
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．日本語派遣・助成費

 (１) 受託事業（アセアン　第二期）

 (２) 受託事業（アセアン　第三期）

 (３) 日本語専門家派遣（日本語上級専門家）

 (４) 日本語専門家派遣（日本語専門家）

 (５) 国内連携による日本語普及支援（派遣・助成）

 (６) 日本語専門家派遣（日本語指導助手）

 (７) 日本語専門家派遣（日本語シニア専門家）

 (８) さくら中核事業（基金海外拠点）

 (９) さくら中核事業（非基金海外拠点）

 (10) 日本語普及活動助成

３．研修事業費

 (１) EPA研修（交付金）

 (２) EPA研修（受託)

４．日本語能力試験費

 (１) 日本語能力試験実施

 (２) 試験問題作成・分析評価
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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

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。また、日本語教育・研究の成果も公開する。

合計額 8,676,547 円

事業名 対象国 事業内容

1 海外日本語教育機関調査 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 3年毎に実施している、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。本年度は、平成21年度に行った調査結果を報告書、ウェブサイトを通じて
公開

2 国・地域別動向調査 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 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

3 日本語教育国・地域別情報ウェブサイト 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 各国の日本語教育の状況（沿革／教育制度／現状／動向等）をウェブサイトで紹介

4 第51回外国人による日本語弁論大会 全世界区分困難 2010.06.05 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に、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、新潟市と共催で6月5日に新潟市民芸
術文化会館「りゅーとぴあ」にて開催。大会の模様は、7月18日にNHK教育テレビで
放映

期間
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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　第二期）

合計額 73,572,995 円

氏名 対象国 受入機関 事業内容

1 岡田　薫 インドネシア JIA外国語大学 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 紺矢　彩織 インドネシア インドネシア・コンピュータ大学
パシム・ナショナル大学

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 森島　有紀 インドネシア ウダヤナ大学 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

4 森山　史子 インドネシア ウディアタマ大学
パシム・ナショナル大学

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

5 武藤　理恵 インドネシア 北スマトラ大学 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 ディアン･ヌスワントロ大学 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 ドクター・ストモ大学 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 ムハマディア・ドクター・ハムカ大学 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

9 里　真吾 インドネシア リアウ大学 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　千昌 カンボジア 王立プノンペン大学 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 熊谷　知美 ブルネイ ブルネイ教育省生涯教育課 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

12 片子澤　忍 ベトナム ダナン市教育訓練局 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

13 柿内　良太 ベトナム トゥア・ティエン・フエ省教育訓練局 2009.08.05 ～ 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

14 柏倉　裕美 ベトナム ハノイ市教育訓練局 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

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
語教師を東アジア首脳会議（EAS）諸国に派遣する。

期間
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日本語事業費

氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

15 足立　みか ベトナム ホーチミン市教育訓練局 2009.08.05 ～ 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

16 森　和代 マレーシア Sekolah Dato' Abdul Razak 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

17 中嶋　りりか マレーシア Sekolah Sultan Alam Shah 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

18 小山　弥里 マレーシア SM Sultan Abdul Halim 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

19 古津　真弓 マレーシア SMK Raja Chulan 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

20 北出　理恵 マレーシア SMK Tinggi Perempuan Melaka 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

21 浦野　萌 マレーシア SMS Kuala Selangor 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

22 三浦　真美 マレーシア SMS Sultan Mahmud 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

23 秋山　彩 マレーシア SMS Tengku Muhammad Faris Petra 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

24 岡村　恵 マレーシア SMS Tuanku Syed Putra 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

25 池田　愛 マレーシア SMS Tun Sye Sheh Shahabudin 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

26 本行　沙織 ミャンマー ミャンマー元留学生協会 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

27 船本　日佳里 ラオス ラオス国立大学文学部日本語学科 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

28 近江　麻稚子 ラオス ラオス日本人材開発センター 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

29 田中　江梨子 インド ABK-AOTS Dosokai Nihongo Gakko 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

30 樋口　佳希 インド Bluebells School International 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

31 川崎　陽子 インド 在チェンナイ商工会議所 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
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日本語事業費

氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

32 林　芳恵 インド ティラク・マハラシュトラ大学 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

33 山岡　友喜子 インド プネ印日協会 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

34 初見　絵里花 オーストラリア 南オーストラリア教育省 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（配属校はAdelaide High School及びGrange
Primary School）

35 大山　大樹 オーストラリア ビクトリア州教育省 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（配属校はChatham Primary School及びKoonung
Secondary College）

36 今江　久美子 オーストラリア 西オーストラリア教育訓練省 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（配属校はLeeming Senior High School及び
Willetton Senior High School）

37 三木　麻里名 オーストラリア ニューサウスウェルズ州教育訓練省 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（配属校はMurray Farm Public School）

38 岡田　恵 オーストラリア 北部準州教育訓練省 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（配属校はNightcliff Middle School及びDarwin
Language Centre）

39 楠生　紀子 オーストラリア タスマニア州教育省 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（配属校はRosny College及びRose Bay High
School）

40 川口　純子 ニュージーランド International Language Aotearoa
New Zealand

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（配属校はMarian College及びRangiruru Girls
School）

41 黒岩　朋子 ニュージーランド International Language Aotearoa
New Zealand

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（配属校はRangitoto College）
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日本語事業費

 ２．日本語派遣・助成費 ／ (2) 受託事業（アセアン　第三期）

合計額 157,942,352 円

氏名 対象国 受入機関 事業内容

1 服部　あゆみ インドネシア インドネシア教育大学 2011.01.30 ～ 2011.12.09 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 小林　亜希子 インドネシア ウダヤナ大学 2011.01.29 ～ 2011.12.09 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 豊政　美歩 インドネシア ウダヤナ大学 2011.01.29 ～ 2011.12.09 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 岩野　真由実 インドネシア 北スマトラ大学 2011.01.30 ～ 2011.12.09 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 津坂　朋宏 インドネシア 北スマトラ大学 2011.01.29 ～ 2011.12.09 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 杉山　有香 インドネシア スマラン国立大学 2011.01.29 ～ 2011.12.09 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 老平　実加 インドネシア スラバヤ国立大学 2011.01.29 ～ 2011.12.09 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 貝原　美貴子 インドネシア リアウ大学 2011.01.29 ～ 2011.12.09 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 豊田　陽子 インドネシア リアウ大学 2011.01.30 ～ 2011.12.09 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 小林　正明 カンボジア 王立プノンペン大学 2010.09.08 ～ 2011.07.21 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

11 大原　幸子 シンガポール ナンヤン・ポリテクニック 2010.05.17 ～ 2011.02.18 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 三瓶　葉月 タイ ウドムダルニー校 2010.05.05 ～ 2011.03.05 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 嶋津　慎哉 タイ カンペンペットピッタヤーコム高校 2010.05.06 ～ 2011.03.05 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 松島　調 タイ クンハンウィッタヤサン校 2010.05.06 ～ 2011.03.05 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

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
語教師を東アジア首脳会議（EAS）諸国に派遣する。
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日本語事業費

氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

15 師井　恵子 タイ サトリー・パッタルン校 2010.05.06 ～ 2011.03.05 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 柳　美早 タイ ドンジェーンウィッタヤコム校 2010.05.06 ～ 2011.03.05 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 安藤　由紀 タイ ナリヌクン学校 2010.05.05 ～ 2011.03.05 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 福嶋　久美 タイ ナワミントラーチヌーティットサト
リーウィッタヤープッタモントン高校

2010.05.06 ～ 2011.03.05 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 米原　沙代 タイ プラチンラツアドーンアムルン高校 2010.05.06 ～ 2011.03.05 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 砂川　昂大 タイ ラーッウィニー・バンゲオ校 2010.05.06 ～ 2011.03.05 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 福永　佳世 フィリピン 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

2010.05.14 ～ 2011.03.28 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

22 片山　恵 フィリピン フィリピン教育省 2010.05.14 ～ 2011.03.28 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

23 花見　さやか フィリピン フィリピン教育省 2010.05.14 ～ 2011.03.28 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

24 南　沙代子 フィリピン フィリピン教育省 2010.05.15 ～ 2011.03.28 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

25 中澤　綾乃 フィリピン ミンダナオ国際大学 2010.05.14 ～ 2011.03.28 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

26 松下　恵子 ブルネイ ブルネイ教育省生涯教育課 2011.02.01 ～ 2011.12.09 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 山田　未来 ベトナム ダナン市教育訓練局 2010.08.04 ～ 2011.06.03 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

28 大朏　舞 ベトナム トゥア・ティエン・フエ省教育訓練局 2010.08.04 ～ 2011.06.03 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

29 青木　千枝 ベトナム ハイフォン私立大学 2010.08.04 ～ 2011.06.03 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

30 大山　智美 ベトナム ハノイ市教育訓練局 2010.08.04 ～ 2011.06.03 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

31 高梨　ひな美 ベトナム ハノイ市教育訓練局 2010.08.04 ～ 2011.06.03 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
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32 工藤　繁 ベトナム ホーチミン市教育訓練局 2010.08.04 ～ 2011.06.03 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

33 石田　知華子 マレーシア SMS Kuching 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 太田　圭美 マレーシア Kolej Melayu Kuala Kangsar 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 桑原　里佳 マレーシア SMK Inanam 2011.01.08 ～ 2011.11.18 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 後藤　和子 マレーシア SMS Dungun 2011.01.08 ～ 2011.11.18 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 小林　聡子 マレーシア Kolej Datuk Patinggi Abang Haji
Abdillah

2011.01.08 ～ 2011.11.18 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 齋藤　光枝 マレーシア SMK Tinggi Bukit Mertajam 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 辻　舞子 マレーシア SMK Putrajaya Presint 8 2011.01.08 ～ 2011.11.18 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 中野　久美子 マレーシア SMS Pasir Puteh 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 西川　陽子 マレーシア SM Sung Siew 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 波多江　優子 マレーシア SMS Muzaffar Syah 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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

43 福本　将也 マレーシア SS Sultan Haji Ahmad Shah Pekan 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 松田　久実 マレーシア SMK Ibrahim 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 山田　智子 マレーシア SMK Sultan Ibrahim 2011.01.09 ～ 2011.11.18 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 笹村　はるか ミャンマー ミャンマー元留学生協会 2011.01.10 ～ 2011.11.22 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

47 前田　未央 ラオス ラオス国立大学 2010.09.14 ～ 2011.07.21 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 高橋　舞 インド 印日商工会議所 2010.06.20 ～ 2011.04.20 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
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49 小林　久美子 インド ティラク・マハラシュトラ大学 2010.06.20 ～ 2011.04.20 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

50 笹野　亜希子 インド バンガロール大学 2010.06.19 ～ 2011.04.20 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

51 曽我　祐美 インド プネ印日協会 2010.06.20 ～ 2011.04.20 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

52 三毛　佳奈美 インド ブルーベルズ・スクール・インターナ
ショナル

2010.06.20 ～ 2011.04.20 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

53 稲原　香織 オーストラリア オーストラリア首都特別地域教育訓練
省

2011.01.26 ～ 2011.12.23 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（配属校はFarrer Primary School及びDickson
College）

54 郷　亜里沙 オーストラリア タスマニア州教育省 2011.02.09 ～ 2011.12.23 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（配属校はRosny College、Rose Bay High School
及びMackillop Catholic College）

55 真保　知子 オーストラリア 西オーストラリア教育訓練省 2011.01.19 ～ 2011.12.17 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（配属校はSchool of Isolated and Distance
Education及びChurchlands Senior High School）

56 折茂　那美 オーストラリア ニューサウスウェールズ州教育訓練省 2011.01.19 ～ 2011.12.23 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（配属校はMurray Farm Public School）

57 伊藤　由希 オーストラリア 北部準州教育訓練省 2011.01.19 ～ 2011.12.17 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（配属校はDripstone Middle School及び
Sanderson Middle School）

58 横山　理恵子 オーストラリア 南オーストラリア州教育省 2011.01.19 ～ 2011.12.17 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（配属校はKidman Park Primary School及び
Adelaide High School）

59 河野　倫子 ニュージーランド ニュージーランド教育省 2011.01.26 ～ 2011.12.17 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（配属校はEllesmere College、Lincoln High
School及びRiccarton High School）

60 前川　真理子 ニュージーランド ニュージーランド教育省 2011.01.26 ～ 2011.12.17 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（配属校はOtago Girls' High School、
St.Hilda's Collegiate School及びQueen's High School）

－164－



日本語事業費

 ２．日本語派遣・助成費 ／ (3) 日本語専門家派遣（日本語上級専門家）

合計額 616,665,906 円

氏名 対象国 受入機関 事業内容

1 小川　靖子 韓国 ソウル日本文化センター 2008.08.21 ～ 2011.08.20 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

2 小西　広明 韓国 ソウル日本文化センター 2010.03.07 ～ 2013.04.13 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

3 王　崇梁 中国 北京日本文化センター 2008.05.10 ～ 2011.05.09 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

4 木山　登茂子 中国 香港日本語教育研究会 2009.06.10 ～ 2011.12.12 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

5 藤島　夕紀代 モンゴル モンゴル日本人材開発センター 2008.04.01 ～ 2012.01.21 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

6 山本　晃彦 インドネシア インドネシア教育大学 2006.08.03 ～ 2010.08.07 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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 衣笠　秀子 インドネシア インドネシア教育大学 2010.07.26 ～ 2013.08.07 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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 山下　美紀 インドネシア 国立スラバヤ大学 2007.07.09 ～ 2010.07.08 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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 山科　健吉 インドネシア 国立スラバヤ大学 2010.06.26 ～ 2012.07.08 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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 木谷　直之 インドネシア ジャカルタ日本文化センター 2007.09.15 ～ 2010.09.11 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

日本語上級専門家は、国際交流基金海外拠点主任アドバイザーや各国（州）教育省アドバイザーとして派遣される他、日本語専攻学科立ち上げ期の高等教育機関等に派遣され、
現地日本語教師の育成、教材・カリキュラム・教授法に関するコンサルティング、日本語教師間のネットワーク構築支援の他、必要に応じて授業を担当する等、派遣先国・機関
における安定的な日本語教育の実施や質的改善に必要な支援を行う。

期間
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氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

11 尾崎　裕子 インドネシア ジャカルタ日本文化センター 2010.08.31 ～ 2013.09.14 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

12 久松　美立 インドネシア ガジャマダ大学
スマラン国立大学

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・助言な
ど

13 片桐　準二 カンボジア 王立プノンペン大学 2009.09.21 ～ 2010.08.20 王立プノンペン大学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

14 杉山　純子 カンボジア 王立プノンペン大学 2010.08.09 ～ 2013.08.08 王立プノンペン大学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

15 石田　英明 カンボジア カンボジア日本人材開発センター 2009.04.20 ～ 2011.04.19 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

16 西野　藍 タイ コンケン大学 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・助言な
ど

17 長田　佳奈子 タイ コンケン大学 2010.04.19 ～ 2013.04.27 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・助言な
ど

