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日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）
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1. 趣旨
本プログラムは、海外の日本語教育機関等の現職日本語教師又は日本語教授経験を有する行政官を対象と
して、1年間で日本語教育の修士課程を修了するものであり、将来、各国・各地域の日本語教育界において
指導的立場に立つ人材の養成を目的としています。国際交流基金日本語国際センターと政策研究大学院大学
が連携して実施しており、高度で実践的なカリキュラムが組まれています。
2. プログラム概要
(1) 期間
2018 年 9 月～2019 年 9 月（1 年）※4 学期制／各学期と学期の間に数日間の休暇期間を設けています。
秋学期：2018 年 10 月～2019 年 1 月
冬学期：2019 年 2 月～3 月
春学期：2019 年 4 月～7 月
夏学期：2019 年 8 月～9 月
(2) 実施場所
国際交流基金日本語国際センター（埼玉県さいたま市）一部の授業は政策研究大学院大学で行います。
(3) 研修内容
ア 修了要件
33単位以上の取得を修了の要件とします。詳細については別紙を参照してください。
イ 取得学位
修士［日本語教育］
・ 国際交流基金日本語国際センターと政策研究大学院大学の2機関により学位を授与します。
(4) 採用予定人数
2018（平成30）年度：約4名
3. 申請資格
個人申請ですが、所属機関長の推薦書等が必要です。
申請者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。
(1) 海外の日本語教育関係機関や教育省等の行政機関に属している日本語教師、又は日本語教授歴を持つ行
政官で、所属機関長の申請許可を得ることができること。
(2) 学士号又はそれに相当する資格を有すること。
(3) 日本と国交のある国の国籍を有すること。※ただし、台湾の方も申請可能です。
(4) 日本の義務教育（小学校・中学校9年間）を修了していないこと。
(5) 2018年（平成30年）4月1日時点で、満45歳未満であること。
(6) 2017年（平成29年）12月1日時点で、2年以上の日本語教授歴を持つこと（個人指導やアシスタント・テ
ィーチャーの期間は除く）。
(7) 日本語能力試験N1又は旧日本語能力試験1級程度、あるいはそれ以上の日本語運用力を持っていること
（日本語能力試験の各レベルの認定の目安は日本語能力試験公式ウェブサイトの「N1～N5：認定の目安」
http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照）。
(8) 2017年（平成29年）10月から2018年（平成30年）9月までに、国際交流基金や日本の大学等において50
日間以上の日本語教師研修（「海外日本語教師短期研修」を含む）を受講していないこと。（受講予定を
含む）
(9) 帰国後も、国・地域の日本語教育への貢献が期待されること。
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4. 支給内容
(1) 宿舎（国際交流基金日本語国際センター内のシングルルーム）※家族の同伴不可
(2) 研修期間中の食事（一部は現金支給）
(3) 研究・活動費及び講義に関わる費用（例：政策研究大学院大学授業料等）
(4) 研修参加に必要な期間中の疾病及び傷害に対する海外旅行保険の付与（補償額の上限あり。既往症や歯
科治療等は当該保険の適用対象外）及び国民健康保険の付与
(5) 往復航空券 （エコノミークラス割引運賃、居住地最寄り国際空港発着）及び出国税・空港利用税、研
修補助費（来日中の自主研修に必要な公共交通機関の交通費及び通信費等を現物で支給）
5. 審査方針
(1) 以下のような観点から審査します。
ア 当該国・地域での指導的日本語教師研修の必要性
イ 申請者の当該国・地域の日本語教育界におけるポジション、将来の影響力
ウ 申請者の日本語運用力、特に修士課程を修めるのに十分な課題研究の遂行能力等
(2) 以下のような場合は、優先順位が高くなります。
ア 自国・地域の高等教育機関（大学等）において、日本語教育の修士の学位を取得することが困難な国・
地域からの申請者
イ 自国・地域の日本語教育の発展に大きく寄与する課題を研究する予定の申請者
6. 申請手続
(1）申請書類
申請に必要な書類は、以下ア～キのとおりです。申請書1～9ページ目の原本とそのコピー1部を、それぞ
れホッチキス留めをしてご提出ください。下記のいずれかのひとつでも欠く場合は、申請書類不備という
ことで審査対象となりませんのでご注意ください。
ア 所定の申請書
イ 推薦状（2 通）
所定の様式により 2 人の推薦者がそれぞれに作成し、署名・捺印の上、厳封したもの。
a) 所属機関長もしくは所属部門長によるもの。
b) a)以外の者で、本人を評価しうる者（ただし、国際交流基金派遣職員及び国際交流基金派遣専門家
等の国際交流基金関係者を除く）によるもの。
ウ 成績証明書
a) 学部卒業者は出身大学が作成したもの。
b) 大学院修了者は、a)に加え、出身大学院が作成したもの。
※ 在籍していた全ての大学（又は大学院）が作成し、厳封したものを提出すること（中途退学等の場
合も含む）
。日本語版又は英語版に限る。コピー不可。
※ 在籍中の場合は、在籍大学（又は大学院）が作成した最新のものを提出すること。
エ 卒業・修了（見込）証明書
a) 学部卒業者は出身大学が作成したもの。
b) 大学院修了者は、a)に加え、出身大学院が作成したもの。
※ 在籍していた全ての大学（又は大学院）が作成し、厳封したものを提出すること。日本語版又は英
語版に限る。コピー不可。
※ 卒業・修了見込者は、大学を卒業（又は大学院を修了）した時点で卒業（又は修了）証明書を提出
すること。
オ (A) 「研究計画書」
プログラム在籍中に行いたいと考えている研究計画を具体的に日本語で書いてください。添付の書式
2 枚に手書きでまとめてください。
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(B) 「プログラム修了後の展望と行動計画」
プログラム修了後に自国に戻ってから、各国の日本語教育分野における指導者としてどのようにプロ
グラムで得たものを生かして活躍していきたいか、展望と行動計画を具体的に日本語で書いてくださ
い。添付の書式 2 枚に手書きでまとめてください。
キ 日本語能力を証明する書類（コピー不可・申請書 15.参照）
(2）申請書提出先と締切
