同時に開設
 

4 日本語教授法シリーズ・レアリア・アイデア帖 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 『国際交流基金　日本語教授法シリーズ』の制作について、平成21年度
は8巻目となる『文法を教える』（発行部数5,000部）をひつじ書房から

 出版

5 DVD・TV映像教材 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 映像教材『エリンが挑戦！ にほんごできます。』に関し、国内外での
 テレビ放映促進と、DVD教材の広報活動を実施

6 基礎日本語学習辞典 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31  『基礎日本語学習辞典』アラビア語版の制作支援を実施

7 『日本語教育通信』発行 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 海外の日本語教師に役立つ教材情報、授業のアイデア、日本事情や内外
日本語教育情報を提供。平成21年度からは紙媒体は廃止し、ウェブサイ

 トで定期的に情報を提供
 

8 『国際交流基金日本語教育紀要』発行 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 国際交流基金で日本語教育に携わる国内外の専門員、職員等の日々の教
育・研究活動の成果を発表するための論文・報告集。ホームページにも

 全文掲載。平成21年度は第6号（発行部数950部）を発行
 

9 日本語字習（eラーニング）ウェブサイトの開発 全世界区分困難 2009.04.01 ～ 2010.03.31 既開発映像教材『エリンが挑戦！ にほんごできます。』を活用した日
 本語学習ウェブサイトの開発、公開

 

10 JFスタンダード・シンポジウム 全世界区分困難 2009.10.04 平成21年10月4日に、開発途中の『JF日本語教育スタンダード』に焦点
を当てたシンポジウム「JF日本語教育スタンダード―その活用と可能性

 ―」を日本語国際センターにて開催
 

民間では未開拓であるが、必要な教材を基金で自主開発し、在外に配布ないし市販すると共に、各国語版への翻訳やテレビ日本語講座の放映を促進する事業。

合計額 97,948,485 円

期間
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附属機関日本語国際センター事業費

２．制作事業費 ／ (2) 日本語教材寄贈

【総計】 【内訳】

機関数 採用点数 機関数 採用点数 機関数 採用点数 機関数 採用点数

機関数合計 800 東 韓国 3 101 アルゼンチン 6 209 アゼルバイジャン 1 28
国・地域数合計 95 20,698 ア 中国 60 1,790 ウルグアイ 1 10 ウクライナ 2 81

ジ モンゴル 16 499 南 コロンビア 2 12 ウズベキスタン 5 189
ア 地　域　計 79 2,390 チリ 3 84 エストニア 3 82

インドネシア 68 1,479 パラグアイ 3 128 カザフスタン 1 41
カンボジア 3 77 ブラジル 44 1,176 東 キルギス 4 113
シンガポール 3 95 米 ベネズエラ 4 73 グルジア 2 67

東 タイ 51 1,385 ペルー 4 81 クロアチア 3 69
南 フィリピン 9 263 ボリビア 4 116 スロバキア 1 42
ア ブルネイ 2 68 地　域　計 71 1,889 スロベニア 2 67

ジ ベトナム 14 381 アイスランド 1 29 セルビア 2 69
ア マレーシア 11 308 アイルランド 2 71 チェコ 4 133

ラオス 1 21 イタリア 7 162 トルクメニスタン 1 46
地　域　計 162 4,077 西 英国 11 291 ハンガリー 11 323

南 インド 34 857 オーストリア 4 114 欧 ブルガリア 3 88
ア スリランカ 8 222 オランダ 2 67 ベラルーシ 1 27
ジ ネパール 6 140 ギリシャ 4 119 ポーランド 6 196
ア パキスタン 2 75 スイス 2 43 ラトビア 1 40