18 三浦　多佳史 タイ バンコク日本文化センター 2009.05.15 ～ 2012.07.31 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

19 渋谷　実希 タイ バンコク日本文化センター 2009.09.22 ～ 2012.09.21 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

20 新見　康之 フィリピン マニラ日本文化センター 2008.05.14 ～ 2011.05.13 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

21 大舩　ちさと フィリピン マニラ日本文化センター 2010.03.23 ～ 2014.08.23 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

22 村上　吉文 ベトナム ベトナム日本人材協力センター 2008.08.07 ～ 2010.08.06 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

23 平岩　桂子 ベトナム ベトナム日本人材協力センター 2008.09.23 ～ 2010.08.31 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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
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24 有馬　淳一 ベトナム ベトナム日本文化交流センター 2009.07.22 ～ 2013.10.07 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

25 坪山　由美子 マレーシア クアラルンプール日本文化センター 2008.04.08 ～ 2011.04.15 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

26 伊藤　愛子 マレーシア クアラルンプール日本文化センター 2009.10.13 ～ 2011.10.12 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

27 藤長　かおる マレーシア クアラルンプール日本文化センター 2011.02.01 ～ 2013.05.28 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

28 遠藤　和歌子 マレーシア マラヤ大学日本留学予備教育課程 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

29 谷井　明美 マレーシア マラヤ大学日本留学予備教育課程 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

30 矢野　優子 マレーシア マラヤ大学日本留学予備教育課程 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

31 小林　峰子 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース（AAJ）

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

32 星野　智子 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース（AAJ）

2009.03.30 ～ 2011.03.02 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

33 三宅　直子 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース（AAJ）

2010.03.16 ～ 2012.03.15 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

34 隈井　正三 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース（AAJ）

2010.03.22 ～ 2013.03.21 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

35 原田　明子 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース（AAJ）

2010.03.22 ～ 2013.04.12 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
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日本語事業費

氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

36 森西　志保子 ラオス ラオス国立大学 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・助言な
ど

37 立花　秀正 ラオス ラオス国立大学 2010.08.06 ～ 2013.08.05 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

38 野村　ゆみ子 ラオス ラオス日本人材開発センター 2008.08.21 ～ 2010.08.20 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

39 和田　衣世 インド ニューデリー日本文化センター 2008.05.01 ～ 2011.04.30 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

40 鈴木　今日子 インド ニューデリー日本文化センター 2008.07.09 ～ 2010.07.08 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

41 田邉　知成 インド ニューデリー日本文化センター 2009.04.16 ～ 2013.05.15 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

42 渡邊　由美 インド ニューデリー日本文化センター 2011.01.01 ～ 2014.04.16 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

43 青沼　国夫 スリランカ ケラニア大学 2007.04.13 ～ 2011.04.30 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

44 松本　剛次 オーストラリア シドニー日本文化センター 2007.04.01 ～ 2010.04.30 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

45 岸田　理恵 オーストラリア シドニー日本文化センター 2010.04.20 ～ 2012.04.19 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

46 友岡　純子 ニュージーランド ニュージーランド教育省 2008.01.30 ～ 2010.12.31 派遣先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

47 千馬　智子 ニュージーランド ニュージーランド教育省 2011.02.01 ～ 2013.10.12 派遣先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

－168－



日本語事業費

氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

48 永冨　あゆみ カナダ アルバータ州教育省 2009.06.07 ～ 2011.06.06 派遣先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

49 高崎　三千代 メキシコ メキシコ日本文化センター 2010.10.18 ～ 2011.03.12 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

50 池津　丈司 ブラジル サンパウロ日本文化センター 2009.10.01 ～ 2013.09.01 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

51 茅本　百合子 アイルランド アイルランド教育省 2008.07.28 ～ 2011.07.27 派遣先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

52 室屋　春光 イタリア ローマ日本文化会館 2009.09.20 ～ 2012.06.30 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

53 宇田川　洋子 英国 ロンドン日本文化センター 2008.02.19 ～ 2011.02.18 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

54 福島　青史 英国 ロンドン日本文化センター 2011.02.08 ～ 2015.02.07 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

55 熊野　七絵 スペイン マドリード日本文化センター 2010.09.22 ～ 2013.09.21 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

56 岩澤　和宏 ドイツ ケルン日本文化会館 2007.08.05 ～ 2010.08.13 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

57 三矢　真由美 ドイツ ケルン日本文化会館 2008.07.13 ～ 2011.07.12 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

58 磯村　一弘 ドイツ ケルン日本文化会館 2010.08.05 ～ 2012.08.04 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

59 近藤　裕美子 フランス パリ日本文化会館 2007.12.12 ～ 2010.12.22 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
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氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

60 中島　透 フランス パリ日本文化会館 2010.12.13 ～ 2013.10.12 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

61 大原　淳裕 ウクライナ ウクライナ日本センター 2008.06.29 ～ 2010.06.28 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

62 平賀　達哉 ウクライナ ウクライナ日本センター 2010.06.15 ～ 2011.05.21 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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 立間　智子 ウズベキスタン ウズベキスタン日本人材開発センター 2008.07.10 ～ 2010.11.30 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

64 山口　敏幸 カザフスタン カザフスタン日本人材開発センター 2009.04.21 ～ 2010.09.30 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

65 黒岩　幸子 キルギス キルギス共和国日本人材開発センター 2010.01.24 ～ 2013.03.31 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

66 三上　京子 チェコ カレル大学 2007.09.22 ～ 2010.09.21 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

67 福島　青史 ハンガリー ブダペスト日本文化センター 2007.07.31 ～ 2010.08.10 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

68 境田　徹 ハンガリー ブダペスト日本文化センター 2010.08.01 ～ 2013.11.19 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

69 駒田　聡 ブルガリア ソフィア大学 2007.07.19 ～ 2010.07.18 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

70 瓜生　佳代 ポーランド ヤギェロン大学 2007.07.03 ～ 2010.07.02 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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

71 山口　明 ルーマニア ブカレスト大学 2009.07.03 ～ 2012.07.02 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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
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72 小栗　潔 ロシア モスクワ国立大学 2008.06.22 ～ 2010.06.21 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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 荒川　友幸 ロシア モスクワ国立大学 2010.08.23 ～ 2013.08.22 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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 渡辺　由美 シリア ダマスカス大学 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・助言な
ど

75 松本　剛次 シリア ダマスカス大学 2010.07.06 ～ 2011.07.26 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

76 松島　幸男 エジプト アインシャムス大学 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・助言な
ど

77 久野　元 エジプト アインシャムス大学 2010.08.21 ～ 2013.06.30 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・助言な
ど

78 村上　吉文 エジプト カイロ日本文化センター 2010.09.19 ～ 2013.10.06 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

79 小久保　ひろし ケニア ケニヤッタ大学 2008.07.18 ～ 2010.07.17 派遣先国の拠点日本語教育機関において、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
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 ２．日本語派遣・助成費 ／ (4) 日本語専門家派遣（日本語専門家）

合計額 184,553,308 円

氏名 対象国 受入機関 事業内容

1 中村　直子 韓国 ソウル日本文化センター 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

2 佐藤　修 中国 北京日本文化センター 2009.07.07 ～ 2012.07.06 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等を実施

3 工藤　聖子 インドネシア インドネシア中等教育機関（マナド） 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

4 岩田　敏和 インドネシア インドネシア中等教育機関（スマラ
ン）

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

5 吉岡　千里 インドネシア インドネシア中等教育機関（バリ） 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

6 秋山　佳世 インドネシア インドネシア中等教育機関（ジャカル
タ首都圏特別地区：ジャボデタベッ
ク）

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

7 益山　智恵 インドネシア ジャカルタ日本文化センター 2009.06.21 ～ 2012.06.30 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等を実施

8 成田　高宏 インドネシア スマラン国立大学 2010.06.27 ～ 2013.07.08 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・助言な
ど

9 太原　ゆか タイ タイ東北部中等教育機関 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

10 内田　陽子 タイ タイ北部中等教育機関 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

日本語専門家は、国際交流基金海外拠点における主任アドバイザー補佐として派遣される他、日本語専攻学科のある高等教育機関、中等教育機関等に派遣され、現地日本語教師
の育成、教材・カリキュラム・教授法に関するコンサルティング、日本語教師間のネットワーク構築支援の他、必要に応じて授業を担当する等、派遣先国・機関における安定的
な日本語教育の実施や質的改善に必要な支援を行う。

期間
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日本語事業費

氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

11 高塚　直子 タイ タイ北部中等教育機関 2010.04.22 ～ 2013.04.30 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 武井　康次郎 タイ タイ東北部中等教育機関 2010.04.22 ～ 2013.04.30 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 バンコク日本文化センター 2008.04.03 ～ 2011.04.30 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等を実施

14 和栗　夏海 フィリピン マニラ日本文化センター 2007.05.01 ～ 2010.06.17 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等を実施

15 横山　直子 ベトナム ベトナム日本文化交流センター 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

16 小松原　奈保 ベトナム ベトナム日本文化交流センター 2010.08.12 ～ 2013.08.19 ベトナム日本文化交流センター日本語専門家としてベトナム日本
人材協力センター・ホーチミンに駐在し、同地域の教師研修、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

17 伊藤　聡子 ベトナム ベトナム日本文化交流センター 2007.08.25 ～ 2010.08.24 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等を実施

18 久木元　恵 マレーシア クアラルンプール日本文化センター 2009.08.23 ～ 2011.04.12 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等を実施

19 石綿　由美子 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

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

20 尾沼　玄也 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

2010.03.22 ～ 2012.03.13 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 マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

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 マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

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 星野　智子 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

2011.03.13 ～ 2013.03.12 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 五十嵐　裕佳 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

2011.03.21 ～ 2013.03.20 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
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25 大脇　元 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

2011.03.21 ～ 2013.03.20 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

26 河西　隆宏 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

2011.03.20 ～ 2013.03.20 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

27 松浦　梓 マレーシア マラヤ大学予備教育部日本留学特別
コース

2011.03.21 ～ 2013.03.20 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

28 チャンタボン　令 ラオス ラオス国立大学 2007.08.20 ～ 2010.08.19 立ち上げ期にある機関で、原則として日本語上級専門家の指導を
仰ぎながら、カリキュラム編成や教材の開発、日本語の授業を担
当

29 相馬森　佳奈 ラオス ラオス国立大学 2010.08.05 ～ 2013.08.05 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

30 佐藤　直樹 インド ニューデリー日本文化センター 2010.06.08 ～ 2012.06.07 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等を実施

31 信岡　麻理 オーストラリア シドニー日本文化センター 2008.11.01 ～ 2011.10.31 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等を実施

32 森　文枝 オーストラリア シドニー日本文化センター 2010.03.29 ～ 2013.03.28 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等を実施

33 森　勇樹 アゼルバイジャン バクー国立大学 2009.06.05 ～ 2012.06.04 派遣先大学で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 三森　優 ウクライナ キエフ国立大学／キエフ国立言語大学 2008.06.19 ～ 2011.06.18 派遣先大学で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 鈴木　恵理 カザフスタン カザフ民族大学 2008.06.19 ～ 2010.06.30 派遣先大学で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 因　麻衣子 カザフスタン カザフ国立大学（カザフ民族大学の名
称変更）

2010.08.10 ～ 2014.01.26 派遣先大学で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 森田　衛 チェコ カレル大学 2010.09.09 ～ 2013.09.08 派遣先大学で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 柳坪　幸佳 ハンガリー ブダペスト日本文化センター 2008.06.19 ～ 2011.06.26 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等を実施

39 飯尾　幸司 ブルガリア ソフィア大学 2010.07.05 ～ 2012.07.04 派遣先大学で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
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40 渡辺　裕美 ベラルーシ ベラルーシ国立大学／ミンスク国立言
語大学

2008.06.19 ～ 2010.06.26 派遣先大学で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

41 石橋　美香 ベラルーシ ベラルーシ国立大学／ミンスク国立言
語大学

2010.08.01 ～ 2012.07.01 派遣先大学で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 田中　香織 ポーランド ヤギェロン大学 2010.06.19 ～ 2013.06.30 派遣先大学で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 安河内　貴子 ロシア 極東国立人文大学 2008.06.19 ～ 2010.12.31 派遣先大学で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

44 阪上　彩子 ロシア サハリン国立総合大学付属経済・東洋
学大学

2010.08.24 ～ 2012.08.23 派遣先大学で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

45 渡邊　康二 ロシア サハリン国立総合大学付属経済・東洋
学大学

2008.06.21 ～ 2010.06.30 派遣先大学で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

46 山口　紀子 ロシア ノボシビルスク国立大学 2009.08.22 ～ 2012.08.21 派遣先大学で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

47 水谷　梢太 サウジアラビア キングサウド大学 2009.06.19 ～ 2012.06.18 派遣先大学で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

48 斎藤　誠 シリア ダマスカス大学 2007.08.20 ～ 2010.08.19 立ち上げ期にある機関で、原則として日本語上級専門家の指導を
仰ぎながら、カリキュラム編成や教材の開発、日本語の授業を担
当

49 有馬　芳枝 シリア ダマスカス大学 2010.07.06 ～ 2011.07.26 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

50 村木　佳子 トルコ 土日基金文化センター 2009.09.19 ～ 2012.07.13 派遣先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

51 愛木　佳代 エジプト アインシャムス大学 2009.08.13 ～ 2012.06.30 派遣先大学で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

52 櫻井　勇介 エジプト カイロ大学文学部日本語日本文学科 2008.08.20 ～ 2010.06.30 派遣先大学で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

53 佐藤　五郎 エジプト カイロ日本文化センター 2009.09.25 ～ 2012.08.17 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等を実施
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54 蟻末　淳 ケニア ケニヤッタ大学 2010.08.12 ～ 2013.08.11 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
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 ２．日本語派遣・助成費 ／ (5) 国内連携による日本語普及支援（派遣・助成）

合計額 73,574,808 円

助成対象機関 対象国 受入機関 事業内容

タイ スラタニ・ラチャバット大学 2010.08.05 ～ 2010.09.06

タイ チェンライ・ラチャバット大学 2010.08.05 ～ 2010.09.06

タイ ラチャナカリン・ラチャバット大学 2010.08.05 ～ 2010.09.06

米国 ボールステイト大学 2010.08.21 ～ 2010.09.12

精華大学 2011.03.06 ～ 2011.03.20

寧波大学 2010.09.12 ～ 2010.09.19

3 桜美林大学大学院 米国 ハワイ大学マノア校 2011.02.20 ～ 2011.03.14 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

4 大阪樟蔭女子大学 ニュージーランド オークランド大学 2011.02.19 ～ 2011.04.02 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

シンガポール ニーアン・ポリテクニック 2010.11.18 ～ 2011.12.06

タイ チェンマイ大学 2011.03.18 ～ 2011.10.16

ドイツ デュッセルドルフ大学 2010.10.01 ～ 2011.07.23

6 沖縄国際大学 中国 福建師範大学 2010.09.05 ～ 2010.09.26 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