2017年（平成29年）12月1日必着で最寄りの国際交流基金海外拠点又は日本国大使館や総領事館等の在外
公館に提出してください。台湾は、
（公財）日本台湾交流協会の台北事務所にご提出ください。なお、e-mail
やFAXでの提出はお受けしておりません。
(3)申請書の受理通知
申請書類の受理通知を希望する場合は、はがきに返信用切手を添付の上、住所、氏名、プログラム名、受
理通知を希望する旨を記載して、申請書類に同封してください。国際交流基金海外拠点、日本国大使館や
総領事館等の在外公館又は（公財）日本台湾交流協会の担当者が申請書類を受理したことを証するために、
署名して返送します。ただし、返信用切手が貼っていないもの、必要事項が記載されていないものは返送
できませんので、ご留意ください。
（4）留意事項
ア 提出された申請書類は返却いたしません。申請する際には、必ず申請者用のコピーをお手元に残して
おいてください。
イ 申請書類提出後、記入内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせください。
7. 結果通知
(1) 2018年（平成30年）1月末：第一次審査（書類審査）結果発表
上記6（1）申請書類ア～キによって審査されます。
(2) 2018年（平成30年）2月：第二次審査（筆記試験・口述試験）
審査は国際交流基金海外拠点等で行う予定です。詳細については第一次審査合格者に通知します。
(3) 2018年（平成30年）4月中旬：合格者発表
審査・合否判定については、国際交流基金日本語国際センター及び政策研究大学院大学の担当教員で構
成される委員会が行います。
*合格者は入学に際し、合格通知とともに送付する指定の健康診断書を提出し、日本留学について心身と
もに支障がないと医師から判断される必要があります。
(4) 「海外日本語教師研修」にも同時に申請はできますが、同一年度には一つの研修しか参加できません。
(5) なお、採否理由等についてのお問い合わせには一切応じられませんのでご了承ください。
8.採用実績（参考）
採用 3 名／応募 3 名（2017（平成 29）年度）
9．研修参加者の義務
研修参加者は以下の条件を守らなければなりません。
(1) 日本滞在中は日本国法令を守ること。
(2) 研修に専念し、日本滞在を他の目的（宗教的あるいは政治的目的等）に利用しないこと。
(3) 研修参加者は、集団での研修に参加することを前提に招へいされたことを理解し、国際交流基金日本語
国際センターの指示に従って、全ての研修活動に参加すること。
(4) 研修期間の開始より前に来日しないこと。
(5) 研修期間中に一時帰国や第三国への旅行をしないこと（※自国での実習期間には、一時帰国が認められ
ます）。
(6) 国際交流基金日本語国際センターが滞在延長を許可した場合を除き、研修期間が終わり次第、直ちに帰
国すること。
(7) 家族を同伴しないこと。
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10. 研修に関する情報の公開
(1) 採用された場合、申請者・団体の名称、研修の概要等の情報は、国際交流基金事業実績、年報、ウェブ
サイト等において公表されます。
(2) 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成13年法律第140号）に基づく開示請求が
国際交流基金及び政策研究大学院大学に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出
された申請書類は開示されます。
11. 個人情報の取扱い
(1) 国際交流基金は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）
を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。国際交流基金の個人情報保
護への取組については、以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.jpf.go.jp/j/privacy/
(2) 申請書及び添付書類に記入された情報は、採否審査、研修実施、事後評価等の手続のほか、次のような
目的で利用します。
ア 研修参加者の氏名、性別、職業・肩書、所属先、研修期間、研修内容等の情報は、研修実施案内に公
表するほか、国際交流基金の事業実績、年報、ウェブサイト等の公表資料への掲載、統計資料作成に
利用されます。また、国際交流基金事業の広報のため、報道機関や他団体に提供することがあります。
イ 採用者の居住する国の日本国大使館・総領事館等の在外公館及び日本国外務省にも、査証発給のため、
これらの情報を提供することがあります。
ウ 申請書、添付書類及び研修報告書・成果物などは、採否審査、事後評価等のため、外部有識者等の評
価者に提供することがあります。提供する際、評価者の方には、個人情報の安全確保のための措置を
講じていただくようにしています。
エ 研修終了後に、本件研修に関するフォローアップのためのアンケートをお願いする場合があります。
オ 記入される連絡先に、他の国際交流基金事業についてご連絡を差し上げることがあります。
(3) 国際交流基金に提出された研修報告書・成果物などは、国際交流基金事業の広報のため、公開すること
があります。
(4) 研修実施のため、渡航手配や研修プログラムに協力を得る関係者（保険会社及びその代理店、航空会社、
自治体等）に、必要な範囲で情報を提供します。
(5) 申請の際に提出された書類等に記載された個人情報は、下記の業務において利用します。
ア 入学者選抜業務及び入試関係統計資料作成業務
イ 合格者に関する入学手続業務
ウ 入学者に関する学籍管理などの教務関係業務及び授業料徴収に関する業務
(6) 本研修に応募された方は、上記目的での個人情報の利用に同意したものとみなします。
12. 問合せ先
日本語国際センター教師研修チーム TEL:. +81-48-834-1182 FAX:. +81-48-834-1170
e-mail: urawakenshu@jpf.go.jp
*申請書のフォーマットは、以下のウェブサイトから入手可能です。
http://www.jpf.go.jp/j/program/japanese.html
添付資料
(1) 日本語教育指導者養成プログラム概要
(2) 日本語教師指導者養成プログラム科目概要
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申請書作成上の注意
全体的な注意事項
(1）申請用紙は全部で13ページです。申請する際には、申請書1～9ページ目の原本及びそのコピー1部を、
それぞれホッチキス留めをして、ご提出ください。