地　域　計 50 1,294 スウェーデン 4 61 リトアニア 1 32

オーストラリア 98 2,115 スペイン 10 258 ルーマニア 5 157
太 サモア 1 9 デンマーク 4 119 ロシア 27 765

トンガ 4 72 ドイツ 20 583 地　域　計 86 2,655
洋 ニュージーランド 31 786 ノルウェー 2 26 アラブ首長国連邦 2 77

パプアニューギニア 1 23 欧 フィンランド 3 63 イエメン 1 25
州 パラオ 1 30 フランス 11 243 中 イスラエル 2 68

フィジー 1 27 ベルギー 4 140 イラン 2 49
地　域　計 137 3,062 ポルトガル 3 91 カタール 1 45

北 カナダ 24 464 ルクセンブルグ 3 105 クエート 1 40
米 米国 40 637 地　域　計 97 2,585 東 シリア 2 72

地　域　計 64 1,101 トルコ 6 188

エルサルバドル 1 47 地　域　計 17 564
キューバ 1 41 エジプト 2 81

中 コスタリカ 3 45 モロッコ 4 89
ジャマイカ 2 48 地　域　計 6 170
ドミニカ共和国 1 19 ア ガーナ 2 69

米 ニカラグア 1 15 フ カメルーン 1 40
ホンジュラス 2 48 リ ケニア 4 163
メキシコ 12 358 カ マダガスカル 1 18

地　域　計 23 621 地　域　計 8 290

海外で日本語教育を行う教育機関に対し、日本語教材を寄贈する。

合計額 10,339,489 円

北
ア
フ
リ
カ
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附属機関日本語国際センター事業費

３．制作事業費（教師研修） ／ (1) 図書館運営（日本語国際センター）

事業名 事業内容

1 図書館運営 国内外における日本語教育の促進を目的として、日本語教科書・教材をはじめ、日本語教育、日本語、言語学、日本事
情、外国語教育に関する資料や情報を収集・提供している専門図書館の運営

①所蔵資料合計（視聴覚資料を含む）：　46,067点
　（内訳：図書38,134点、視聴覚資料数6,482点、電子形態資料702点、絵教材322点、マイクロ資料427点）
　雑誌・紀要・ニューズレター673誌、新聞12紙
②利用者数（年間）：　19,691名
③貸出点数（年間）：　14,281点
④レファレンス件数（年間）：　1,039件

日本語国際センターが招へいする海外の日本語教師等、内外の日本語教育関係者の教育研究活動のための専門図書館として、資料を収集・整理し、閲覧・貸し出し・レファレンス
サービスを実施。

合計額 20,068,287 円
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日本語普及事業に必要な経費

附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費

 (１) 図書館運営（関西国際センター）

 (２) 専門日本語研修（外交官）

 (３) 専門日本語研修（公務員）

 (４) 専門日本語研修（文化・学術専門家）

 (５) 日本語学習者訪日研修（各国成績優秀者）

 (６) 日本語学習者訪日研修（大学生）

 (７) 日本語学習者訪日研修（高校生）

 (８) アジア・ユースフェローシップ高等教育奨学金訪日研修

 (９) 地域交流研修（関西国際センター）

 (10) 在日外交官日本語研修

 (11) 受託研修（関西国際センター）

 (12) 受託研修（関西国際センター）〔アセアン〕

 (13) 受託研修（関西国際センター）〔サーク〕

 (14) 国内大学連携（関西国際センター）

 (15) Eラーニング開発事業
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (1) 図書館運営（関西国際センター）

事業名 事業内容

1 図書館運営 関西国際センターが行う研修への参加者の学習・研究をサポートするため、各分野の参考図書の充実と日本の文化・
社会を広く紹介する各国語資料を収集、提供。レファレンスなどの各種図書館サービスも実施

①所蔵資料合計(視聴覚資料を含む）：　46,550点
　（内訳：図書 45,270冊、ビデオ／DVD 1,207タイトル、LD 6タイトル、CD-ROM 67タイトル）
　 マイクロフィルム1,387リール、雑誌285タイトル、新聞18紙
②利用者数（年間）：　16,202名
③貸出点数（年間）：　8,042点
④レファレンス件数（年間）： 1,194件

合計額 28,399,116 円

関西国際センターの研修参加者の学習・研究をサポートするため、各分野の参考図書及び日本の文化・社会を広く紹介する各国語資料を収集し、資料の提供、レファレンスな
どの図書館サービスを実施する。
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (2) 専門日本語研修（外交官）

事業名 所属国 人数 事業内容

 モンゴル 1 2008.10.01 ～ 2009.05.29

 インドネシア 1

 カンボジア 1

 タイ 1

 ベトナム 1

 マレーシア 1

 ミャンマー 1

 ブータン 1

 モルディブ 1

 マーシャル諸島 1

アンティグア・バー
 ブーダ

1

 キューバ 1

 メキシコ 1

 コロンビア 1

 ボリビア 1

 ラトビア 1

 アフガニスタン 1

 イエメン 1

 トルコ 1

 バーレーン 1

 ブルキナファソ 1

合計額 47,962,479 円

期間

諸外国の若手外交官で、業務上の目的で日本語の習得を必要とする者を、8カ月間日本に招へいして、日本語及び日本事情の長期集中研修を実施する。

1 平成20年度外交官日本語研修 外務省の協力を得て、海外の若手外交官を日本に招へいし、日本語及
び日本事情の長期集中研修を実施（25カ国25名）
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 ボツワナ 1