ヴィクトリア州教育省 2010.08.07 ～ 2011.09.05

ニューサウスウエールズ大学 2011.02.26 ～ 2011.04.04

8 神奈川大学 ハンガリー カーロリ・ガシュパール・カルビン派
大学

2010.09.07 ～ 2010.09.27 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

1

2

5

7 学習院大学 オーストラリア 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

愛知教育大学 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

期間

岩手大学 中国 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

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

大阪大学

日本語教員養成課程を有する日本国内の大学と協力し、日本語教育を専攻している学生を日本語教育実習生（インターン）として海外へ派遣する他、社団法人日本語教育学会と
の連携による、海外における日本語普及・日本語教育振興事業などを実施する。
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蘇州科技学院 2011.02.20 ～ 2011.07.08

天津外国語学院 2010.09.01
2011.02.22

～
～

2011.01.18
2011.07.20

天津理工大学 2010.08.30 ～ 2011.01.26

北方工業大学 2011.02.19 ～ 2011.06.30

10 神田外語大学 タイ ブラパー大学 2010.08.05 ～ 2011.02.05 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

韓国 仁川大学校 2011.02.10 ～ 2011.12.16

中国 広東外語外貿大学 2010.08.26 ～ 2011.07.08

オランダ オランダ国立南大学 2010.08.26 ～ 2011.07.16

12 神戸松蔭女子学院
大学

インドネシア ハサヌディン大学 2011.02.11 ～ 2011.03.15 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

13 神戸女子大学 ニュージーランド オークランド工科大学 2010.08.16 ～ 2010.09.03 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

14 神戸親和女子大学 オーストラリア シドニー大学 2010.08.19 ～ 2010.09.05 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 国際基督教大学 オーストラリア ヴィクトリア州教育省 2011.03.15 ～ 2011.03.27 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

16 埼玉大学 中国 北京師範大学 2011.03.13 ～ 2011.03.26 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

17 札幌国際大学 中国 吉林師範大学 2011.03.05 ～ 2011.03.26 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

韓国 柳韓大学 2010.09.01 ～ 2010.09.07

中国 大連大学 2010.09.04 ～ 2010.09.11

11

18

9

山陽学園大学 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

関西外国語大学 中国 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

京都外国語大学 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
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日本語事業費

助成対象機関 対象国 受入機関 事業内容期間

19 四国学院大学 韓国 韓南大学校 2010.10.24 ～ 2010.11.02 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

韓国 東西大学校 2011.03.01 ～ 2011.03.31

中国 西安外国語大学 2011.02.28 ～ 2011.04.05

中国 大連外国語学院 2010.10.09 ～ 2010.12.17

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 2011.02.11 ～ 2011.03.20

ノルウェー オスロ大学 2010.09.06
2011.01.27

～
～

2010.12.05
2011.09.25

ハンガリー ブタペスト商科大学 2011.02.21 ～ 2011.03.08

韓国 韓陽女子大学 2010.08.29 ～ 2010.09.11

韓国 西江大学校 2011.03.16 ～ 2011.03.25

ベトナム ハノイ国家大学人文社会科学大学 2010.09.12 ～ 2010.09.26

22 信州大学 韓国 カトリック大学校 2010.08.27 ～ 2010.09.26 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

マレーシア マレーシア工科大学 2010.07.16 ～ 2010.08.10

フランス パリ第七大学 2011.03.05 ～ 2011.03.27

スロベニア リュブリャーナ大学 2010.07.03 ～ 2010.07.10

20

21

23

城西国際大学 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

昭和女子大学 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

筑波大学 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
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日本語事業費

助成対象機関 対象国 受入機関 事業内容期間

中国 上海外国語大学 2011.03.06 ～ 2011.03.19

中国 香港大学 2011.02.08
2011.03.06

～
～

2011.02.18
2011.03.12

シンガポール シンガポール国立大学 2011.02.23 ～ 2011.03.17

タイ シーナカリンウイロート大学 2011.02.04 ～ 2011.02.19

オーストラリア オーストラリア国立大学 2011.03.02 ～ 2011.03.21

ニュージーランド ウェリントン・ヴィクトリア大学 2010.09.12 ～ 2010.09.27

イタリア ヴェネチア大学 2011.02.28 ～ 2011.03.15

スウェーデン ルンド大学 2011.03.13 ～ 2011.03.30

スペイン マドリード自治大学 2011.02.19 ～ 2011.03.14

スロベニア リュブリャーナ大学 2011.02.27 ～ 2011.03.13

ルーマニア ブカレスト大学 2011.03.09 ～ 2011.03.23

オーストラリア ヴィクトリア州教育訓練省 2010.08.07 ～ 2010.09.04

ニュージーランド OKCオセアニア交流センター 2011.02.19 ～ 2011.03.20

韓国 平澤大学校 2010.09.05 ～ 2010.09.18

ドイツ トリアー大学 2010.11.06 ～ 2010.12.05

韓国 忠南大学校 2011.03.08 ～ 2011.03.23

タイ サイアム大学 2011.01.30 ～ 2011.02.16

28 日本女子大学 スロベニア リュブリャーナ大学 2011.02.13 ～ 2011.02.27 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

29 一橋大学 中国 北京大学 2011.02.24 ～ 2011.03.13 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

24

25

26

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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

東京外国語大学 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

同志社女子大学 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

東北大学 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

東北学院大学
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助成対象機関 対象国 受入機関 事業内容期間

韓国 慶南大学校 2011.03.14 ～ 2011.04.03

韓国 国民大学校 2011.03.06 ～ 2011.03.19

中国 香港城市大学 2011.02.20 ～ 2011.03.19

タイ College of Asian Scholars 2010.08.08 ～ 2010.08.27

オーストラリア 西オーストラリア大学 2011.02.28 ～ 2011.06.22

韓国 建国大学校 2011.03.07 ～ 2011.03.18

中国 中山大学 2011.02.28 ～ 2011.03.18

インドネシア ブラウィジャヤ大学 2011.02.28 ～ 2011.03.18

ニュージーランド オークランド大学 2011.03.07 ～ 2011.03.25

英国 オックスフォード・ブルックス大学 2011.03.07 ～ 2011.03.25

中国 北京大学 2011.02.24 ～ 2011.03.17

オーストラリア シドニー大学 2011.03.04 ～ 2011.03.17

33 武庫川女子大学 韓国 韓南大学校 2010.08.16 ～ 2010.08.21 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

オーストリア ウィーン大学 2010.09.21 ～ 2011.02.18

フランス セルジ・ポントワーズ大学 2011.02.26 ～ 2011.03.20

ドイツ ハンブルク大学 2011.03.27 ～ 2011.08.07

ポーランド ヤギェロン大学 2010.09.24 ～ 2011.02.18

35 盛岡大学 カナダ Camosun College 2011.02.19 ～ 2011.03.07 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

36 安田女子大学 タイ スィーパトゥム大学 2010.08.08 ～ 2010.09.11 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

31

32

34

30

桃山学院大学 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

文教大学 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

広島大学 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

姫路獨協大学 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与

－181－



日本語事業費

助成対象機関 対象国 受入機関 事業内容期間

韓国 暻園大学校 2011.03.12 ～ 2011.04.02

中国 大連外国語大学 2011.03.12 ～ 2011.04.02

米国 ハワイ大学カピオラニ校 2011.02.26 ～ 2011.03.19

38 日本語教育学会助
成

東アジア地域区分
困難

2010.04.01 ～ 2010.12.31 社団法人日本語教育学会が実施する国際研究大会に対し助成金を
交付

37 立命館大学大学院 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・発展及び大学間ネットワーク構築
に寄与
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 ２．日本語派遣・助成費 ／ (6) 日本語専門家派遣（日本語指導助手）

合計額 48,007,344 円

氏名 対象国 受入機関 事業内容

1 武内　博子 インドネシア ジャカルタ日本文化センター 2010.04.12 ～ 2012.04.11 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

2 町田　佳帆梨 インドネシア ジャカルタ日本文化センター 2010.04.12 ～ 2012.04.19 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

3 武田　素子 タイ バンコク日本文化センター 2010.04.22 ～ 2012.04.21 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援

4 三宅　絵梨 フィリピン マニラ日本文化センター 2010.06.01 ～ 2012.05.31 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援

5 福永　達士 ベトナム ベトナム日本文化交流センター 2008.08.25 ～ 2010.08.24 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

6 宇住庵　真弓 ベトナム ベトナム日本文化交流センター 2010.04.04 ～ 2012.04.10 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

7 寺岡　佑季子 ベトナム ベトナム日本文化交流センター 2010.08.26 ～ 2012.08.25 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援

8 中村　紗弥子 イタリア ローマ日本文化会館 2010.04.20 ～ 2012.04.19 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

9 村中　雅子 フランス パリ日本文化会館 2008.07.09 ～ 2010.07.08 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

10 折笠　友美 フランス パリ日本文化会館 2010.07.12 ～ 2012.07.11 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援

11 下村　朱有美 ウクライナ キエフ国立言語大学 2010.08.14 ～ 2012.08.13 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援

12 宮崎　玲子 ハンガリー ブダペスト日本文化センター 2009.09.07 ～ 2011.03.06 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

13 中尾　有岐 ブルガリア ソフィア大学 2008.08.16 ～ 2010.08.15 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

14 武田　英里子 ブルガリア ソフィア大学 2010.08.30 ～ 2012.08.29 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援

同一機関もしくは近隣に派遣されている日本語上級専門家もしくは日本語専門家の指導のもと、国際交流基金海外拠点や高等教育機関、中等教育機関日本語講座における授業担
当や日本語専門家業務の補佐を行う。

期間
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日本語事業費

氏名 対象国 受入機関 事業内容期間

15 荒井　淳一 ポーランド 京都クラクフ基金日本語学校 2010.09.16 ～ 2012.09.15 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援。

16 岩崎　かほり ポーランド 日本美術技術博物館（THE CENTER OF
JAPANESE ART AND TECHNOLOGY
“MANGGHA”）

2008.09.10 ～ 2010.09.09 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

17 宇都宮　絵理 ルーマニア ブカレスト大学 2008.08.31 ～ 2010.08.31 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

18 府川　未来 ルーマニア ブカレスト大学 2010.09.13 ～ 2012.09.12 日本語専門家の指導の下、受入機関の日本語講座を担当。任国に
おける日本語教育普及事業を支援

19 冨永　正人 シリア ダマスカス大学 2008.08.20 ～ 2010.07.31 日本語教育専門家の指導の下、日本語の授業、教材作成、教師研
修の企画・実施、学校訪問等を実施

 ２．日本語派遣・助成費 ／ (7) 日本語専門家派遣（日本語シニア専門家）

合計額 7,045,539 円

氏名 対象国 受入機関 事業内容

1 伊勢田　涼子 インド ニューデリー日本文化センター 2010.07.02 ～ 2013.07.01 任国の国際交流基金海外拠点において、任国の教師研修、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

期間

日本語シニア専門家は、基金海外拠点主任アドバイザー等として派遣され、現地日本語教師の育成、教材・カリキュラム・教授法に関するコンサルティング、日本語教師間の
ネットワーク構築支援等、派遣先国・機関における安定的な日本語教育の実施や質的改善に必要な支援を行う。
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 ２．日本語派遣・助成費 ／ (8) さくら中核事業（基金海外拠点）

国際交流基金海外拠点が実施する、当該国・地域の日本語教育全体の普及・拡大・発展に寄与する波及効果の高い事業を実施する。

合計額 283,913,718 円

実施機関 対象国 事業内容

1 ソウル日本文化センター 韓国 2010.04.01 ～ 2011.03.31 韓国における日本語普及のため、アドバイザー業務、中等日本語教師研修、地方日本
語教師会等への出講、釜山駐在日本語教育専門家による日本語教育アドバイザー業
務、日本語講座、日本語教師サロン、日本語教育少額助成、シンポジウム「中等日本
語教育の活性化」の事業を実施

2 北京日本文化センター 中国 2010.04.01 ～ 2011.03.31 中国における日本語普及のため、全国中等日本語教師研修会、全国大学日本語教師研
修会、巡回指導、小規模助成、日本語教育普及のための予備調査、日本語教育アドバ
イザー活動、日本語国際センター訪日研修修了生研修会の事業を実施

3 ジャカルタ日本文化センター インドネシア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 インドネシアにおける日本語普及のため、日本語教育アドバイザー業務、日本語教師
研修、教師会活動支援、日本語教科書『さくら』支援、インドネシア日本語教育学会
活動支援、日本語弁論大会、漢字カップ、日本語履修者高校生向け進路学習会、派遣
専門家連絡会議、インドネシア外務省入省日本語試験、インドネシア日本留学フェ
ア、日本文化センターにおける日本語教師研修講座及び日本語講座の事業を実施

4 バンコク日本文化センター タイ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 タイにおける日本語普及のため、教師研修、教師・学習者向け活動、セミナー・研修
会・広域活動強化事業、日本語教育アドバイザー業務、日本語講座の事業を実施

5 マニラ日本文化センター フィリピン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 フィリピンにおける日本語普及のため、中等教育における日本語教育導入支援、教師
研修の拡充、ネットワーク形成促進、学習者奨励活動、小規模助成の事業を実施

6 ベトナム日本文化交流センター ベトナム 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ベトナムにおける日本語普及のため、中等教育支援事業（日本語導入試行プロジェク
ト）、大学教員等一般向け研修・セミナー、日本語学習者活動支援事業、日本語教育
機関活動支援（小規模助成）、活動企画評価・成果広報の事業を実施

7 クアラルンプール日本文化センター マレーシア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 マレーシアにおける日本語普及のため、アドバイザー業務、中等教育支援、教師研
修、学習者支援、日本語講座運営の事業を実施

8 ニューデリー日本文化センター インド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 インド及び周辺諸国における日本語普及のため、中等教育段階の安定化・拡大プロ
ジェクト、全インド及び南アジア地域協力連合（SAARC）諸国のネットワーク形成プ
ロジェクト、中等教育段階の新規開拓プロジェクト、高等教育段階の新規開拓ならび
に安定化プロジェクトを実施

9 シドニー日本文化センター オーストラリア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 オーストラリアにおける日本語普及のため、日本語教師短期集中研修会、ニュージー
ランド及びオーストラリア各州への支援とネットワーク強化、日本語学習者向けイベ
ントの運営、現地日本語アドバイザー雇用経費支援、教材開発、一般学習者向け日本
語講座運営およびJF日本語教育スタンダードとの連携の検証、小規模助成、オンライ
ン日本語講座運営の事業を実施

10 トロント日本文化センター カナダ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 カナダにおける日本語普及のため、日本語教育アドバイザー業務、日本語教育専門家
の配置、ブリティッシュ・コロンビア州の日本語教育支援等検討のための調査、日本
語講座開設・導入に向けてのアドボカシー活動、日本語能力試験実施機関関係者のた
めの説明会・意見交換会、オンライン日本語教師養成研修講座、日本語教育ローカル
グラントプログラムの事業を実施