(2）最寄りの国際交流基金海外拠点又は日本国大使館や総領事館等の在外公館に提出してください。台湾は、
（公財）日本台湾交流協会にご提出ください。なお、e-mailやFAXでの提出はお受けしておりません。
(3) 申請書類の提出期限は2017年（平成29年）12月1日（必着）です。できる限り余裕を持って提出するよ
うにしてください。
(4) 申請書類に不備があるときは、受理しないことがあります。
(5) 提出された申請書類は返却いたしません。申請する際には、必ず申請者用のコピーをお手元に残してお
いてください。
(6) 申請書類の記載事項が事実と相違していることが判明した場合には、政策研究大学院大学入学後であっ
ても入学を取り消すことがあります。
(7) 申請書類の受理通知を希望する場合は、はがきに返信用切手を添付の上、住所、氏名、プログラム名、
受理通知を希望する旨を記載して、申請書類に同封してください。国際交流基金海外拠点、日本国大使館
や総領事館等の在外公館又は（公財）日本台湾交流協会の担当者が申請書類を受理したことを証するため
に、署名して返送します。ただし、返信用切手が貼っていないもの、必要事項が記載されていないものは
返送できませんので、ご留意ください。
(8) 申請書類提出後、記入内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせください。
注意事項
(1）(A)「研究計画書」、(B)「プログラム修了後の展望と行動計画」については、日本語の手書きで書いて
ださい。
(2）申請書と一緒に、証明書（成績証明書と卒業・修了（見込）証明書）の提出が必要となります。証明書（成
績証明書と卒業・修了（見込）証明書）は、出身大学（大学院）が発行した原本であることが必要です。コピ
ー（公証役場が証明したコピーも含む）は認められません。このため、申請を考えている方は、できるだけ早
い時点で出身大学（大学院）に証明書（成績証明書と卒業・修了（見込）証明書）の発行を依頼して準備して
ください。
(3) 在籍していた大学（大学院）が成績証明書や卒業・修了（見込）証明書を再発行できない場合は、以下の
URLを確認の上、申請手続を進めてください。
政策研究大学院大学
「日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）
「日本言語文化研究プログラム」
（博士課程）ホームページ
（ご案内 入学希望の方ページ）
http://www3.grips.ac.jp/~jlc/inf/entrance.html
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日本語教育指導者養成プログラム概要
１.修了 (学位取得) 要件
33 単位以上を修得するとともに、特定課題研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければ
ならない。
(1) 必修科目、選択必修科目及び選択科目
19 科目 41 単位の中から、必修科目 13 科目 29 単位を含む 33 単位以上（特定課題研究関連
科目 7 単位含む）を修得しなければならない。
(2) 特定課題研究
特定課題研究の成果として「特定課題研究報告」を提出しなければならない。ただし、②
に述べるような特別な事情が認められる場合は、
「特定課題研究論文」の作成が認められ
る。
① 特定課題研究報告
学生は、秋・冬学期に「特定課題研究演習Ⅰ」を春学期に「特定課題研究演習Ⅱ」を
履修する。最終学期（夏学期）に「特定課題演習Ⅲ」を履修し、その成果を「特定課
題研究報告」として提出し、教員からの口頭試問を受けなければならない。この研究
は、3.特定課題研究で後述する趣旨と方法で行う。
② 特定課題研究論文
ただし、所属機関の要請や自国の慣例などから、どうしても論文執筆が必要な者につ
いては、上述の「特定課題研究報告」に代えて、「特定課題研究論文」を書くことを希
望できる。その場合は、秋学期終了時及び実習後に、日本語運用力、成績、具体的な
研究計画等が一定の水準以上であり、論文指導を受けられるかどうかを判定する審査
に通らなければならない。この審査に通った者は、最終学期（夏学期）に「特定課題
研究論文」を履修し、その成果を「特定課題研究論文」として提出する。
2. 開講予定科目及び履修指導
(1) 開講予定科目
必修科目、選択必修科目及び選択科目 41 単位（特定課題研究関連科目 9 単位含む）か
ら履修する。別紙「日本語教育指導者養成プログラム科目概要」を参照のこと。
）
(2) 教員
プログラムのコースデザインやカリキュラム策定、審査等については、連携する 2 機関
（国際交流基金日本語国際センター及び政策研究大学院大学）の専任教員（＝担当教員）
が当たる。授業は、2 機関の専任教員が中心になって行い、必要に応じ、客員教員を依
頼する。
(3) 履修指導
必修科目以外の科目履修については、必要に応じ、担当教員が、それぞれの学生の研究
テーマなどに沿った科目の選択に対して助言、指導する。
3. 特定課題研究
(1) 趣旨
プログラムの修了生は、帰国後、自国や地域の日本語教育の指導者として活躍すること
が期待されている。そのため、特定課題研究のテーマも、それに沿って行う実習も、自
分の教授技術を向上させるだけでなく、まわりの教師達にも成果を伝えて意味があるも
のであることが望ましい。
(2) 手順
① 【来日前】
自国や自分の現場の問題点や課題を踏まえて研究テーマを設定し、実習（必ずしも、
教室の中で行うものだけでなく、調査研究などでもよい）の構想を練って自国での協
力者や協力機関もできるだけ決めておく。
② 【秋学期、冬学期】
授業や個別指導を通して研究テーマを深め、実習で行う調査や授業などについての具
体的な活動案を計画する。
③ 【春学期】
原則として自国に戻って、約 1 か月実習（調査や授業など）をする。
④ 【春学期、夏学期】
一連の研究計画、実施、結果を、1. （2）に前述したように報告（又は論文）として
まとめる。
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4. 事前課題
合格が決まった学生には、以下のような事前課題が課される予定である。
① 指定された教授法関連テキストの予習。
（来日直後に、理解度を確認する試験を行う。）
② 自国及び自分の地域の日本語教育事情に関する情報収集と整理。
③ 特定課題研究のテーマの設定と協力者、協力機関への打診。
④ 自分の授業を分析するための授業の録画又は録音資料の作成。
⑤ その他、教員から指示のあった課題。
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2017 年度日本語教育指導者養成プログラム(修士課程）
カリキュラム表