 マダガスカル 1

 マラウイ 1

 マリ 1

 インドネシア 1 2009.09.30 ～ 2010.05.28

 カンボジア 1

 タイ 1

 フィリピン 1

 ベトナム 1

 マレーシア 1

 ミャンマー 1

 ラオス 1

 スリランカ 1

 ブータン 1

 モルディブ 1

 ジャマイカ 1

 ペルー 1

 アルバニア 1

 キルギス 1

 グルジア 1

 タジキスタン 1

 リトアニア 1

 アフガニスタン 1

 イエメン 1

 トーゴ 1

期間

平成21年度外交官日本語研修 外務省の協力を得て、海外の若手外交官を日本に招へいし、日本語及
び日本事情の長期集中研修を実施（23カ国23名）

2
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 ニジェール 1

 レソト 1

１．研修事業費 ／ (3) 専門日本語研修（公務員）

事業名 所属国 人数 事業内容

 モンゴル 1 2008.10.01 ～ 2009.05.29

 インドネシア 1

 ラオス 1

 アルバニア 1

 イラク 1

 モンゴル 1 2009.09.30 ～ 2010.05.28

 インドネシア 1

 ベトナム 1

 ラオス 1

 フィジー 1

合計額 9,294,059 円

諸外国の公務員等で、業務上の目的で日本語の習得を必要とする者を、8カ月間日本に招へいして、日本語及び日本事情の長期集中研修を実施する。

平成21年度公務員日本語研修 外務省の協力を得て、海外の若手公務員を日本に招へいし、日本語及
び日本事情の長期集中研修を実施（5カ国5名）

期間

1

2

期間

平成20年度公務員日本語研修 外務省の協力を得て、海外の若手公務員を日本に招へいし、日本語及
び日本事情の長期集中研修を実施（5カ国5名）
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (4) 専門日本語研修（文化・学術専門家）

事業名 所属国 人数 事業内容

 韓国 2 2008.10.01 ～ 2009.05.29

 中国 2

 フィリピン 1

 米国 1

 イタリア 1

 スペイン 1

 ロシア 1

合計額 34,542,269 円

研究活動そして専門業務の遂行のために日本語の習得を必要とする専門家（研究者、大学院生、図書館司書、博物館・美術館学芸員等）のために、実用的な日本語能力を身につけ
るための研修を実施する。

平成20年度研究者・大学院生日本
語研修（8カ月コース）

研究活動のために日本語の習得を必要とする海外の研究者・大学院生
を招へいし、日本語の集中研修を実施（7カ国9名）

1

期間
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 韓国 2 2009.06.17 ～ 2009.08.12

 中国 4

 インドネシア 2

 シンガポール 1

 ベトナム 1

 バングラデシュ 1

 オーストラリア 1

 カナダ 1

 米国 3

 スペイン 1

 アゼルバイジャン 1

 ウクライナ 3

 カザフスタン 1

 ブルガリア 1

 ラトビア 1

 ルーマニア 1

 ロシア 5

研究活動そして専門業務の遂行のために日本語の習得を必要とする専
門家（研究者、大学院生、図書館司書、博物館・美術館学芸員等）の
ために、実用的な日本語能力を身につけるための研修を実施（17カ国
30名）

平成21年度文化・学術専門家日本
語研修（2カ月コース）

2

期間
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 韓国 6 2009.06.17 ～ 2009.12.16

 中国 2

 インド 1

 米国 2

 メキシコ 1

 スペイン 1

 ドイツ 1

 ポーランド 1

平成21年度文化・学術専門家専門
日本語研修（6カ月コース）

研究活動そして専門業務の遂行のために日本語の習得を必要とする専
門家（研究者、大学院生、図書館司書、博物館・美術館学芸員等）の
ために、実用的な日本語能力を身につけるための研修を実施（8カ国
15名）