期間
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日本語事業費

実施機関 対象国 事業内容期間

11 ロサンゼルス日本文化センター 米国 2010.04.01 ～ 2011.03.31 米国における日本語普及のため、米国教育関係者招へい事業、日本語教育次世代リー
ダー育成研修、教員免許取得・維持のための特別助成、学習者奨励活動助成、謝金助
成、教材購入助成、Advanced Placement Program（AP）日本語関連事業への支援、日
本語教育ミニグラント、情報交流、アドボカシーキットDVD作成の事業を実施

12 メキシコ日本文化センター メキシコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 メキシコにおける日本語普及のため、El Patioの発行を含む広報活動、弁論大会及
び地方勉強会巡回指導のための地方出張、日本語教育アドバイザー業務の事業を実施

13 サンパウロ日本文化センター ブラジル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ブラジルにおける日本語普及のため、日本語教育専門家出張指導、教員研修会等支援
事業、日本語教師支援プログラム、日本語教材アドバイス業務、弁論大会等支援事
業、日本語学習者研修会等支援事業、教員養成課程立上支援事業、ブラジル日本語教
育環境マップ調査、日本語教育機関立上支援事業の事業を実施

14 ローマ日本文化会館 イタリア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 イタリアにおける日本語普及のため、日本語講座、セミナー・巡回指導、日本語教師
会支援、日本語会話会、日本語教師研修の事業を実施

15 ロンドン日本文化センター 英国 2010.04.01 ～ 2011.03.31 英国における日本語普及のため、初等教育機関への日本語教育導入、日本語研修事
業、日本語プロモーション事業、日本語教育少額助成、日本語教師のためのオンライ
ン日本語講座、日本語スピーチコンテスト、日本語情報提供・情報収集の事業を実施

16 マドリード日本文化センター スペイン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 スペインにおける日本語普及のため、日本語教育シンポジウム、日本語教育セミ
ナー、日本語教育機関巡回指導、小規模助成、日本語教育リソースセンター、日本語
学習体験ブース出展の事業を実施

17 ケルン日本文化会館 ドイツ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ドイツにおける日本語普及のため、日本語講座、日本語教師会支援事業、ベルリン日
本語教師研修、アドバイザー業務の事業を実施

18 パリ日本文化会館 フランス 2010.04.01 ～ 2011.03.31 フランスにおける日本語普及のため、アドバイザー業務、欧州日本語教師研修会、小
規模助成（フランス日本語教師会シンポジウム）、学習者奨励事業（日本語スピーチ
コンテスト、マンガと日本語コンテスト）、日本語教師研修（日本語教師のための研
修会、中等教育機関日本語教師研修）、日本語講座（中級講座）、日本語で遊ぼう
（出張講座）、エキスポラング2011ブース出展の事業を実施

19 ブダペスト日本文化センター（交付金
事業）

ハンガリー 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ハンガリーにおける日本語普及のため、日本語講座、中東欧日本語教育研修会2010、
アドバイザー活動の事業を実施

20 ブダペスト日本文化センター（運用益
事業）

ハンガリー 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ハンガリーにおける日本語普及のため、民間団体との協力による日本・ハンガリー協
力フォーラム日本語教育特別事業（教師給与援助、教材寄贈、教師研修、教材開発、
助成事業）を実施

21 モスクワ日本文化センター ロシア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ロシアにおける日本語普及のため、日本語講座、日本語教材セミナー、独立国家共同
体（CIS）日本語弁論大会、独立国家共同体（CIS）日本語教師研究発表会、初中等教
育日本語弁論大会、地方日本語教育拠点共催事業、教材セット制作・巡回貸与事業
『となりの国　ニホンを知ろう！』、日本語教育フェスティバル、アドバイザー業
務、モスクワ日本語学科長会議、独立国家共同体（CIS）専門家会議、図書閲覧室蔵
書拡充の事業を実施
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実施機関 対象国 事業内容期間

22 カイロ日本文化センター エジプト 2010.04.01 ～ 2011.03.31 エジプトにおける日本語普及のため、日本語講座、中東日本語教育セミナー、アドバ
イザー海外出張指導、国内教師養成、JF日本語教育スタンダード開発検証、小規模助
成、リソースセンター充実、カイロ大学日本語学科創設35周年記念日本研究シンポジ
ウムの事業を実施

23 中等日本語・日本文化紹介キット作成 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 中等教育段階での日本語教育導入支援の一環として、広く汎用性のあるレアリア教材
（日本語学習用実物教材）セットを作成、導入に取り組む教育機関等に提供
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日本語事業費

 ２．日本語派遣・助成費 ／ (9) さくら中核事業（非基金海外拠点）

合計額 20,787,948 円

助成対象機関 対象国 事業内容

1 韓国日本語教育研究会 韓国 2010.08.13 韓国における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである当
該機関が実施する「全国日本語授業研究発表大会」の実施経費を助成

2 香港日本語教育研究会 中国 2010.07.15 ～ 2011.03.28 中国における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである当
該機関が実施する日本語教師を対象とした「香港中等日本語教育の高校教師研修」、
「中、上級日本語におけるITと生教材を利用した日本語教授法」及び「初・中等日本
語教材購入」の実施経費を助成

3 インドネシア中学校・高等学校日本語
教師会

インドネシア 2010.06.17 ～ 2010.06.19 インドネシアにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバー
である当該機関が実施する日本語教師を対象とした「インドネシア中学校・高等学校
日本語教師会：地域間ネットワーク形成研究シンポジウム」の実施経費を助成

4 インドネシア日本語教育学会 インドネシア 2010.10.20 ～ 2010.10.21 インドネシアにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバー
である、当該機関が実施する日本語教師を対象としたシンポジウム「第二言語習得研
究」の実施経費を助成

5 スラバヤ国立大学 インドネシア 2010.10.16 ～ 2010.10.17 インドネシアにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバー
である当該機関が実施する日本語教師を対象とした「日本語教師専門の能力を高める
国際シンポジウム及びワーク・ショップ」の実施経費を助成

6 王立プノンペン大学 カンボジア 2010.05.01 ～ 2010.08.20 カンボジアにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーで
ある当該機関が実施する日本語学習者を対象とした「地域巡回日本語・日本文化セミ
ナー」の実施経費を助成

7 シンガポール日本語教師の会
（Japanese Language Teachers'
Association in Singapore：JALTAS）

シンガポール 2010.05.31 ～ 2010.12.05 シンガポールにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバー
である当該機関が実施する日本語学習者を対象とした「日本語フォトエッセイコンテ
スト」及び日本語教師を対象としたセミナー「青木直子教授招へい事業」の実施経費
を助成

8 チュラロンコン大学 タイ 2011.03.01 ～ 2011.03.31 タイにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである当
該機関が実施するシンポジウム「非母語話者日本語教師の日本語の読解力及び読解教
育能力の向上」の実施経費を助成

9 ハノイ国家大学外国語大学 ベトナム 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ベトナムにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーであ
る当該機関が実施する日本語教師を対象とした研修事業「ベトナムにおける高度な日
本語・日本研究者養成プログラム」の実施経費を助成

10 ハノイ大学日本語学部 ベトナム 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ベトナムにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーであ
る当該機関が実施する「教師会及びベトナム人学習者向け教材検討ワークショップ」
の実施経費を助成

国際交流基金海外拠点以外のさくらネットワーク中核メンバーが実施する、当該国・地域の日本語教育全体の普及・拡大・発展に寄与する波及効果の高い事業経費の一部を助成
する。

期間
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日本語事業費

助成対象機関 対象国 事業内容期間

11 貿易大学（ハノイ本校） ベトナム 2011.01.14 ～ 2011.01.15 ベトナムにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーであ
る当該機関が実施するシンポジウム「ベトナムにおける日本語使用人材の実態及び日
本語教育促進」の実施経費を助成

12 ケラニア大学 スリランカ 2010.04.01 ～ 2010.09.30 スリランカにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーで
ある当該機関が実施する教材制作事業「日本語教科書Aレベルプロジェクト」の実施
経費を助成

13 カナダ日本語教育振興会 カナダ 2010.08.13 ～ 2010.08.15 カナダにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである
当該機関が実施する日本語教師を対象としたシンポジウム「カナダ日本語教育振興会
2010年度年次大会」の実施経費を助成

14 サンフランシスコ州立大学 米国 2011.03.05 ～ 2011.03.06 米国における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである当
該機関が実施する日本語教師を対象としたシンポジウム「日本語実用言語学国際大
会」の実施経費を助成

15 全米日本語教師会（NCJLT) 米国 2010.04.01 ～ 2010.11.30 米国における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである当
該機関が実施する日本語教育関係者を対象としたアドボカシー事業「全米における日
本語教育会での連携強化・アドボカシー促進プロジェクト」の実施経費を助成

16 全米日本語教師会連合（AATJ) 米国 2010.04.01 ～ 2010.10.31 米国における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである当
該機関が実施する「全米規模の日本語教育団体(日本語教師会（NCJLT）、日本語・日
本文学学会（ATJ））の統合に向けたワーキング・グループ会合」の実施経費を助成

17 社団法人メキシコ日本語教師会 メキシコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 メキシコにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーであ
る当該機関が実施する日本語教師・学習者を対象とした「2010年度日本語教育シンポ
ジウム」「2010年度日本語教師短期集中講座」、「第27回メキシコ日本語弁論大会」
「日本語教育教材購入」「メキシコ日本人日本語教師支援プログラム」「第2回地方
勉強会」「非日本語話者日本語教師のための研修会」等の実施経費を助成

18 ロンバルディア州ミラノ県中等教育監
理監督局

イタリア 2011.01.01 ～ 2011.03.31 イタリアにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーであ
る当該機関が実施する日本語教師を対象とした「北イタリア日本語教師セミナー：漢
字指導法及びヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of Reference
for Languages：CEFR）とJF日本語教育スタンダードについての勉強会」の実施経費
を助成

19 英国日本語教育学会（BATJ） 英国 2010.04.01 ～ 2011.03.31 英国における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである当
該機関が実施する日本語学習者を対象とした「第6回大学生のための日本語スピーチ
コンテスト」、及び日本語教師・日本語教育関係者を対象とした「第13回英国日本語
教育学会（British Association for Teaching Japanese as a Foreign Language：
BATJ）」「セミナー・ワークショップ、研修会」の実施経費を助成

20 キエフ国立大学 ウクライナ 2011.03.25 ～ 2011.03.26 ウクライナ及び周辺国・地域における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さく
ら中核メンバーである当該機関が実施する日本語教育・日本語研究関係者を対象とし
た「第3回全ウクライナ国際公開シンポジウム」の実施経費を助成

21 ハンガリー日本語教師会 ハンガリー 2010.04.01 ～ 2011.03.20 ハンガリーにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーで
ある当該機関が実施する日本語学習者を対象とした「第18回日本語スピーチコンテス
ト」の実施経費を助成
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助成対象機関 対象国 事業内容期間

22 ヤギェロン大学 ポーランド 2010.05.04 ～ 2010.05.09 ポーランド及び周辺国・地域における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さく
ら中核メンバーである当該機関が実施する日本語学習者を対象とした「国際日本学学
生ワークショップ」の実施経費を助成

23 極東国立人文大学 ロシア 2010.09.30 ～ 2010.10.01 ロシアにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである
当該機関が実施する日本語学習者及び日本語教師を対象とした「第15回ロシア極東・
東シベリア日本語弁論大会」「第14回ロシア極東・東シベリア日本語セミナー」の実
施経費を助成

24 ノボシビルスク国立大学 ロシア 2011.03.18 ～ 2011.03.20 ロシアにおける日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中核メンバーである
当該機関が実施する「第3回シベリア日本及び日本語研究・日本語教育シンポジウ
ム」の実施経費を助成

25 土日基金文化センター トルコ 2010.08.21 ～ 2010.08.22 トルコ及び周辺国・地域における日本語教育の普及・拡大・発展を目的に、さくら中
核メンバーである当該機関が実施する日本語教育関係者を対象とした「第3回トゥル
ク諸国日本語教育セミナー」の実施経費を助成

 ２．日本語派遣・助成費 ／ (10) 日本語普及活動助成

合計額 34,354,247 円

助成対象機関 対象国 事業内容

1 INI情報技術専門学校 モンゴル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成。更に日本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経
費の一部を助成

2 モンゴル国立科学技術大学 モンゴル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第9回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成。 海外の日
本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が
必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

3 モンゴル国立大学モンゴル言語文化学
部

モンゴル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

4 モンゴル日本語教師会 モンゴル 2010.10.16 ～ 2010.10.17 モンゴルの日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベルアップ
を目的とした「2010年モンゴル日本語教育シンポジウム」の開催経費の助成

5 王立プノンペン大学 カンボジア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第14回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成。 海外の
日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師
が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

6 ミエンチェイ大学 カンボジア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

期間

国際交流基金海外拠点からの直接支援が届きにくい国において、当該国の日本語教育機関・団体が実施する日本語教師及び日本語学習者を対象とした日本語普及活動の実施経費
の一部を助成する。
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日本語事業費

助成対象機関 対象国 事業内容期間

7 シンガポール日本文化協会 シンガポール 2010.07.04 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第41回日本大使杯日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

8 ブルネイ教育省技術教育局生涯教育課 ブルネイ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第24回ブルネイ日本語弁論大会」実施経費の一部を助成。 海外の日
本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が
必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

9 ブルネイ・ダルサラーム大学 ブルネイ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

10 マンダレーYMCA（ヒトセンター） ミャンマー 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

11 ミャンマー元日本留学生協会 ミャンマー 2010.06.05 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第11回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

12 ラオス国立大学 ラオス 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成。また海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあた
り、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

13 ラオス日本人材開発センター ラオス 2011.03.13 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第8回ラオス日本語スピーチ大会」実施経費の一部を助成

14 WS/JAYAウィド・ヤーカラ・バーリ
カー・ウィドヤーラヤ

スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

15 スリーパーリ・カレッジ スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

16 スリランカ日本語教育協会 スリランカ 2010.11.17 ～ 2011.03.02 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第23回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

17 セントジョーサフ女子学校 スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

18 セントラル・カレッジ・ピリヤンダラ スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

19 ソニキマ日本語センター スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

20 ダルマセーナ・アーティガラ・バーリ
カー・ウィディヤラヤ・ケスベーワ

スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

21 ミヌ／ディーエス・セーナーナーヤカ
・ナショナル・スクール・ミーリガマ

スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

22 ミヌスリ・ナーノダヤ・イスル・セン
トラルカレッジ

スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

－191－



日本語事業費

助成対象機関 対象国 事業内容期間

23 メタテクノ・ランカ スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

24 ルフナ大学 スリランカ 2010.04.01 ～ 2011.04.30 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部及び講師・スタッフの謝金の一部
を助成

25 第一日本語学院 ネパール 2010.04.01 ～ 2011.03.01 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