区分
区分Ⅰ
必修科目

区分Ⅱ
選択必修科目

区分Ⅲ
選択科目

科目番号

科目名

学期

単位

秋

2

JLC3100J

日本語表現法演習

JLC3110J

日本語学Ⅰ

秋、冬

2

JLC1120J

日本語学Ⅱ

冬

2

JLC1150J

言語学概論

秋

2

JLC3200J

日本語教育概論

秋

2

JLC3210J

日本語教授法Ⅰ

秋

4

JLC3220J

言語教育研究法

秋、冬

2

JLC3230J

教師教育論

通年

2

JLC3240J

第二言語取得研究

秋

2

JLC3300J

現代日本の教育と文化

秋

2

JLC3310J

現代日本の社会システム

春

2

JLC4300J

特定課題研究演習Ⅰ

秋、冬

3

JLC4310J

特定課題研究演習Ⅱ

春

2

JL4320J

特定課題研究演習Ⅲ

夏

2

JL4330J

特定課題研究論文

夏

2

JLC1320J

異文化コミュニケーショ
ン

春

2

JLC1330J

言語教育政策研究

春

2

JLC1340J

日本事情教育研究

未定

2

JLC1260J

日本語教授法Ⅱ

冬

2

修了に必要な
単位

29

33

,
2

2

備考
１ 修了要件
次の①から③に示す要件を満たし、合計 33 単位以上を履修するとともに、特定の課題についての
研究成果の審査に合格し、かつ、最終試験に合格すること。
① 区分Ⅰ
29 単位
② 区分Ⅱ
2 単位
③ 区分Ⅲ
2 単位
２ 授業科目は、年度途中で追加開設・変更される場合がある。
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日本語教育指導者養成プログラム科目概要
下表は 2017 年度（平成 29 年度）日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）の科目概要。
言語領域
科目名
日本語表現法演習

日本語学Ⅰ

日本語学Ⅱ

言語学概論

言語教育領域
科目名

日本語教育概論

日本語教授法Ⅰ

日本語教授法Ⅱ

第二言語習得研究

言語教育研究法

授業概要
日本語教育分野の研究活動に必要な実践的な日本語運用力を養うこ
とを目的とする。具体的には、論文読解を通して論文の構成を知り、
さまざまな読み方を学ぶ。さらに、論文に用いられる表現、研究発
表やレポート執筆の基礎を身につける。
日本語の文法、音声の特徴や指導法に関する講義やディスカッショ
ンを通して、これらの事項について自ら考察していけるような能力
を身に付けることを目指す。文法においては、昨今の研究動向を踏
まえて、具体的な学習項目を例に進める。音声においては、自らの
発音を内省しながら、効果的な音声指導について考える。
日本語の文字（主に漢字）
・語彙の特徴に関する講義やディスカッシ
ョンを行い、理解を深める。さらに具体的な指導方法を学習者とし
て体験し、自国での指導に活かす方法を考える。
また、コーパスを用いて現代日本語の表現を検索・分析する方法に
ついて、演習形式で授業を進める。
日本語教育の基礎とすべき言語学の重要な概念のうち、社会言語学
と対照言語学に焦点をあて、研究方法などについて、講義形式で概
説するとともに演習を行う。