3

期間
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (5) 日本語学習者訪日研修（各国成績優秀者）

事業名 所属国 人数 事業内容

 モンゴル 1 2009.09.02 ～ 2009.09.16

 カンボジア 1

 フィリピン 1

 ベトナム 2

 ミャンマー 1

 ラオス 1

 インド 2

 スリランカ 1

 ネパール 1

 バングラデシュ 1

 トンガ 1

 バヌアツ 1

 マーシャル諸島 1

 ミクロネシア 1

 エルサルバドル 1

 キューバ 1

 グアテマラ 1

 コスタリカ 1

 ドミニカ共和国 1

 ニカラグア 1

 アルゼンチン 1

 コロンビア 1

合計額 26,601,348 円

海外の日本語教育機関等で日本語を学習し、優秀な成績を修めている者を2週間招へいし、講義、研修旅行等を通じて日本語及び日本文化・社会への理解を深める機会を提供する。

平成21年度日本語学習者訪日研修
（各国成績優秀者）

海外の日本語教育機関等において日本語を学習し、優秀な成績を修め
ている者を本邦に招へいし、講義及び研修旅行等を通じて、日本語及
び日本文化・社会への理解を深める（50カ国54名）

1

期間
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 チリ 1

 パラグアイ 1

 ブラジル 2

 ベネズエラ 1

 ペルー 1

 ボリビア 1

 ウクライナ 1

 ウズベキスタン 1

 カザフスタン 1

 キルギス 1

 セルビア 1

 チェコ 1

 ハンガリー 1

 ブルガリア 1

 ポーランド 1

 リトアニア 1

 ルーマニア 1

 ロシア 2

 シリア 1

 トルコ 1

 ヨルダン 1

 エジプト 1

 チュニジア 1

 モロッコ 1

 ガーナ 1

期間
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 ケニア 1

 セネガル 1

 マダガスカル 1

１．研修事業費 ／ (6) 日本語学習者訪日研修（大学生）

事業名 所属国 人数 事業内容

 カンボジア 1 2009.05.13 ～ 2009.06.24

 タイ 2

 インド 6

 スリランカ 1

 アゼルバイジャン 1

 ロシア 5

合計額 30,679,678 円

平成21年度日本語学習者訪日研修
（大学生／春季）

期間

1

期間

近年、日本語学習者数の大幅な増加が見られる地域における日本語教育の拠点機関から、日本語を学習している大学生を6週間招へいし、日本語の学習及び日本文化・社会への理解
を深める機会を提供する。

海外の大学で日本語を学習している大学生を日本に招へいし、日本語
及び日本事情の短期研修を実施（6カ国16名）
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 メキシコ 1 2009.10.21 ～ 2009.12.02

 ウクライナ 2

 ウズベキスタン 1

 カザフスタン 1

 キルギス 1

 クロアチア 1

 セルビア 1

 チェコ 1

 ハンガリー 1

 ブルガリア 1

 ベラルーシ 2

 ポーランド 1

 ルーマニア 1

 サウジアラビア 1

 トルコ 2

 ケニア 1

海外の大学で日本語を学習している大学生を日本に招へいし、日本語
及び日本事情の短期研修を実施（16カ国19名）

2 平成21年度日本語学習者訪日研修
（大学生／秋季）

期間
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 インドネシア 2 2010.01.13 ～ 2010.02.24

 ラオス 1

 アルゼンチン 1

 コロンビア 1

 チリ 1

 ブラジル 4

 イラン 2

 シリア 2

 トルコ 2

平成21年度日本語学習者訪日研修
（大学生／冬季）

海外の大学で日本語を学習している大学生を日本に招へいし、日本語
及び日本事情の短期研修を実施（9カ国16名）

期間

3
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (7) 日本語学習者訪日研修（高校生）

事業名 所属国 人数 事業内容

 中国 4 2009.07.01 ～ 2009.07.15

 モンゴル 2

 インドネシア 2

 タイ 2

 フィリピン 1

 マレーシア 2

 スリランカ 2

 オーストラリア 3

 ニュージーランド 2

 カナダ 2

 米国 3

 パラグアイ 1

 ブラジル 1

 英国 2

 ドイツ 1

 フランス 1

 ロシア 1

2 日本語学習者訪日研修（李秀賢氏
記念韓国青少年招へい研修）

 韓国 30 2010.02.09 ～ 2010.02.19 韓国で日本語を学習し日本の社会文化に関心を持つ高校生30名を日本
に招へいし、日本語及び日本の文化・社会への理解を深めると共に、
日本の同世代の青少年との交流を行った