26 ニューインターナショナル・ランゲー
ジ・インスティチュート

ネパール 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

27 ネパール日本語教師協会 ネパール 2011.06.18 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第30回日本語弁論大会2010年」実施経費の一部を助成

28 やさしさ日本語学院 ネパール 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部、日
本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を
助成

29 イスラマバード国立現代語大学 パキスタン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第26回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成。 海外の日本語学習
の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とす
る教材・副教材の購入経費の一部を助成

30 オイスカ エコロジカル ソーシャル
ワィフェアー オーガネゼーション

パキスタン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

31 パキスタン･日本文化協会（シンド） パキスタン 2011.03.27 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第25回カラチ日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

32 Japanese Universities Alumni
Association in Bangladesh（JUAAB）
日本語学校

バングラデシュ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部、日
本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を
助成

33 カタカリ・ラングイズ・センター バングラデシュ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

34 オーストラリア関係教育省特別助成
（西オーストラリア州教育訓練省）

オーストラリア 2009.04.01 ～ 2010.04.01 日本語専門家派遣終了後のオーストラリア関係教育省に対する現地化・自立化のため
の現地講師謝金助成

35 オーストラリア関係教育省特別助成
（ビクトリア州教育省）

オーストラリア 2009.04.01 ～ 2010.04.01 日本語専門家派遣終了後のオーストラリア関係教育省に対する現地化・自立化のため
の現地講師謝金助成

36 サモア国立大学 サモア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第10回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成。 海外の
日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師
が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

－192－



日本語事業費

助成対象機関 対象国 事業内容期間

37 アカデミックカレッジグループ・シニ
アカレッジ

ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

38 ウェリントン・ヴィクトリア大学 ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

39 オタゴ・サウスランド日本語教師会 ニュージーランド 2010.07.01 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「サウスランド日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

40 オタゴ大学 ニュージーランド 2011.01.20 ～ 2011.01.24 ニュージーランドの日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベ
ルアップを目的としたシンポジウム「認知言語学と第二言語習得」の開催経費の助成

41 オレワカレッジ ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

42 カンタベリー日本語教師会 ニュージーランド 2010.10.30 ～ 2010.11.26 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「『こんにちは』日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

43 グリーン・ベイ・ハイスクール ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

44 ビューヒル小学校 ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

45 ヘンダーソン高校 ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

46 マッセイ大学言語学科東アジアプログ
ラム

ニュージーランド 2010.08.20 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第19回マッセイ大学日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助
成

47 ラファエルハウス・ルドルフ・シュタ
イナー校

ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

48 ロズミニカレッジ ニュージーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

49 エルサルバドル大学外国語センター エルサルバドル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

50 エルサルバドル大学人文科学部言語学
科

エルサルバドル 2010.11.27 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第8回エルサルバドル日本語スピーチコンテスト　2010」実施経費の
一部を助成

51 ハバナ大学外国語学部 キューバ 2010.06.26 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第15回ハバナの日本語弁論大会」実施経費の一部を助成
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52 コスタリカ日本人会 コスタリカ 2010.08.27 ～ 2010.09.04 中米カリブ諸国の日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベル
アップを目的とした「第2回中米カリブ日本語教育セミナー」の開催経費の助成。 日
本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起することを
目的とした、「第10回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

53 アペック大学 ドミニカ共和国 2010.11.14 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第1回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

54 中米大学 ニカラグア 2010.05.01 ～ 2011.02.18 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第13回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成。 海外の
日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師
が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

55 ホンジュラス帰国留学生の会 ホンジュラス 2010.09.01 ～ 2010.10.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第4回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

56 社団法人在亜日本語教育連合会 アルゼンチン 2010.11.07 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第18回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

57 在ウルグアイ日本人会 ウルグアイ 2010.10.16 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第20回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

58 富士野 エクアドル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

59 コロンビア日系人協会付属日本語学校 コロンビア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成。日本語学習者の動機付け
やレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起することを目的とした「第20回コ
ロンビア・カリ日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

60 パラグアイ日本人会連合会 パラグアイ 2010.08.27 ～ 2010.08.28 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第22回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

61 ペルー日系人協会 ペルー 2010.10.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第30回全国日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

62 国立アイスランド大学 アイスランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第7回日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成。 海外の日
本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が
必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

63 ハムラフリズ高等学校 アイスランド 2010.04.01 ～ 2010.04.17 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第1回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

64 アイルランド日本語教師会 アイルランド 2011.03.06 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第9回アイルランド日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

65 アイルランド国立大学コーク校 アイルランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部、日
本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を
助成
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66 アムステルダム経済大学 オランダ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

67 エラスムス大学ロッテルダム オランダ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

68 ロッテルダム職業大学 オランダ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

69 日本文化研究会 ギリシャ 2010.05.08 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第30回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

70 スイス日本語教師の会 スイス 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成。スイス及びリヒテンシュ
タインの日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベルアップを
目的とした「第18回日本語教育セミナー」の開催経費の助成

71 ヨーテボリ大学文学部言語文学学科
日本語科

スウェーデン 2010.07.01 ～ 2011.06.30 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

72 オーフス大学 デンマーク 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

73 ノルウェー国立オスロ大学文化東洋
言語学部

ノルウェー 2010.08.15 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

74 フィンランド日本語日本文化教師の会 フィンランド 2011.03.26 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第26回日本語で語る会」実施経費の一部を助成

75 ヨウツェノ成人学校 フィンランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

76 ベルギー日本語教師会 ベルギー 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

77 ルーヴァン・カトリック大学 ベルギー 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成。欧州における日本語教育
のカリキュラム・教材作成に参照できるものを作成することを目的に、ベルギー及び
フランスの共催で実施するヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework
of Reference for Languages：CEFR）の日本語に関する研究プロジェクト「CEFR B1･
B2の言語活動・能力を考えるプロジェクト―B1レベルの口頭活動を考える―」の実施
経費の一部を助成

78 リスボン新大学言語研究所 ポルトガル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

79 エッシュ･シュア･アルゼット市フベ
ル･クレマン公立中高校

ルクセンブルク 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成
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80 ルクセンブルグ市ギャルソン公立中高
校

ルクセンブルク 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

81 バクー国立大学 アゼルバイジャン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第9回バクー日本語弁論大会」実施経費の一部を助成。 海外の日本語
学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要
とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

82 ウクライナ日本語教師会 ウクライナ 2010.09.25 ～ 2011.03.26 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第15回ウクライナ日本語弁論大会」実施経費の一部を助成。 ウクラ
イナの日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベルアップを目
的とした「第10回ウクライナ日本語教育セミナー」の開催経費の助成

83 ウズベキスタン国立世界言語大学 ウズベキスタン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

84 ウズベキスタン日本語教師会 ウズベキスタン 2010.05.29 ～ 2011.03.28 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第19回ウズベキスタン日本語弁論大会」実施経費の一部を助成。 ウ
ズベキスタンの日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベル
アップを目的とした「ウズベキスタン日本語教育セミナー」の開催経費の助成

85 国立東洋学大学付属ユヌサバッドリ
ツェー

ウズベキスタン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

86 タシケント国立東洋学大学 ウズベキスタン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

87 カザフスタン日本語教師会 カザフスタン 2011.03.12 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第13回カザフスタン日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

88 カザフスタン日本人材開発センター カザフスタン 2010.10.01 ～ 2011.09.30 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

89 キルギス日本語教師会 キルギス 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「2011年キルギス共和国日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

90 ザグレブ大学哲学部インド・極東学科
日本研究

クロアチア 2010.05.08 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第10回日本語発表会・スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

91 日本センター・ブルノ チェコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

92 アザジ名称世界言語大学 トルクメニスタン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

93 キリル・メトディ国際基金 ブルガリア 2010.04.10 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第16回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

94 ミンスク国立言語大学 ベラルーシ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成
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95 京都クラクフ基金日本語学校 ポーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

96 ブロツワフ経済大学 ポーランド 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

97 ポーランド日本語教師会 ポーランド 2011.03.26 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第32回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

98 モルドバ日本交流財団 モルドバ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第6回モルドバ日本語弁論大会」実施経費の一部を助成。 海外の日本
語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が必
要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

99 日本語弁論大会実行委員会 ラトビア 2011.03.01 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第10回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

100 ラトビア大学現代言語学部アジア学科 ラトビア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

101 リーガ文化学校 ラトビア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部、日
本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を
助成

102 ルーマニア日本語教師会 ルーマニア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 ヨーロッパの日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベルアッ
プを目的とした「第15回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム」の開催経費の助成。
日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第15回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成。 海外の日本語学習
の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とす
る教材・副教材の購入経費の一部を助成

103 日本UAE文化センター アラブ首長国連邦 2010.06.13 ～ 2010.06.17 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第3回サマーキャンプ2010（日本文化紹介･日本語教育振興）」実施経
費の一部を助成

104 イエメン日本友好協会 イエメン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第7回スピーチ・コンテスト」実施経費の一部を助成。 海外の日本語
学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要
とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

105 ハイファ大学 イスラエル 2010.06.06 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第2回全国日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

106 ヘブライ大学 イスラエル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

107 オマーン・日本友好協会 オマーン 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部、日
本語講座を行うにあたり、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を
助成
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108 シリア日本語教師会 シリア 2010.11.11 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第13回シリア日本語スピーチコンテスト」実施経費の一部を助成

109 アンカラ大学 トルコ 2010.08.20 ～ 2010.08.21 トルコの日本語教育関係者のネットワーク化の促進及び日本語教師のレベルアップを
目的としたシンポジウム「第9回トルコ日本語教師会大会」の開催経費の助成

110 アンカラ日本語弁論大会実行委員会 トルコ 2010.10.24 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第19回アンカラ日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

111 イスタンブール日本語弁論大会実行委
員会

トルコ 2011.03.12 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第20回イスタンブール日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

112 エルジェス大学　文理学部 トルコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

113 土日基金文化センター トルコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

114 ネヴシェヒル大学 トルコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

115 ヨルダン大学 ヨルダン 2011.03.05 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第14回日本語弁論大会」実施経費の一部を助成

116 ドイツインスティテュート日本語クラ
ス

モロッコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

117 ハッサン2世モハメディア・カサブラ
ンカ大学ベンムシック校

モロッコ 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

118 モハメッド5世大学 モロッコ 2010.09.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

119 高等商業学院 コンゴ民主共和国 2010.10.01 ～ 2011.08.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

120 元国費留学生会 コンゴ民主共和国 2011.03.01 ～ 2012.02.28 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成

121 アフリカ・アジア文化センター（ダ
カール高等経営学院）

セネガル 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

122 アフリカ高等経営センター セネガル 2011.02.26 日本語学習者の動機付けやレベルの向上、日本語教育への周囲の関心を喚起すること
を目的とした「第3回セネガル日本語コンクール」実施経費の一部を助成

123 国立ドドマ大学 タンザニア 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、日本語講座を行うにあたり、日本
語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成

124 日マ日本語学校 マダガスカル 2010.04.01 ～ 2011.01.31 海外の日本語学習の基盤を強化することを目的に、講師・スタッフの謝金の一部を助
成
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日本語事業費

 ３．研修事業費 ／ (1) EPA研修（交付金）

日本とインドネシア及びフィリピンとの経済連携協定に基づき、日本に受け入れる看護師・介護福祉士候補者に対し、来日前に現地で日本語研修を行う。

合計額 10,472,421 円

事業名 対象国 実施場所 事業内容

1 経済連携協定（EPA)に基づくインドネ
シア人看護師・介護福祉士候補者日本
語予備教育準備

インドネシア 教育省語学教員研
修所

2011.01.21 ～ 2012.03.31 平成23年度EPA日本語予備教育事業の実施に向けての準備、調査を
実施

2 経済連携協定（EPA)に基づくフィリピ
ン人看護師・介護福祉士候補者日本語
予備教育準備

フィリピン 技術教育技能開発
庁語学研修セン
ター

2011.02.02 ～ 2012.03.31 平成23年度EPA日本語予備教育事業の実施に向けての準備、調査を
実施

 ３．研修事業費 ／ (2) EPA研修（受託)

日本とインドネシア及びフィリピンとの経済連携協定に基づき、日本に受け入れる看護師・介護福祉士候補者に対し、来日前に現地で日本語研修を行う。

合計額 68,616,516 円

事業名 対象国 実施場所 事業内容

インドネシア 教育省語学教員研
修所

フィリピン 技術教育技能開発
庁語学研修セン
ター

2 経済連携協定（EPA)に基づくインドネ
シア人看護師・介護福祉士候補者日本
語予備教育

インドネシア 教育省語学教員研
修所

2011.03.22 ～ 2011.06.21 経済連携協定（EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者に対す
る、インドネシアにおける日本語予備教育事業の準備・運営・管
理

3 経済連携協定（EPA)に基づくフィリピ
ン人看護師・介護福祉士候補者日本語
予備教育

フィリピン 技術教育技能開発
庁語学研修セン
ター

2011.03.28 ～ 2011.07.08 経済連携協定（EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者に対す
る、フィリピンにおける日本語予備教育事業の準備・運営・管理

インドネシア及びフィリピンで実施されるEPA日本語予備教育事業
のため日本語講師をインドネシアに14名、フィリピンに20名派遣

期間

期間

1 日本語講師派遣 2011.03.13 ～ 2011.07.15
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日本語事業費