授業概要
1）自国の日本語教育の現状を把握し、その特徴、これまでの成果、
今後の課題等を広く世界の日本語教育関係者に向けて発信できるよ
うになること、2）日本語教授法の流れを歴史的に概観し、自身の現
場で行われてきた日本語教育のあり方を振り返り、今後進むべき方
向性についてビジョンが持てるようになること、以上の 2 点を目的
とし、発表や学生間の議論を中心とした演習形式で行う。
初級レベルの学習者を対象にした教授法を演習形式で行い、実践的
な知識と技能を獲得する。まず、日本語の学習と教育を第2言語習得
研究の観点から捉え直す。また、自分がこれまで教えてきた日本語
コースの内容や方法、評価のあり方をJF日本語教育スタンダードの
枠組みから再評価し、改善案を考える。
教授法Ⅰで学んだ様々な教授法関連理論にもとづき、「聞く」「話
す」
「読む」「書く」の技能別に行う授業実践を考える。さらに「評
価」の観点から、パフォーマンス評価や総合的な評価、コース評価、
カリキュラム評価などを取り上げる。
第一言語（母語）の習得と第二言語（母語以外の言語）の習得はど
のように違うか。ある学習者が他の学習者よりも速く学ぶのはなぜ
か。ある学習項目が他の学習項目より早く習得されるのはなぜか。
本講義では、これらの疑問を解明しようとする理論を紹介し、それ
らの理論を検証するためにどのような研究が行われてきたかを概観
する。また、第二言語習得理論の教室への応用についても検討する。
さらに、実際の研究論文の講読を通して、データ収集やデータ分析
などの研究方法を学び、自らの研究に活かす方法を考える。
言語教育研究で使用される主な研究方法を理解し、各自の研究課題
に即した調査法を身につけることを目的とする。主にインタビュー
法および質問紙調査法に重点を置き、その手法に即したデータ収
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教師教育論

社会・文化・地域領域
科目名
現代日本の教育と文化

現代日本の社会システム

異文化コミュニケーション

言語教育政策研究

日本事情教育研究

特定課題研究
科目名

集・データ分析を演習形式で行うことで、質的･量的研究プロセスの
基本を学ぶ。冬学期末には、各自の帰国実習の計画と調査方法の検
討を行い、自らの研究をデザインすることを目指す。
それぞれの日本語教育環境において教師に求められる資質とその向
上のための方法について、特に自らが教師の指導者になるという前
提を踏まえて検討する。そのため、授業では、自分自身の経験や考
えについての内省活動を行い、それに基づいて参加者間の議論を行
う。

授業概要
日本の教育の成果と課題、制度の仕組みと改革の動向などを学ぶと
ともに、日本人の言語や日常生活への観察を通じて、日本人の基本
的な考え方・行動などについて考察する。
現代日本の社会運営の仕組みと実際を、政治・行政、経済・産業、
社会保障など多様な視点から講義する。関係教員によるオムニバス
形式の授業になる。
異文化コミュニケーションに関わる基本的な理論について、異文化
トレーニングの体験やディスカッション等を通して具体的に理解し
ていく。また、日本語教育の現場における異文化コミュニケーショ
ンの実際について知り、授業のあり方を考えていく。
日本や諸外国における外国語／第二言語としての自国語の教育政
策・施策の現状について触れながら、今後期待される言語教育や言
語環境の整備の在り方について考察する。この講義では、できる限
り意見交換や対話を重視した授業としたい。なお、希望や授業の状
況に応じて関連機関の訪問も行う予定。
日本語教育において、日本や日本人を理解するということは、どの
ように扱われるべきか、また、どのように位置付けることができる
かについて考える。近年、言語教育における「文化」の扱いに関し
てさまざまな研究がされている。本講義では、それらの研究も参考
にしつつ、自国の日本語学習者を意識した上で、日本事情・日本文
化理解を授業でどう展開していくか、具体的に授業を設計する過程
を通して考える。

授業概要
将来、各国で日本語教育における指導者となるために、現場の事情
特定課題研究演習Ⅰ
を踏まえた各自の研究テーマを設定し、その課題解決のための全体
構想の作成、先行文献の読解などの基礎作業を行う。
原則として、自国の現場に戻り、研究テーマに添った実習（調査研
特定課題研究演習Ⅱ
究を含む）を行う。また、その準備や発表のための整理を行う。
先に自ら設定した課題に沿って、理論と実践を結びつけた研究報告
特定課題研究演習Ⅲ*
を作成する。
先に自ら設定したテーマについて、特定課題論文を執筆する。（この
特定課題研究論文*
科目は、原則として、秋学期終了時と実習後の審査で論文作成の実
力があると判断された者のみ、履修することができる）
＊ 「特定課題研究演習Ⅲ」または「特定課題研究論文」のいずれか一科目を必ず履修しなければな
らない。
＜参考＞ 本プログラムは以下のように 4 学期構成で行われる。各科目は、原則として 15 回授
業を行う。
秋学期（10 月～1 月） 冬学期（2 月～3 月） 春学期（4 月～7 月） 夏学期（8 月～9 月）
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日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）
申