合計額 18,937,465 円

1 海外の高等学校で日本語を学習し、優秀な成績を修めている者を17カ
国から計32名招へいし、日本語の授業、日本文化体験、研修旅行等を
とおして、日本語及び日本文化・社会への理解を深める機会を提供
し、継続的な日本語学習を奨励するとともに、当該地域の日本語教育
の普及に寄与

海外の高等学校で日本語を学習し、優秀な成績を修めている者を2週間招へいし、日本語及び日本文化・社会への理解を深め、同世代の日本の若者と交流する機会を提供する。

平成21年度日本語学習者訪日研修
（高校生）

期間
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (8) アジア・ユースフェローシップ高等教育奨学金訪日研修

事業名 所属国 人数 事業内容

 インドネシア 2 2009.07.21 ～ 2010.02.23

 カンボジア 2

 シンガポール 1

 タイ 2

 フィリピン 2

 ベトナム 2

 マレーシア 2

 ミャンマー 1

 ラオス 2

 バングラデシュ 2

１．研修事業費 ／ (9) 地域交流研修（関西国際センター）

事業名 所属国 人数 事業内容

オーストラリア 3 2009.08.24 ～ 2009.08.26

ニュージーランド 1

カナダ 5

米国 20

トリニダード・トバゴ 1

英国 3

南アフリカ 2

合計額 45,768,927 円

合計額 718,012 円

期間

平成21年度大阪府が新規に受け入れた語学指導等を行なう外国青年招
致事業（略称：JETプログラム）による来日青年のうち、小・中・高
等学校において語学指導に従事する外国語指導助手（ALT）に対し日
本語研修を実施することにより、語学教育の充実と地域レベルの国際
化の進展を図り、日本語及び日本の文化・社会への理解を深める一助
とする（7カ国35名）

アジア各国の将来を担う人材の育成支援のため、日本の大学院へ留学
するアジア10カ国の大学卒業者18名を招へいし、日本での研究活動に
必要な日本語の習得及び日本文化・社会への理解を深めることを目的
とした大学院留学前の長期集中研修を実施

1

1 平成21年度大阪府JET来日時日本語
研修

期間

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11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。

地域貢献の一環として、地方自治体等の機関が実施する事業のうち、主に日本語学習研修について、協力・共同実施する。

平成21年度アジア･ユースフェロー
シップ高等教育奨学金訪日研修
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

2 平成21年度大阪府クイーンズラン
ド州日本語研修

オーストラリア 5 2010.01.05 ～ 2010.01.23 大阪府と共催で、同府の姉妹提携自治体であるオーストラリア・
クィーンズランド州の日本語教師に対して、日本語及び日本事情の集
中研修を実施

3 平成21年度インドネシア人介護福
祉士候補者フォローアップ研修

インドネシア 34 2010.02.26 ～ 2010.02.28 平成20年度に実施したインドネシア人介護福祉士候補者日本語研修の
参加者に対して、国際交流基金関西国際センターの「日本語でケアナ
ビ」サイトを利用した単語帳の作成や申し送り等についてのフォロー
アップ研修を行った。また、併せて施設担当者向けのセミナーも実施

期間
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (10) 在日外交官日本語研修

事業名 所属国 人数 事業内容

 モンゴル 1 2009.05.09 ～ 2009.10.31

 フィリピン 1

 ラオス 1

 スリランカ 1

 モルディブ 1

 ドミニカ 1

 メキシコ 1

 エクアドル 2

 コロンビア 1

 キルギス 1

 ブルガリア 2

 ルーマニア 1

 イラク 1

 アルジェリア 1

 スーダン 1

 チュニジア 1

 ジブチ 1

平成21年度在日外交官日本語研修

期間

在日外国公館のうち、独自で日本語学習環境を設けることが困難な
（原則ODA対象国、旧ソ連新独立国家（NIS）及び東欧諸国）公館に勤
務する外交官を対象とした日本語研修を、社団法人国際日本語普及協
会に委託して実施（17カ国19名）

合計額 2,580,680 円

在日外国公館のうち、独自で日本語学習環境を設けることが困難な公館に勤務する外交官を対象に、在日外交官の日本での生活及び職場で必要な日本語の習得及び日本語能力の向
上のための研修を実施する。