 ４．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 17,772 17,859 64 香港 2,984 9,602 127 シアトル ― 313
2 釜山 5,539 6,038 65 マカオ ― 244 128 フェイエットビル ― 70
3 全州 734 951 66 ＜台湾＞ 台北 10,031 22,617 129 フィラデルフィア ― 145
4 済州 549 642 67 高雄 3,156 7,880 130 ボストン ― 170
5 仁川 3,167 2,823 68 台中 2,798 7,161 131 メキシコ メキシコ・シティ ― 1,277
6 水原 2,111 2,379 69 モンゴル ウランバートル ― 906 132 アルゼンチン ブエノスアイレス ― 581
7 城南 1,636 1,892 70 インドネシア ジャカルタ 985 2,382 133 コロンビア ボゴタ ― 53
8 安養 1,638 2,065 71 バンドン ― 1,493 134 パラグアイ アスンシオン ― 201
9 天安 917 1,157 72 スラバヤ ― 1,215 135 アマンバイ ― 104
10 清州 634 720 73 メダン ― 683 136 イグアス ― 109
11 大田 1,652 1,856 74 ジョクジャカルタ ― 728 137 エンカルナシオン ― 138
12 光州 1,483 1,594 75 パダン ― 398 138 ピラポ ― 97
13 春川 714 868 76 デンパサール ― 485 139 ブラジル サンパウロ ― 2,164
14 高陽 ― 1,327 77 カンボジア プノンペン 344 702 140 ロンドリーナ ― 395
15 富川 ― 835 78 シンガポール シンガポール ― 4,244 141 ベレーン ― 97
16 金海 412 453 79 タイ バンコク 2,532 8,568 142 リオ・デ・ジャネイロ ― 280
17 梁山 ― 195 80 チェンマイ 183 1,376 143 ポルトアレグレ ― 99
18 大邱 2,301 2,742 81 ソンクラー ― 262 144 ブラジリア ― 137
19 亀尾 326 375 82 コンケン ― 772 145 サルバドール ― 56
20 安東 130 146 83 フィリピン マニラ ― 1,846 146 マナウス ― 91
21 昌原 ― 1,030 84 セブ ― 436 147 ベネズエラ カラカス ― 160
22 馬山 945 ― 85 ダバオ ― 252 148 ペルー リマ ― 358
23 晋州 319 443 86 ブルネイ バンダルスリブガワン ― 66 149 アイルランド ダブリン ― 68
24 蔚山 819 1,006 87 ベトナム ハノイ 2,954 4,220 150 イタリア ローマ ― 256
25 浦項 372 428 88 ホーチミン ― 6,846 151 ミラノ ― 251
26 中国 北京 6,905 8,725 89 ダナン ― 959 152 ヴェネツィア ― 204
27 上海 13,675 17,715 90 マレーシア クアラルンプール ― 1,948 153 英国 ロンドン ― 738
28 長春 3,213 4,880 91 ペナン ― 394 154 ギリシャ アテネ ― 341
29 大連 10,157 13,775 92 イポー ― 109 155 スイス ベルン ― 198
30 広州 8,091 10,106 93 コタキナバル ― 129 156 スペイン バルセロナ ― 341
31 瀋陽 2,764 3,435 94 ミャンマー ヤンゴン ― 2,022 157 マドリード ― 480
32 天津 3,921 5,241 95 ラオス ビエンチャン ― 113 158 デンマーク コペンハーゲン ― 82
33 ハルピン 2,942 3,499 96 インド ニューデリー 555 1,127 159 ドイツ デュッセルドルフ ― 386
34 西安 2,660 4,014 97 プネ 349 1,053 160 シュトゥットガルト ― 384
35 重慶 940 1,423 98 コルカタ 54 312 161 ベルリン ― 218
36 済南 1,793 3,308 99 チェンナイ 327 1,288 162 ハンブルク ― 109
37 武漢 3,517 4,850 100 バンガロール ― 493 163 フィンランド ヘルシンキ ― 165
38 厦門 2,119 2,804 101 ムンバイ 150 714 164 フランス パリ ― 1,128
39 杭州 3,428 5,014 102 スリランカ コロンボ ― 1,303 165 リヨン ― 247
40 フフホト 374 533 103 ネパール カトマンズ 131 756 166 ポルトガル ポルト ― 66
41 洛陽 1,145 1,372 104 パキスタン イスラマバード ― 28 167 ウクライナ キエフ ― 534
42 蘇州 3,747 5,154 105 カラチ ― 39 168 ウズベキスタン タシケント ― 322
43 青島 2,347 3,228 106 バングラデシュ ダッカ 31 164 169 カザフスタン アルマトイ ― 182
44 長沙 2,308 3,433 107 モルディブ マレ ― 12 170 キルギス ビシュケク ― 190
45 成都 1,629 1,653 108 オーストラリア キャンベラ ― 63 171 セルビア ベオグラード ― 65
46 南京 4,304 6,207 109 ブリスベン ― 157 172 チェコ ブルノ ― 140
47 合肥 1,780 2,499 110 パース ― 95 173 ハンガリー ブダペスト ― 463
48 深セン 2,571 3,585 111 シドニー ― 383 174 ブルガリア ソフィア ― 203
49 南昌 2,012 3,311 112 メルボルン ― 203 175 ポーランド ワルシャワ 31 535
50 石家庄 786 1,169 113 アデレード ― 36 176 ルーマニア ブカレスト ― 397
51 太原 465 730 114 ニュージーランド オークランド 49 209 177 ロシア モスクワ ― 1,004
52 寧波 1,184 1,771 115 ウェリントン 7 71 178 ウラジオストク 70 316
53 無錫 1,689 2,579 116 クライストチャーチ 22 61 179 ノボシビルスク ― 268
54 貴陽 280 594 117 カナダ バンクーバー ― 323 180 ハバロフスク ― 162
55 ウルムチ 69 104 118 トロント ― 309 181 ユジノサハリンスク ― 128
56 南寧 491 864 119 エドモントン ― 77 182 イルクーツク ― 118
57 イ坊 776 1,185 120 米国 ロサンゼルス ― 489 183 サンクトペテルブルク ― 346
58 揚州 730 1,598 121 シカゴ ― 424 184 トルコ アンカラ ― 212
59 昆明 493 625 122 ニューヨーク ― 370 185 エジプト カイロ ― 211
60 海口 619 849 123 ホノルル ― 113 186 モロッコ ラバト ― 166
61 延吉 1,329 859 124 アトランタ ― 244 187 ケニア ナイロビ ― 131
62 蘭州 427 579 125 サンフランシスコ ― 497 人　数　計 169,912 305,277
63 保定 319 640 126 ワシントンＤ．Ｃ． ― 222 総　計

※台湾での実施は、財団法人交流協会が担当。

日本語を母語としない日本語学習者を対象として、日本語能力を測定・認定する日本語能力試験を財団法人日本国際教育支援協会と共催で実施。
2010年からN1～N5の5レベルからなる新試験を施行（但し、第1回試験はN1～N3のみ実施）。国際交流基金は、海外の実施機関の協力を得て海外での試験実施を行い、2010年7月4日(日)実施の第1回試験には、
海外13の国・地域、80都市で169,912名が受験。12月5日(日)実施の第2回試験には、海外57の国・地域、186都市で305,277名が受験した（第1回、第2回を合わせて、海外57カ国・地域187都市で試験を実施）。

合計額 220,699,077 円

475,189
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日本語事業費

 ４．日本語能力試験費 ／ (2) 試験問題作成・分析評価

合計額 157,724,506 円

事業名 事業内容

1 試験問題作成 2010.04.01 ～ 2011.03.31 旧試験の4段階(1級から4級)から5段階(N1からN5)にレベルを増設した新試験について、言語知識(文字・
語彙・文法)、読解、聴解の問題をレベル別に作成すると共に、そのために必要な委員会を運営

2 分析評価 2010.04.01 ～ 2011.03.31 得点等化を行い、尺度得点により得点算出を行うと共に、試験問題の分析評価を行った。また、そのた
めに必要な委員会を運営するとともに模擬試験を実施

3 旧試験の分析評価報告書作成 2010.04.01 ～ 2011.03.31 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20年度日本語能力試験　分析
評価に関する報告書』を刊行すると共に、『平成21年度第1回・第2回日本語能力試験　分析評価に関す
る報告書』の刊行を準備

課題遂行のための言語コミュニケーション能力測定を重視した新しい日本語能力試験の問題作成、得点等化を行い尺度得点による得点算出及び試験に関する妥当性と信頼性を
検証するため問題の分析評価を行った。また、旧試験に関する分析評価報告書を作成した。

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〕

２．制作事業費

 (１) 日本語教材・教授法等開発・普及

 (２) 図書館運営（日本語国際センター）
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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 ／ (1) 指導的日本語教師の養成（日本語教育指導者）

合計額 32,800,957 円

事業名 所属国 人数 事業内容

1 日本言語文化研究プログラム
（平成18年度博士課程）

インド 1 2007.03.26 ～ 2010.07.31 海外の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。政策研究大学院大学と連携して運営す
る3年間の博士課程（日本言語文化研究プログラム）に、ナビン・クマー
ル・パンダ(PANDA,Nabin Kumar：デリー大学)第4期生が参加

2 日本言語文化研究プログラム
（平成19年度博士課程）

モンゴル 1 2007.09.27 ～ 2010.09.26 海外の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。政策研究大学院大学と連携して運営す
る3年間の博士課程（日本言語文化研究プログラム）に、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期生が参加

3 日本言語文化研究プログラム
（平成20年度博士課程）

インドネシア 1 2008.09.25 ～ 2011.09.30 海外の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。政策研究大学院大学と連携して運営す
る3年間の博士課程（日本言語文化研究プログラム）に、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
が参加

4 日本言語文化研究プログラム
（平成21年度博士課程）

中国 1 2009.09.29 ～ 2012.09.29 海外の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。政策研究大学院大学と連携して運営す
る3年間の博士課程（日本言語文化研究プログラム）に、張勇(ZHANG,
Yong：揚州大学外国語学院）第7期生が参加

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

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、政策研究大学院大学との連携により、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。

5 日本語教育指導者養成プログラ
ム（平成21年度修士課程）

海外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、各国の
日本語教育における将来の指導的教師の養成を目的とする。政策研究大
学院大学と連携して運営する１年間の修士課程（日本語教育指導者養成
プログラム）。平成21年度は、6カ国より8名を招へい

期間

－203－



附属機関日本語国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容期間

6 日本言語文化研究プログラム
（平成22年度博士課程）

ベトナム 1 2010.10.01 ～ 2013.09.30 海外の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。政策研究大学院大学と連携して運営す
る3年間の博士課程（日本言語文化研究プログラム）に、グエン・ソン・
ラン・アイン(NGUYEN,Song Lan Anh：ハノイ大学）第8期生が参加

中国
1

2010.09.30 ～ 2011.09.30

モンゴル
1

ミャンマー
1

スリランカ
1

パラグアイ
1

キルギス
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）

合計額 3,478,337 円

事業名 所属国 人数 事業内容

韓国 1 2010.05.26 ～ 2010.07.23

中国 3

マレーシア 2

イタリア 1

チェコ 1

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海外日本語教師を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。

7

1

日本語教育指導者養成プログラ
ム（平成22年度修士課程）

期間

海外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、各国の
日本語教育における将来の指導的教師の養成を目的とする。政策研究大
学院大学と連携して運営する１年間の修士課程（日本語教育指導者養成
プログラム）。平成22年度は、6カ国より6名を招へい

海外日本語教師上級研修 高度な専門知識や技能を必要とし、かつ各国・地域の日本語教育基盤整
備のための日本語教材制作、教授法、カリキュラム開発等の課題や解決
したい問題点を具体的に有する者を対象に自立的な問題解決能力の育成
を図ることを目的とした集中研修。5カ国から8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

 １．研修事業費 ／ (3) 海外日本語教師研修（長期）

合計額 65,100,569 円

事業名 所属国 人数 事業内容

中国 1 2010.09.15 ～ 2011.03.11

モンゴル 2

インドネシア 5

カンボジア 1

タイ 2

フィリピン 2

ベトナム 4

マレーシア 1

ミャンマー 1

ラオス 1

インド 4

スリランカ 2

ネパール 1

オーストラリア 1

トンガ 1

エルサルバドル 1

キューバ 1

メキシコ 1

コロンビア 1

チリ 1

ブラジル 3

アゼルバイジャン 1

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約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

1 海外日本語教師長期研修 33カ国、53名の外国人若手日本語教師を約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
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事業名 所属国 人数 事業内容期間

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

ハンガリー 1

ブルガリア 1

ベラルーシ 1

ロシア 5

シリア 1

ケニア 1

 １．研修事業費 ／ (4) 海外日本語教師研修（短期）

海外の初・中・高等教育機関等の日本語教師の教授能力向上を図るため、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。

合計額 63,372,549 円

事業名 所属国 人数 事業内容

モンゴル 1 2010.05.12 ～ 2010.07.02

インドネシア 8

タイ 5

ベトナム 2

スリランカ 2

バングラデシュ 1

オーストラリア 1

ブラジル 1

期間

1 海外日本語教師短期研修
（春期）

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8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。海外日本語
教師研修（国別）プログラムによる「マレーシア中等教育日本語教師研修」と合同で
実施
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事業名 所属国 人数 事業内容期間

中国 1 2010.07.14 ～ 2010.09.03

モンゴル 1

インドネシア 1

タイ 4

フィリピン 1

ベトナム 3

ミャンマー 1

インド 5

ネパール 2

バングラデシュ 1

ニュージーランド 1

カナダ 1

米国 1

メキシコ 1

ブラジル 3

ベネズエラ 1

英国 2

ギリシャ 1

スペイン 1

ドイツ 1

アルメニア 1

ウクライナ 1

ウズベキスタン 2

カザフスタン 1

セルビア 1

2 海外日本語教師短期研修
（夏期）

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31カ国から51名の日本語教
師を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

－207－



附属機関日本語国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容期間

ポーランド 1

ルーマニア 1

ロシア 7

イラン 1

トルコ 1

マダガスカル 1

モンゴル 2 2011.01.26 ～ 2011.03.18

インドネシア 1

カンボジア 1

フィリピン 2

ベトナム 2

ミャンマー 1

インド 4

スリランカ 1

ネパール 1

オーストラリア 2

メキシコ 1

ブラジル 1

ベルギー 1

ウクライナ 2

キルギス 2

タジキスタン 1

チェコ 1

ロシア 5

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18カ国31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
（日本語国際センター）プログラムによる「台湾日本語教師短期研修」と合同で実施
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 １．研修事業費 ／ (5) 海外日本語教師研修（国別）

合計額 59,855,260 円

事業名 所属国 人数 事業内容

1 大韓民国中等教育日本語教師研
修

韓国 55 2010.07.28 ～ 2010.08.27 韓国政府教育部が選抜した中等教育機関の日本語教師55名を約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 中国大学日本語教師研修 中国 40 2010.09.28 ～ 2010.11.18 中国の大学等高等教育機関の日本語教師40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 中国中等学校日本語教師研修 中国 20 2011.01.26 ～ 2011.03.18 中国の中等教育機関の日本語教師20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

4 インドネシア中等教育日本語教
師研修

インドネシア 20 2010.04.14 ～ 2010.06.04 インドネシア教育省から推薦された中等教育機関の日本語教師20名を約2カ月間日本
に招へいし、日本語力向上と日本事情の集中研修を実施

5 タイ日本語教師会研修 タイ 21 2010.04.04 ～ 2010.04.20 タイ国日本語日本文化教師協会（JTAT）との共催で実施する日本語教師研修。同協会
に所属する若手日本語教師21名に対し、教材収集・文化体験等の研修を実施

6 マレーシア中等教育日本語教師
研修

マレーシア 7 2010.05.12 ～ 2010.07.02 マレーシア教育省が実施している「中等教育日本語教師研修」の参加者7名を日本に
招へいし、日本語、日本語教授法、日本事情等に関する約2カ月間の研修を行う。
「海外日本語教師短期研修（春期）」と合同で実施

7 米国日本語教師研修 米国 20 2010.06.18 ～ 2010.07.18 全米日本語教師会連合（AATJ)と共催で、米国の初・中等、高等教育機関で日本語教
育に従事している日本語教師20名を対象に、米国内の日本語教育状況に合わせた4週
間の研修を実施

 １．研修事業費 ／ (6) 受託研修（日本語国際センター）

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。

合計額 2,024,456 円

事業名 所属国・地域 人数 事業内容

1 日本語教材日中共同会議 中国 4 2011.01.07 ～ 2011.01.20 北京日本学研究センターが実施する日本語教材日中共同会議への協力

2 日露交流センター日本語教師派
遣事業赴任前研修

日本 20 2010.08.01 ～ 2010.08.11 日露青年交流センターが主催する日本語教師派遣事業で派遣される日本人教師の派遣
前研修の一部を日本語国際センターで実施