請

2018（平成 30）年度用
For FY 2018

書

Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master’s Program)
APPLICATION FOR ADMISSION
申請書は国際交流基金の最寄りの国際交流基金海外拠点又は日本国大使館や総領事館等の在外公館にご提出
ください。台湾在住の方は（公財）日本台湾交流協会の台北事務所にご提出ください。国際交流基金本部・
附属機関では海外からの申請を受け付けません。またインターネットや e-mail による申請書の提出は受け付
けません。なお、申請書に記入される個人情報の利用目的については、学生募集要領「11．個人情報の取扱
い」をご覧ください。
Applications should be submitted to the nearest Japan Foundation office in your country or the Japanese
Embassy/Consulate General (Japanese diplomatic mission). In Taiwan, applications must be submitted
to the Japan-Taiwan Exchange Association, Taipei office. The Japan Foundation Headquarters in Tokyo
and affiliated organizations will not accept applications from overseas applicants. We do not accept
applications through the Internet or by e-mail. With regard to the purpose of use of personal
information entered in the application, please see "11.Handling of Personal Information" in the
Application Instructions.

カラー写真
Color Photograph
裏面に氏名を記入してください
Your name on the back of
the photograph
3 か月以内に撮影のものを
使用してください
Taken within three months of
the time of application

申請者：申請者本人が記入してください。（パソコンを用いるか又は活字体で書いてください）
Applicant：The following form should be filled in by the applicant. (Print or write in block letters)
1. 氏名：
性別：
Name
姓 Family name
名 First name
ミドル・ネーム Middle name
Gender
(ローマ字（パスポート表記）As written in your passport (English alphabet only))
(カタカナ In Katakana) 姓 Family name
2. 生年月日：
Date of birth
4. 国籍：
Nationality

名 First name

ミドル・ネーム Middle name

3. 年令（2018 年 4 月 1 日現在）:
Age (As of April 1, 2018)
（45 歳未満の方、即ち 1974 年 4 月 2 日以降に生まれた方のみ
申請資格があります）
(Those who are 44 years old or under, who were born on
or after April 2，1974, are eligible.)

5. 地位／所属機関の名称／住所 Present position, with the name & address of the institution：
(地位)
Position

(専任・非専任)
Full time or part time

(機関名)
Name
機関 ID
ID of affiliated institution
※日本語教育機関検索データベース（https://jpsurvey.net/jfsearch/do/index）にて所属機関の機関 ID を確認の上、記入してください。
所属機関が同データベースへ未登録の場合は記入不要です。
*The ID of affiliated institution can be found on the "Search engine for institutions offering Japanese-language education"
(https://jpsurvey.net/jfsearch/do/index) No need to fill this column if your affiliated institution is not registered on the "Search
engine".

(機関住所)
Address

電話 TEL

FAX

-1-
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6 さくらネットワークに所属していますか？
Do you belong to organizations of the Sakura Network?
For “Sakura Network”, please visit the following website; https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/network/ (Japanese)
https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/education/network/ (English)
はい Yes
⇒
さくらネットワーメンバー（機関、団体）名：
Name of the Sakura Network member :
(institution, organization..etc.)
いいえ

No

7. 連絡先住所 Preferred mailing address： [ ]勤務先 Work
[ ]自宅 Residence
（上記住所 Same as above.） （以下に記入すること Fill in the following fields.）

電話 TEL

FAX

E-mail

8. 取得学位 (取得見込みも含む) ：
Academic degree (including expecting degree)
学士：
Bachelor's degree

機関名
from

所在地 Location

学位 Degree

Name of institution
（から）
月（Month）/年(Year)

to

（まで）
月(Month)/年(Year)

to

（まで）
月(Month)/年(Year)

to

（まで）
月(Month)/年(Year)

専攻 Major

学問的な受賞 Scholastic honors or prize (if any)

修士：
Master's degree

所在地 Location

機関名

Name of institution

from
（から）
月（Month）/年(Year)

専攻 Major

学位 Degree

学問的な受賞 Scholastic honors or prize (if any)

その他：
Others

機関名

所在地 Location

学位 Degree

Name of institution

from
（から）
月（Month）/年(Year)

専攻 Major

学問的な受賞 Scholastic honors or prize (if any)
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9. 学歴：
Education history
学校名
Full name of institution
初等教育
Primary
education

中等教育
Secondary
education

入学年月
Year & month
of enrollment

卒業年月
Year & month
of graduation

年(yy)

年(yy)

修学年数
Duration
of schooling
年(years)

小学校
Elementary
school

月(mm)

月(mm)

and
か月(months)
年(years)

中学校
Lower
secondary
school

年(yy)

月(mm)

年(yy)

月(mm)

and
か月(months)
年(years)

高校
Upper
secondary
school

年(yy)

月(mm)

年(yy)

月(mm)

and
か月(months)

年(years)
上記 8.及び 9.を通算した全学校教育修学年数（2018 年 4 月 1 日現在）
Total number of years of schooling reported above as of April 1, 2018

and
か月(months)

はい
Yes

10. 日本で義務教育を修了しましたか？
Did you complete your compulsory education in Japan?