1
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (11) 受託研修（関西国際センター）

事業名 所属国 人数 事業内容

1 香港中文大学日本語研修 中国 10 2009.07.01 ～ 2009.07.10 香港中文大学の大学生を対象に、同大学より日本語研修を受託実施

2 インドネシア大学生日本語研修 インドネシア 2 2009.10.21 ～ 2009.12.02 東南アジア及び大洋州地域の天然ガス産出国との相互理解を深め、国
際親善に資することを目的に、当該国における教育機材、研究、研修
に関する助成や奨学金の支給を行っている財団法人大阪ガス国際交流
財団が招へいするインドネシアの日本語専攻大学生2名に対し日本語
能力の向上、日本文化・社会についての理解を深める事等を目的とし
た日本語研修を、関西国際センターにおいて受託実施

3 オーストラリア首都特別地域
（ACT)教育訓練省　小・中学校日
本語教師訪日研修

オーストラリア 10 2009.09.27 ～ 2009.10.06 オーストラリア首都特別地域（ACT）教育訓練省からの委託により、
同省の日本語教師養成講座の一環として、小・中学校教師10名及び
ACT教育訓練省カリキュラム責任者1名、計11名を対象に9泊10日の訪
日研修を受託実施

4 平成21年度関西ニュージーランド
センター　ニュージーランド日本
語教師日本語研修

ニュージーランド 3 2009.04.11 ～ 2009.04.23 教育、文化、スポーツ等の分野で日本とニュージーランドの二国間交
流を行っている関西ニュージーランドセンターが招へいするニュー
ジーランド人日本語教師に対し、日本語能力の向上、日本語教育リ
ソース紹介等を目的とした日本語研修を受託実施

１．研修事業費 ／ (12) 受託研修（関西国際センター）〔アセアン〕

事業名 所属国 人数 事業内容

 インドネシア 10 2009.03.30 ～ 2009.04.27

 フィリピン 10

 ベトナム 10

 マレーシア 10

 シンガポール 5 2009.05.13 ～ 2009.06.24

 タイ 5

 フィリピン 5

 インド 5

第2期21世紀東アジア青少年大交流
計画　東アジア日本語履修大学生
研修プログラム(春季グループ）

第2期21世紀東アジア青少年大交流
計画　東アジア日本語移動講座プ
ログラム（カレッジ・イン・ジャ
パン）

「21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)」の一環と
して、同プログラムの対象地域にある日本語教育の拠点機関等から、
日本語を履修している青少年を招へいし、日本語の学習及び日本文
化・社会への理解を深める機会を提供（4カ国20名）

合計額 56,119,351 円

国際交流基金の業務趣旨に合致する日本語研修事業を、外部から受託し実施する。

期間

「21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme）」の一環
として、同プログラム対象地域にある日本語教育の拠点機関等から、
日本語を履修している青少年を招へいし、日本語の学習及び日本文
化・社会への理解を深める機会を提供（4カ国40名）

期間

合計額 2,515,429 円

外部機関から委託を受け、日本語研修を実施する。

1

2
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 カンボジア 2 2009.06.10 ～ 2009.07.23

 シンガポール 5

 ブルネイ 1

 ベトナム 5

 マレーシア 5

 ミャンマー 4

 ラオス 2

 オーストラリア 3

 ニュージーランド 3

 インドネシア 4 2009.10.21 ～ 2009.12.02

 インド 4

2010.03.01 ～ 2010.03.31

期間

第3期21世紀東アジア青少年大交流
計画　東アジア日本語履修大学生
研修プログラム　(秋季グループ）

「21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)」の一環と
して、同プログラムの対象地域にある日本語教育の拠点機関等から、
日本語を履修している青少年を招へいし、日本語の学習及び日本文
化・社会への理解を深める機会を提供（2カ国8名）

海外の大学に在籍し、日本語を学習している大学生を招へいし、日本
語を日常的に使用する生活を体験し、日本語能力の向上と日本の文
化・社会への理解を深める研修の機会を提供することにより、継続的
な日本語学習を奨励するとともに、当該地域の日本語教育・日本研究
分野における長期的な人材育成に寄与。「21世紀東アジア青少年大交
流計画(JENESYS Programme)」の一環として実施（9カ国28名）

第3期21世紀東アジア青少年大交流
計画　東アジア日本語履修大学生
研修プログラム(夏季グループ）

第3期21世紀東アジア青少年大交流
計画　東アジア日本語移動 講座プ
ログラム（カレッジ・イン・ジャ
パン）（実施準備）

インドネシア、シンガポール、ベトナム、マレーシアの4カ国から40
名を招へいして実施する4週間の訪日研修（2010.04.02～2010.04.30)
に係わる事前準備