3 台湾日本語教師短期研修 台湾 2 2011.01.26 ～ 2011.03.23 財団法人交流協会より受託事業として、台湾の日本語教師2名に対する2カ月間の訪日
研修を「平成22年度海外日本語教師短期研修（冬期）」と合同で実施

当該国政府（教育省など）、国際交流基金海外拠点、在外公館等から推薦を受けた日本語教師を対象に、国・地域別に現地事情や現地のニーズに応じたカリキュラムを編成し、研修を
行う。

期間

期間
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事業名 所属国 人数 事業内容期間

モンゴル 1 2010.09.11 ～ 2010.09.19

タイ 1

マレーシア 1

ベトナム 1

インド 1

スリランカ 1

ハンガリー 1

ロシア 1

ルーマニア 1

5 ロシア初中等教育日本語教師招
聘プログラム

ロシア 12 2010.12.06 ～ 2010.12.17 日露青年交流センターが主催するロシア人若手日本語教師短期研修を日本語国際セン
ターで受託し実施

 １．研修事業費 ／ (7) 受託研修（日本語国際センター）〔アセアン〕

国際交流基金の業務趣旨に合致する日本語教師研修事業を外部から受託し実施する。

合計額 21,775,278 円

事業名 所属国 人数 事業内容

インドネシア 5 2010.05.27 ～ 2010.07.21

カンボジア 2

タイ 7

フィリピン 3

ベトナム 6

マレーシア 6

ミャンマー 2

ラオス 1

インド 2

1 東アジア若手日本語教師特別招
へいプログラム

東アジア首脳会議（EAS）加盟国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
（9カ国34名）

海外児童日本体験プログラム

期間

博報堂が設立した財団法人博報児童教育振興会の受託を受け、同財団が実施する『世
界のこども日本語ネットワーク推進事業』に協力。平成22年度は海外児童日本体験プ
ログラムを実施（9カ国9名）

4
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 １．研修事業費 ／ (8) 受託研修（日本語国際センター）〔サーク〕

国際交流基金の業務趣旨に合致する日本語教師研修事業を外部から受託し実施する。

合計額 13,061,738 円

事業名 所属国 人数 事業内容

インド 4 2011.01.16 ～ 2011.03.12

スリランカ 6

ネパール 5

バングラデシュ 2

モルディブ 1

期間

1 南アジア若手日本
語教師特別招へい
プログラム

南アジア地域協力連合（South Asian Association for Regional Cooperation：
SAARC）諸国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
（5カ国18名）
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 ２．制作事業費 ／ (1) 日本語教材・教授法等開発・普及

合計額 118,272,779 円

事業名 対象国 事業内容

1 JF日本語教育スタンダード 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語の教え方、学び方、学習成果の評価の仕方を考えるためのツール
「JF日本語教育スタンダード」(以下、JFスタンダード)を冊子『JF日本
語教育スタンダード2010』として2010年7月に刊行。国際交流基金が
「外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠」を参考と
して独自に開発したJF Can-doを新規に169個『みんなの「Can-do」サ
イト』に格納し、累計格納数は342個（A1～B2レベル）。JFスタンダー
ドに関連する国内外セミナー・研修会・共同研究等20件実施

2 JF日本語教育スタンダード教材制作 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 JFスタンダードの理念(「相互理解のための日本語」)を日本語教育の現
場に反映させるにあたり、特に開発主体である国際交流基金の現場でJF
スタンダードをどう適用していくか、具体的な実践のモデルを示すため
に準拠教材(コースブック)を開発した。本年度に制作した教材は、JFス
タンダードが示す6つのレベルのうち、最も初歩のA1レベル(入門レベ
ル)で、刊行予定は2011年5月。教材は、試用版として国際交流基金の海
外拠点における直営講座で試用した後に、市販に供される予定

3 『みんなの教材サイト』 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 主に海外で活動する日本語教師の教材作成を支援するウェブサイト「み
んなの教材サイト」の運営。本年度は、読解素材の追加、ユーザーから
の新規素材アイディア投稿のリスト化、ユーザーからの各素材へのコメ
ントのリスト化、教材用素材の編集機能の開発、ユーザーからの問い合
わせ管理機能の開発を実施。利用者数約6万2千名、年間総アクセス数
（ページビュー）約491万件（平成22年度末現在）

4 日本語映像教材『エリンが挑戦！にほんごできま
す。』

全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 『エリンが挑戦！にほんごできます。』のテレビ放映について、国内で
はNHK教育テレビ、海外ではNHKワールドおよびNHKワールド・プレミア
ム、テレビジャパンを通じて放映を行った(これらの放映は、平成22年
度末で終了)。また各国のテレビ局との放映契約に基づいて、平成22年
度末時点で10カ国13の放送局で放映を実施。株式会社凡人社から出版し
た『DVDで学ぶ日本語「エリンが挑戦！にほんごできます。」』の各巻
累計販売部数は、Vol.1：14,209冊、Vol.2：8,372冊、Vol.3：7,702冊

5 WEB版『エリンが挑戦！にほんごできます。』 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 2010年3月に日本語版を公開後、4月に英語版も追加公開した。平成22年
度末時点での累計ページビュー数は約335万。さらに、日本語学習者の
裾野を広げ、本サイトユーザーを増やすことを目的として、新たにスペ
イン語、ポルトガル語、中国語、韓国語版の追加制作を行い、平成23年
5月より公開

期間

日本語学習の多様なニーズに対応すべく、教育の現場で必要とされている教材、教授法等を開発・普及する事業。具体的には、「JF日本語教育スタンダード」の開発・普
及、インターネットを利用した日本語教材・情報提供、各種日本語教材の開発・提供等を実施。
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事業名 対象国 事業内容期間

6 『日本語教育通信』 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外の日本語教師を主な対象として、教材情報、授業のアイディア、日
本事情や国内外の日本語教師による日本語教育情報等、最新で実用性の
高い世界の日本語教育情報をウェブサイト上で提供した。日本語を母語
としない教師の視点から授業や教授上のアイディアを提供する「授業の
ヒント」や「文法を楽しく」などのコーナーには、海外で教えている日
本語教師から「興味深いポイントを取り上げてくれ参考になった」「使
い方の違いが分析してあり楽しみに読んでいる」などの反響があった。
平成22年度の総アクセス数は約17万件

7 『国際交流基金日本語教育紀要』 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 国際交流基金の日本語教育事業に従事する日本語教育専門員、海外派遣
日本語専門家、職員等が執筆した研究論文、実践報告等を掲載した論
集。平成22年度は、第7号（950部）を発行し、国内外の日本語教育機関
等に配布するとともに、基金ホームページ上にて公開

8 教授法教材『国際交流基金 日本語教授法シリー
ズ』

全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 平成22年度は、既刊の8巻に続いて、『日本事情・日本文化を教え
る』、『書くことを教える』、『教え方を改善する』の3巻を刊行。ま
た、同シリーズの普及を進めるための一環として、同シリーズを利用し
た研修会等（平成22年度は国内計8回（ボランティア講座も含めて10
回）、海外計2回）からの要請に応じ、日本語国際センター専任講師を
派遣した

9 『基礎日本語学習辞典』（アラビア語版） 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 平成16年から制作支援を行ってきたアラビア語版が平成22年7月にエジ
プトの出版社シュルーク社から刊行された。平成22年度末時点で、全16
言語版が世界各国・地域で出版された

10 『教科書を作ろう』 全世界区分困難 2010.04.01 ～ 2011.03.31 海外における中等教育段階の日本語教材開発を支援するための素材集。
日本語版・英語版の配布及び在庫管理を実施。平成22年度は24機関に配
布した
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 ２．制作事業費 ／ (2) 図書館運営（日本語国際センター）

合計額 17,333,693 円

事業内容

1 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・提供する専門図
書館の運営

①所蔵資料合計（視聴覚資料を含む）：47,362点＋720タイトル
　（内訳：図書 39,183点、視聴覚資料 6,668点、電子形態資料758点、絵教材326点、
　　　　　マイクロ資料 427点）
　（内訳：雑誌・紀要・ニューズレター709タイトル、新聞11紙）
②利用者数（年間）：　19,744名
③貸出点数（年間）：　14,234点
④レファレンス件数（年間）：　1,750件

日本語国際センターが招へいする海外の日本語教師など、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・貸出し・レファレ
ンスなどの各種図書館サービスを提供。

事業名

図書館運営
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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）（関西国際センター）

 (７) 日本語学習者訪日研修（高校生）（関西国際センター）

 (８) 李秀賢氏記念韓国青少年招へい研修

 (９) アジア・ユースフェローシップ高等教育奨学金訪日研修

 (10) 地域交流研修（関西国際センター）

 (11) 在日外交官日本語研修

 (12) 受託研修（関西国際センター）

 (13) 受託研修（関西国際センター）〔アセアン〕

 (14) 受託研修（関西国際センター）〔サーク〕

 (15) 国内連携による日本語普及支援（招へい）

 (16) 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）

合計額 15,684,250 円

事業内容

1 主に関西国際センターが実施する研修参加者への学習・研究を支援する図書館として、日
本関連の各分野の参考資料及び日本の文化・社会に関する各国語版資料等を収集し、利用
者に、貸し出し、レファレンス、文献複写サービスを提供

①所蔵資料合計（視聴覚資料を含む）：図書・視聴覚資料48,092点＋雑誌等280タイトル
内訳：
図書 46,858点
視聴覚資料 1,234点
マイクロフィルム 1,378点
雑誌　280タイトル
新聞 18紙
②利用者数（年間)：15,836名
③貸出点数（年間)：8,548点
④レファレンス件数（年間)：1,078件

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、各分野の参考資料の充実と日本の文化・社会を広く紹介する各国語版資料等の収集、提供、及びレファレン
スなどの各種図書館サービスを提供。

事業名

図書館運営
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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）

諸外国の若手外交官を一定期間日本に招へいし、日本語及び日本事情の集中研修を実施する。

合計額 50,408,162 円

事業名 所属国 人数 事業内容

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

ニジェール 1

レソト 1

1 平成21年度外交官日本語研修
（8カ月コース）

外務省の協力を得て、諸外国の若手外交官を招へいし、業務上必要な
日本語能力の獲得及び日本文化・社会の理解を目的とした日本語・日
本事情に関する8カ月間の研修を実施（23カ国23名）

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 事業内容期間

2 平成22年度専門日本語研修
（外交官・4カ月コース）

ベトナム 1 2010.08.26 ～ 2010.12.22 外務省の協力を得て、諸外国の若手外交官を招へいし、業務上必要な
日本語能力の獲得及び日本文化・社会の理解を目的とした日本語・日
本事情に関する研修を実施。当研修では通常日本語未習者を対象にし
たカリキュラムを提供しているが、ベトナム外務省から受け入れ要請
のあった当該参加者が日本語既習者であったため、専門日本語研修
（文化学術専門家）の2学期・3学期と併せて4カ月のコースとして実
施（1カ国1名）

インドネシア 1 2010.10.06 ～ 2011.06.03

カンボジア 2

タイ 1

フィリピン 1

ブルネイ 1

マレーシア 1

ミャンマー 2

ラオス 1

スリランカ 1

ブータン 1

トンガ 1

バヌアツ 1

アルゼンチン 1

コロンビア 1

アゼルバイジャン 1

アルメニア 1

グルジア 1

コソボ 1

セルビア 1

アフガニスタン 1

イエメン 1

3 平成22年度専門日本語研修（外交
官・8カ月コース）

外務省の協力を得て、諸外国の若手外交官を招へいし、業務上必要な
日本語能力の獲得及び日本文化・社会の理解を目的とした日本語・日
本事情に関する研修を実施（29カ国31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 事業内容期間

クウェート 1

シリア 1

トルコ 1

パレスチナ 1

スーダン 1

ガボン 1

ジブチ 1

ベナン 1

 １．研修事業費 ／ (3) 専門日本語研修（公務員）

合計額 12,019,078 円

事業名 所属国 人数 事業内容

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

1

諸外国の政府・公的機関、日本政府の代表部が置かれている国際機関の公務員等で、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、日本語及び日本
事情の長期集中研修を実施する。

期間

平成21年度公務員日本語研修 外務省の協力を得て、諸外国の若手公務員を招へいし、業務上必要な
日本語能力の獲得及び日本文化・社会の理解を目的とした日本語・日
本事情に関する研修を実施（5カ国5名）
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附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容期間

モンゴル 1 2010.10.06 ～ 2011.06.03

インドネシア 1

ベトナム 1

ラオス 1

モルドバ 1

イラク 1

イラン 1

ザンビア 1

2 平成22年度専門日本語研修（公務
員）

外務省の協力を得て、諸外国の若手公務員を招へいし、業務上必要な
日本語能力の獲得及び日本文化・社会の理解を目的とした日本語・日
本事情に関する研修を実施（8カ国8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）

合計額 32,711,806 円

事業名 所属国 人数 事業内容

韓国 5 2010.06.23 ～ 2011.08.18

中国 5

インドネシア 4

フィリピン 1

米国 3

ブラジル 1

英国 1

ドイツ 1

フィンランド 2

アゼルバイジャン 1

ウクライナ 2

セルビア 1

ハンガリー 1

ロシア 4

エジプト 1

特定の専門業務及び研究活動を円滑に遂行する上で日本語能力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）の日本語学習を支援するため、各
専門業務の特色に配慮したカリキュラムにより、実用的な日本語能力を身につける研修を実施。

1 平成22年度文化･学術専門家日本語
研修（2カ月コース）

特定の専門業務及び研究活動を円滑に遂行する上で日本語能力を必要
とする専門家(研究者1名、大学院生27名、図書館司書4名、博物館･美
術館学芸員1名）の日本語学習を支援するため、各専門業務の特色に
配慮したカリキュラムにより、実用的な日本語能力を身につける研修
を実施（15カ国33名）

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 事業内容期間

韓国 4 2010.06.23 ～ 2011.12.22

中国 5

シンガポール 1

オーストラリア 1

フィンランド 1

フランス 1

ウクライナ 2

エジプト 1

 １．研修事業費 ／ (5) 日本語学習者訪日研修（各国成績優秀者）

合計額 23,944,835 円

事業名 所属国 人数 事業内容

モンゴル 1 2010.09.01 ～ 2010.09.15

カンボジア 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

インド 1

スリランカ 1

ネパール 1

バングラデシュ 1

トンガ 1

1 平成22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で日本語を学習し、優秀な成績を修めている
者を2週間日本へ招へいし、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（56カ国56名）

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週間日本へ招へいし、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。

期間

2 平成22年度文化･学術専門家日本語
研修（6カ月コース）

特定の専門業務及び研究活動を円滑に遂行する上で日本語能力を必要
とする専門家(研究者5名、大学院生8名、図書館司書2名、博物館･美
術館学芸員1名）の日本語学習を支援するため、各専門業務の特色に
配慮したカリキュラムにより、実用的な日本語能力を身につける研修
を実施（8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 事業内容期間