いいえ
No

11. あなたがお願いした推薦者 2 名：
Names of the two people you have requested to write letters of recommendation
(1) 所属機関(部門)長
Representative of the institution (or department)

推薦者名 Name

肩書 Position/title

機関 Organization/institution

肩書 Position/title

機関 Organization/institution

(2) (1)以外の推薦者
Another person who can evaluate the applicant

推薦者名

Name

12. 日本語学習歴：
Previous Japanese language study
期間 Term
総時間数 Total hours
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)

機関名 Institution
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13. 日本語教授歴：
Japanese language teaching experience
期間
from
年(yy)
to
年(yy)
from
年(yy)
to
年(yy)
from
年(yy)
to
年(yy)

Term

機関名 Institution

対象者 Students in your class
年齢

Age

ﾚﾍﾞﾙ Level

月(mm)～
月(mm)
月(mm)～
月(mm)
月(mm)～
月(mm)
計
年
か月
Total years and months
（2017 年 12 月 1 日現在
As of December 1,, 2017)

14. 日本語教授歴以外の職歴：
Professional experience other than teaching Japanese
期間 Term
雇用者（機関）名 Employer's name
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)
15. 日本滞在歴：
Previous stay in Japan
期間 Term
from
年(yy) 月(mm)～
to
年(yy)
月(mm)
From
年(yy) 月(mm)～
To
年(yy)
月(mm)
From
年(yy) 月(mm)～
To
年(yy)
月(mm)

日数 Days

教授歴が 2 年未満の方は申請資格がありません
Those who have at least two years of experience
teaching Japanese language are eligible

仕事の内容 Job title and description

滞在目的・受けたグラント Purpose and grants received, if any

16. 日本語能力に関する試験：
Japanese-Language Proficiency Test level & scores (and the year of the test taken) or any other qualifications to show Japanese
proficiency
(得点票原本を添付すること。コピー不可。 Attach a genuine score sheet. Its photocopy will not be accepted.)
(1) 日本語能力試験 ：
JLPT

N
Passed level

認定番号
Certification No.

得点
Score
受験年
Year taken

(2) その他の試験：
Others

受験年
Year taken
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17. 資格取得 Qualifications：

18. 受賞歴

（取得年

Year obtained）

（取得年

Year obtained）

（取得年

Year obtained）

（取得年

Year obtained）

Awards：
（受賞年

Year awarded）

（受賞年

Year awarded）

（受賞年

Year awarded）

19．日本語教育関連の活動歴：日本語教育の推進について貢献があれば具体的に記述してください。（例：学会、政府政策、教材開発）
Activities related to Japanese language education: Describe any activities you have conducted related to Japanese language
education and what contributions these have made in its overall promotions (e.g. academic society, government policy,
development of teaching materials.)
期間 Term
from
年(yy)
to
年(yy)
from
年(yy)
to
年(yy)
from
年(yy)
to
年(yy)

20. 研究業績

月(mm)
月(mm)～
月(mm)
月(mm)～
月(mm)

Research performance：
論文題目/発表テーマ

掲載雑誌名/学会名

Title of research paper /

Date

Title of journal / title of academic conference

theme of your presentation
月

(yy mm)
年

月

(yy mm)
年

仕事の内容 Job title and description

月(mm)～

発表年月

年

プロジェクト名 Project's name

月

(yy mm)
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(A) 研究計画書 (1/2)
Research Plan

氏 名 Name
研究テーマ Research theme
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研究計画書
Research Plan (2/2)
氏 名 Name
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(B) プログラム修了後の展望と行動計画 (1/2)
Prospects and Action Plans after Completion of the Program

氏 名 Name
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NC-GP
プログラム修了後の展望と
行動計画 (2/2)
Prospects and Action Plans after
Completion of the Program
氏 名 Name
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日本語教育指導者養成プログラム (修士課程)
Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master's Program)
推薦状

LETTER OF RECOMMENDATION 1

志願者名：
Name of applicant

姓 Family name

名 First name

ミドル・ネーム Middle name

を政策研究大学院大学・国際交流基金日本語国際センター 日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）の入学志願者として下記により
推薦します。
I recommend the above person as an applicant to the Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master's Program) which
is jointly offered by GRIPS/JFJLI, Urawa.
推薦者へのお願い ： この推薦状を日本語又は英語でご記入、ご署名の上、厳封して志願者へ渡してください。また、記入欄が足り
ない場合は、別紙にご記入の上、この様式に添付してください。
To the recommender: Please complete this form in Japanese or English, sign it, enclose it in an envelope, seal the envelope,
and sign it across the flap. Return the sealed envelope to the applicant. You may attach additional sheets if the space
provided is insufficient.
※採否審査及び事業評価のため、この推薦状を外部有識者等に提供することがあります。
* There may be cases in which this letter is provided to outside consultants in the screening process and evaluation procedure.
推薦者：
Name of person completing this form
職名：
Position/title
所属：
Name of organization
住所：
Address
電話：
TEL

ファックス：
FAX

志願者をどれくらいの期間ご存知ですか？
How long have you known the applicant?

E-mail：

年
years

か月
months

どのような関係でご存知ですか？ In what capacity have you known the applicant?

どれくらいの頻度で志願者に会いますか？
How often have you interacted with the applicant?