3

4

5
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (13) 受託研修（関西国際センター）〔サーク〕

事業名 所属国 人数 事業内容

 インド 10 2010.03.03 ～ 2010.03.31

 スリランカ 9

 ネパール 9

 パキスタン 3

 バングラデシュ 5

 モルディブ 3

１．研修事業費 ／ (14) 国内大学連携（関西国際センター）

事業名 所属国 人数 事業内容

 韓国 12 2009.07.29 ～ 2009.09.09

 中国 6

 インドネシア 3

 ニュージーランド 2

 オランダ 3

 トルコ 3

 韓国 9 2009.10.07 ～ 2009.11.18

 中国 9

 シンガポール 2

 タイ 10

 ドイツ 1

1 第3期21世紀東アジア青少年大交流
計画 南アジア日本語学習者招へい
プログラム

21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)の一環とし
て、南アジア地域の日本語教育機関から日本語を履修している青少年
を招へいし、日本語の学習及び日本文化・社会への理解を深める機会
を提供する研修を実施（6カ国39名）

合計額 54,473,399 円

期間

期間

合計額 20,807,609 円

平成21年度国内大学連携大学生訪
日研修（6週間・夏季コース）

日本の大学で日本語教育を専攻している日本人学生を実習生として受
け入れている海外の大学より学生を招へいして、6週間の研修を実施
（6カ国29名）

平成21年度国内大学連携大学生訪
日研修（6週間・秋季コース）

日本の大学で日本語教育を専攻している日本人学生を実習生として受
け入れている海外の大学より学生を招へいして、6週間の研修を実施
（5カ国31名）

国際交流基金の業務趣旨に合致する日本語研修事業を、外部から受託し実施する。

国内の大学から日本語教育学を研究している学生を海外の大学に派遣するのに併せて、当該海外大学の大学生を招聘し、日本語研修を実施する。

1
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容

 韓国 4 2010.01.13 ～ 2010.02.24

 中国 1

 インドネシア 1

 タイ 3

 オーストラリア 3

 ニュージーランド 2

 カナダ 1

 スペイン 1

 ノルウェー 1

 スロベニア 3

 韓国 5 2010.02.03 ～ 2010.06.02

 中国 4

 インドネシア 1

 シンガポール 1

 タイ 1

 ベトナム 1

 オーストラリア 2

 ニュージーランド 1

 イタリア 1

 ドイツ 1

 ハンガリー 1

 ルーマニア 1

期間

平成21年度国内大学連携大学生訪
日研修（6週間・冬季コース）

平成21年度国内大学連携大学生訪
日研修（4カ月）

日本の大学で日本語教育を専攻している日本人学生を実習生として受
け入れている海外の大学より学生を招へいして、4カ月間の研修を実
施（12カ国20名）

日本の大学で日本語教育を専攻している日本人学生を実習生として受
け入れている海外の大学より学生を招へいして、6週間の研修を実施
（10カ国20名）

3

4
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附属機関関西国際センター事業費

１．研修事業費 ／ (15) Eラーニング開発事業

事業内容

1 2009.04.01 ～ 2010.03.31 外国人ケア従事者の日本語教育をサポートするサイト「日本語でケア
ナビ」の運営。平成21年度には、インドネシア語版の公開を開始する
と共に、音声機能の追加等、機能の充実を図った

2 2009.04.01 ～ 2010.03.31 アニメ・マンガに関心を有する日本語学習者のモチベーションを高め
るため、海外でも人気の高いアニメ化された日本マンガの日本語を学
習できるEラーニング・サイト「アニメ・マンガの日本語」を立ち上
げた

3 2009.04.01 ～ 2010.03.31 世界中の日本語学習者が、日本語学習に関する情報を集める際に最初
にアクセスするようなポータルサイト「NIHONGO eな」の開発を行っ
た。同サイトでは、主なeラーニング・サイトをカテゴリー別に紹介
し、便利な利用方法のアドバイスも行う等、各種情報提供や自律学習
を支援

合計額 18,635,118 円

事業名

日本語学習者を幅広くサポートするため、Eラーニング教材の開発を行う。

期間

「アニメ・マンガの日本語」サイト立ち上げ

日本語ポータルサイト「NIHONGO eな」の開発

「日本語でケアナビ」サイトの運営
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