パプアニューギニア 1

マーシャル 1

ミクロネシア 1

エルサルバドル 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

メキシコ 1

アルゼンチン 1

ウルグアイ 1

コロンビア 1

チリ 1

パラグアイ 1

ブラジル 1

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

クロアチア 1

セルビア 1

チェコ 1

ハンガリー 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 事業内容期間

ブルガリア 1

ベラルーシ 1

ポーランド 1

ラトビア 1

リトアニア 1

ルーマニア 1

ロシア 1

サウジアラビア 1

シリア 1

トルコ 1

バーレーン 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

ケニア 1

セネガル 1

マダガスカル 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 ／ (6) 日本語学習者訪日研修（大学生）　（関西国際センター）

海外の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約6週間日本へ招へいし、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。

合計額 26,656,918 円

事業名 所属国 人数 事業内容

カンボジア 1 2010.05.12 ～ 2010.06.23

インド 2

スリランカ 1

メキシコ 2

アルゼンチン 1

コロンビア 1

チリ 1

アゼルバイジャン 1

クロアチア 1

ロシア 5

トルコ 3

期間

1 平成22年度日本語学習者訪日研修
(大学生／春季）

海外の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ための研
修を実施する（11カ国19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 事業内容期間

インドネシア 3 2010.10.06 ～ 2010.11.17

タイ 3

ベトナム 4

ラオス 1

ブラジル 2

ウクライナ 2

カザフスタン 1

チェコ 1

ハンガリー 2

ブルガリア 1

ベラルーシ 2

ポーランド 1

ルーマニア 1

イラン 1

サウジアラビア 1

シリア 1

エジプト 2

ケニア 1

2 平成22年度日本語学習者訪日研修
(大学生／秋季）

海外の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ための研
修を実施する（18カ国30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 ／ (7) 日本語学習者訪日研修（高校生）　（関西国際センター）

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約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。

合計額 9,518,663 円

事業名 所属国 人数 事業内容

中国 3 2010.06.30 ～ 2010.07.14

モンゴル 3

インドネシア 2

タイ 3

フィリピン 1

ベトナム 3

マレーシア 2

インド 3

スリランカ 3

ブラジル 3

ロシア 3

 １．研修事業費 ／ (8) 李秀賢氏記念韓国青少年招へい研修

韓国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約2週間日本へ招へいし、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

合計額 5,607,686 円

事業名 所属国 人数 事業内容

1 平成22年度李秀賢氏記念韓国青少
年招へい研修

韓国 30 2011.03.01 ～ 2011.03.11 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を日本
に招へいし、日本語及び日本の文化、社会及び日本語への理解を深め
るとともに、日本の同世代の青少年との交流を行う。本研修は、去る
平成13(2001)年に、東京JR新大久保駅で線路に落ちた乗客を助けるた
め、事故死した韓国人留学生、李秀賢（イ・スヒョン）の勇気ある行
動を顕彰するために実施しているもので、平成22年度で9回目（1カ国
30名）

期間

1 平成22年度日本語学習者訪日研修
(高校生）

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
間招へいして、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（11カ国29名）

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 ／ (9) アジア・ユースフェローシップ高等教育奨学金訪日研修

合計額 37,152,636 円

事業名 所属国 人数 事業内容

インドネシア 1 2010.07.20 ～ 2011.02.22

カンボジア 2

シンガポール 1

タイ 2

フィリピン 1

ブルネイ 1

ベトナム 2

マレーシア 2

ミャンマー 2

ラオス 2

バングラデシュ 2

 １．研修事業費 ／ (10) 地域交流研修（関西国際センター）

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。

合計額 703,833 円

事業名 所属国 人数 事業内容

1 平成22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 36 2011.02.25 ～ 2011.02.27 平成20年度に外務省から受託したインドネシア人介護福祉士候補
者日本語研修修了者に対するフォローアップ研修を実施（1カ国36
名）

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
事業を行う。

期間

1 平成22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
(AYF研修)

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11カ国の大学卒業者を招へいし、日本での日常生
活及び大学院での研究生活に必要な日本語運用能力と、専門分野
における発表能力の基礎及び日本文化・社会への理解を深めるこ
とを目的とした、長期集中研修を実施（11カ国18名）

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 事業内容期間

オーストラリア 1 2010.08.23 ～ 2010.08.25

カナダ 4

米国 7

英国 1

3 平成22年度大阪府クィーンズランド州
日本語教師研修

オーストラリア 5 2011.01.04 ～ 2011.01.22 大阪府に協力し､同府の姉妹提携先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日本語授業及び文化体験の研修
を実施（1カ国5名）

2 平成22年度大阪府JET来日時研修 語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプログラム）により来日
し、大阪府下の小・中・高等学校で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（4カ国13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 ／ (11) 在日外交官日本語研修

合計額 2,395,710 円

事業名 所属国 人数 事業内容

モンゴル 1 2010.05.08 ～ 2010.11.06

フィリピン 1

ラオス 2

スリランカ 1

モルディブ 1

エクアドル 2

コロンビア 1

ジャマイカ 1

ドミニカ共和国 2

アゼルバイジャン 1

アルバニア 2

キルギス 3

ブルガリア 2

ルーマニア 1

チュニジア 1

スーダン 1

セネガル 1

南アフリカ 1

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、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。

期間

1 平成22年度在日外交官日本語研修 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日本語研修を実施。社団法人国際日本語
普及協会に業務委託して実施（18カ国25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 ／ (12) 受託研修（関西国際センター）

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。

合計額 8,376,154 円

事業名 所属国 人数 事業内容

1 平成22年度韓国国際交流財団職員研修 韓国 1 2010.06.23 ～ 2010.08.18 韓国国際交流財団の委託を受けて、同財団職員を対象とした日本
語研修を関西国際センターの平成22年度文化・学術専門家日本語
研修（2カ月コース）と合同で実施

2 平成22年度韓国慶尚南道日本語教員
訪日研修

韓国 20 2010.07.21 ～ 2010.08.09 韓国・慶尚南道教育庁及び山口県教育庁の実施する慶尚南道日本
語教員国外研修プログラムの一部を受託し、日本語能力の向上、
日本語教育リソースの紹介、日本文化紹介等を目的とした日本語
研修を実施

3 平成22年度香港中文大学大学生訪日
研修

中国 10 2010.06.20 ～ 2010.06.29 香港中文大学の実施する訪日研修を受託し、実用的コミュニケー
ション能力の養成及び日本文化理解等を目的とした研修を実施

4 平成22年度インドネシア大学生日本語
研修

インドネシア 2 2010.10.06 ～ 2010.11.17 大阪ガス国際交流財団の委託を受けて、インドネシアで日本語を
専攻している大学生2名に対する訪日研修を、関西国際センターの
平成22年度日本語学習者訪日研修（大学生／秋季）と合同で実施

5 平成22年度キヤノン・ベトナム日本語
学習者訪日研修

ベトナム 1 2010.09.01 ～ 2010.09.15 キヤノン・ベトナムからの委託を受けて、ベトナム日本人材協力
センターが毎年全国規模で実施している日本語スピーチコンテス
トの優勝者を2週間日本に招へいし、日本語･日本文化理解促進の
ための研修を、関西国際センターの平成22年度日本語学習者訪日
研修（各国成績優秀者）と併せて実施

6 平成22年度ヴィクトリア州高校生訪日
研修

オーストラリア 22 2010.06.30 ～ 2010.07.14 オーストラリア・ヴィクトリア州教育省の委託を受けて、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ための研修を、平成22年度日本語学習者訪日
研修（高校生）と併せて実施

7 平成22年度オーストラリア・南オース
トラリア州教師研修

オーストラリア 10 2011.01.04 ～ 2011.01.08 南オーストラリア州私学協会および南オーストラリア･カソリック
教育協会からの委託に拠り、両協会の日本語教師養成講座に参加
する小・中学校教師のための日本語及び日本事情の研修を実施

8 平成22年度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 6 2010.04.04 ～ 2010.04.17 関西ニュージーランド・センター及びアジア・ニュージーランド
基金が共同実施するニュージーランド人日本語教師を対象とした
2週間の招へい研修を受託し、日本語能力の向上、日本語教育リ
ソースの紹介、現代日本事情紹介等を目的とした研修を実施

9 平成22年度ナポリ大学「オリエンター
レ」日本語研修

イタリア 26 2010.04.07 ～ 2011.04.11 ナポリ大学が実施する訪日研修の一部を受託し、日本語授業を実
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 ／ (13) 受託研修（関西国際センター）〔アセアン〕

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。

合計額 58,028,637 円

事業名 所属国 人数 事業内容

インドネシア 10 2010.04.02 ～ 2010.04.30

シンガポール 10

ベトナム 10

マレーシア 10

シンガポール 5 2010.05.12 ～ 2010.06.23

タイ 3

フィリピン 5

ミャンマー 1

インド 6

シンガポール 5 2010.06.09 ～ 2010.07.21

ブルネイ 1

ベトナム 3

マレーシア 5

ミャンマー 2

オーストラリア 2

ニュージーランド 6

期間

3 21世紀東アジア青少年大交流計画
：東アジア日本語学習者研修プロ
グラム（夏季コース）

21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)の一環とし
て、東アジア首脳会議(EAS)加盟諸国の大学から日本語を学習してい
る学生を招へいし、「体験・交流・発信」を重視した日本語研修プロ
グラムと、これまでの日本語学習を振り返り、今後の日本語学習計画
を立てる「継続学習支援」プログラムを実施（7カ国24名）

1 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、東アジア首脳会議(EAS)加盟諸国の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）

2 21世紀東アジア青少年大交流計
画：東アジア日本語学習者研修
プログラム（春季コース）

21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)の一環とし
て、東アジア首脳会議(EAS)加盟諸国の大学から日本語を学習してい
る学生を招へいし、「体験・交流・発信」を重視した日本語研修プロ
グラムと、これまでの日本語学習を振り返り、今後の日本語学習計画
を立てる「継続学習支援」プログラムを実施（5カ国20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 事業内容期間

インドネシア 5 2010.10.20 ～ 2010.12.01

カンボジア 1

タイ 5

フィリピン 5

ベトナム 3

ラオス 1

インド 5

5 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〕

2011.03.01 ～ 2011.03.31 21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)の一環とし
て、東アジア首脳会議(EAS)加盟諸国の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する。平成23年度事業の実施
準備

4 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（秋季コース）

21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)の一環とし
て、東アジア首脳会議(EAS)加盟諸国の大学から日本語を学習してい
る学生を招へいし、「体験・交流・発信」を重視した日本語研修プロ
グラムと、これまでの日本語学習を振り返り、今後の日本語学習計画
を立てる「継続学習支援」プログラムを実施（7カ国25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 ／ (14) 受託研修（関西国際センター）〔サーク〕

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。

合計額 20,188,693 円

事業名 所属国 人数 事業内容

インド 10 2011.03.02 ～ 2011.03.29

スリランカ 9

ネパール 8

パキスタン 5

バングラデシュ 4

モルディブ 3

期間

1 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）
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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) 国内連携による日本語普及支援（招へい）

合計額 49,733,814 円

事業名 所属国 人数 事業内容

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

1 平成21年度国内大学連携大学生
訪日研修(4カ月）

「国内連携による日本語普及支援（派遣・助成）」プログラムによ
り、日本の大学で日本語教育を専攻している学生を日本語教育実習生
（インターン）として受け入れている、海外の大学の学部学生を対象
に訪日研修を実施し、海外と日本の大学間の連携強化を支援（12カ国
20名）

国際交流基金本部事業である「国内連携による日本語普及支援（派遣・助成）」プログラムにより日本の大学で日本語教育を専攻している日本人学生を日本語教育実習生（イン
ターン）として受け入れている、海外の大学の学部学生を対象に訪日研修を実施し、海外と日本の大学間の連携強化を支援する。

期間

－235－



附属機関関西国際センター事業費

事業名 所属国 人数 事業内容期間

韓国 8 2010.07.28 ～ 2010.09.08

中国 15

タイ 3

ベトナム 1

マレーシア 1

オーストラリア 1

ニュージーランド 1

イタリア 1

オランダ 1

ドイツ 2

フランス 1

スロベニア 1

ハンガリー 2

ルーマニア 1

韓国 7 2011.01.12 ～ 2011.02.23

中国 1

インドネシア 2

タイ 5

オーストラリア 5

ニュージーランド 3

カナダ 1

スペイン 1

ノルウェー 1

スロベニア 2

2 平成22年度国内大学連携大学生
訪日研修(6週間・夏季）

「国内連携による日本語普及支援（派遣・助成）」プログラムによ
り、日本の大学で日本語教育を専攻している学生を日本語教育実習生
（インターン）として受け入れている、海外の大学の学部学生を対象
に訪日研修を実施し、海外と日本の大学間の連携強化を支援（14カ国
39名）

3 平成22年度国内大学連携大学生
訪日研修(6週間・冬季）

「国内連携による日本語普及支援（派遣・助成）」プログラムによ
り、日本の大学で日本語教育を専攻している学生を日本語教育実習生
（インターン）として受け入れている、海外の大学の学部学生を対象
に訪日研修を実施し、海外と日本の大学間の連携強化を支援（10カ国
28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 事業内容期間

韓国 4 2011.02.02 ～ 2011.06.01

中国 6

インドネシア 1

タイ 1

ベトナム 1

マレーシア 1

オーストラリア 2

米国 1

イタリア 1

オランダ 1

スウェーデン 1

スロベニア 1

ハンガリー 1

ルーマニア 1

4 平成22年度国内大学連携大学生
訪日研修(4カ月）

「国内連携による日本語普及支援（派遣・助成）」プログラムによ
り、日本の大学で日本語教育を専攻している学生を日本語教育実習生
（インターン）として受け入れている、海外の大学の学部学生を対象
に訪日研修を実施し、海外と日本の大学間の連携強化を支援（14カ国
23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 ／ (16) Eラーニング開発事業

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。

合計額 25,090,302 円

事業名 事業内容

1 「日本語でケアナビ」サイトの運営 2010.04.01 ～ 2011.03.31 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22年度は、例文検索機能を追加した

2 「アニメ・マンガの日本語」サイトの運営 2010.04.01 ～ 2011.03.31 2010年2月に公開した、クイズやゲームを通してアニメ・マンガの日
本語を楽しく学べるE-ラーニング・サイト「アニメ・マンガの日本
語」の運営。場面別表現や漢字クイズ、用語クイズなど8コンテンツ
を追加し、計13コンテンツに拡充。うち、5コンテンツのスペイン
語、韓国語、中国語版を公開

3 日本語学習ポータルサイト「NIHONGO eな」の運営 2010.04.01 ～ 2011.03.31 日本語学習に役立つウェブサイトやツールを紹介するポータルサイト
「NIHONGO eな」を2010年4月に公開。コンテンツの一部の中国語版・
韓国語版を追加した

期間
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