(
)
毎日 Daily

(
)
毎週 Weekly

(
)
毎月 Monthly

(
)
たまに Rarely

同じ分野で働く他の教師／職員と比べて、志願者の学識や教授能力をどのように評価しますか？
In comparison with other teachers/staff whom you have known in the same field, how would you rate the applicant's overall scholastic
or teaching ability?
極めて優秀 TRULY EXCEPTIONAL - One of the best you have known ..................................
大変優秀、上位 5％以内
OUTSTANDING - Highest 5%..............................................
優秀、次の上位 5％以内
EXCELLENT - Next highest 5% ...........................................
上位 10％以内には入らないが有力
GOOD - Strong ability, but not in top 10% ......................
上位 50％以内
AVERAGE - Upper 50% .............................................................
上位 50％以内には入らないが推薦する
BELOW AVERAGE - Lower 50%, but recommended .................
推薦しない

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

NOT RECOMMENDED .................................................................... (

)

- 10 -

NC-GP
志願者の専門的職業人又は研究・教育者としての能力及び将来性等についてどのように評価しますか。
Discuss the applicant's competence in his/her field of study, as well as the applicant's career possibilities as a professional
worker, researcher or educator. In describing such attributes as motivation, intellectual potential, and maturity, please discuss
both strong and weak points. Specific examples are more useful than generalizations.

志願者の人柄・性格(積極性、リーダーシップ等)をどのようにお考えですか。
Discuss the applicant's character and personality. Please comment on his/her social skills, emotional stability, leadership skills,
and reliability.

日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）の候補者として、志願者をどのように評価しますか。
General recommendation: How would you evaluate the applicant's overall suitability as a candidate for admission to the Graduate
Program in Japanese Language and Culture (Master's Program) offered by GRIPS/JFJLI, Urawa?
(
(

) 大変適正
) 適正

Outstanding
Good

(
(

) どちらとも言えない Average
) 不適正
Poor

その他、選考に当たって参考になるような所見がありましたら記入願います。 Additional comments, if any:

署名：
Signature

日付：
Date
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日本語教育指導者養成プログラム (修士課程)
Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master's Program)
推薦状

LETTER OF RECOMMENDATION 2

志願者名：
Name of applicant

姓 Family name

名 First name

ミドル・ネーム Middle Name

を政策研究大学院大学・国際交流基金日本語国際センター 日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）の入学志願者として下記により
推薦します。
I recommend the above person as an applicant to the Graduate Program in Japanese Language and Culture (Master's Program) which
is jointly offered by GRIPS/JFJLI, Urawa.

推薦者へのお願い ： この推薦状を日本語又は英語でご記入、ご署名の上、厳封して志願者へ渡してください。また、記入欄が足り
ない場合は、別紙にご記入の上、この様式に添付してください。
To the recommender: Please complete this form in Japanese or English, sign it, enclose it in an envelope, seal the envelope,
and sign across the flap. Return the sealed envelope to the applicant. You may attach additional sheets if the space provided
is insufficient.

※採否審査及び事業評価のため、この推薦状を外部有識者等に提供することがあります。
* There may be cases in which this letter is provided to outside consultants in the screening process and evaluation procedure.
推薦者：
Name of person completing this form
職名：
Position/title
所属：
Name of organization
住所：
Address
電話：
TEL

ファックス：
FAX

志願者をどれくらいの期間ご存知ですか？
How long have you known the applicant?

E-mail：

年
years

か月
months

どのような関係でご存知ですか？ In what capacity have you known the applicant?

どれくらいの頻度で志願者に会いますか？
How often have you interacted with the applicant?

(
)
毎日 Daily

(
)
毎週 Weekly

(
)
毎月 Monthly

(
)
たまに Rarely

同じ分野で働く他の教師／職員と比べて、志願者の学識や教授能力をどのように評価しますか？
In comparison with other teachers/staff whom you have known in the same field, how would you rate the applicant's overall scholastic
or teaching ability?
極めて優秀 TRULY EXCEPTIONAL - One of the best you have known ..................................
大変優秀、上位 5％以内
OUTSTANDING - Highest 5%..............................................
優秀、次の上位 5％以内
EXCELLENT - Next highest 5% ...........................................
上位 10％以内には入らないが有力
GOOD - Strong ability, but not in top 10% ......................
上位 50％以内
AVERAGE - Upper 50% .............................................................
上位 50％以内には入らないが推薦する
BELOW AVERAGE - Lower 50%, but recommended .................
推薦しない

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

NOT RECOMMENDED .................................................................... (

)
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志願者の専門的職業人又は研究・教育者としての能力及び将来性等についてどのように評価しますか。
Discuss the applicant's competence in his/her field of study, as well as the applicant's career possibilities as a professional
worker, researcher or educator. In describing such attributes as motivation, intellectual potential, and maturity, please discuss
both strong and weak points. Specific examples are more useful than generalizations.

志願者の人柄・性格(積極性、リーダーシップ等) についてどのようにお考えですか。
Discuss the applicant's character and personality. Please comment on his/her social skills, emotional stability, leadership skills,
and reliability.

日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）の候補者として、志願者をどのように評価しますか。
General recommendation: How would you evaluate the applicant's overall suitability as a candidate for admission to the Graduate
Program in Japanese Language and Culture (Master's Program) offered by GRIPS/JFJLI, Urawa?
(
(

) 大変適正
) 適正

Outstanding
Good

(
(

) どちらとも言えない Average
) 不適正
Poor

その他、選考に当たって参考になるような所見がありましたら記入願います。 Additional comments, if any:

署名：
Signature

日付：
Date
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