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1. 海外の日本語学習者数（2009 年海外日本語教育機関調査（速報値）より） 

2. 日本語能力試験受験者数 



80機関・団体(2010年11月末現在）

地域名 国名 機関名 区分 選定理由

1 東アジア 韓国 韓国日本語教育研究会 教師会・教育団体
韓国16市道の中等教育レベルの日本語教師会の上部組織。韓国全土を対象
とする。

2 東アジア 韓国 国際交流基金ソウル日本文化センター JF拠点

3 東アジア 中国 国際交流基金北京日本文化センター JF拠点

4 東アジア 中国（香港） 香港日本語教育研究会 教師会・教育団体
香港の日本語教育関係者を会員とする。2007.09にNPO法人化。中等教育を
含むネットワーク化に取り組んでいる。専門家派遣先。

5 東南アジア インドネシア インドネシア中学校・高校日本語教師会 教師会・教育団体
インドネシア唯一の高校日本語教師の全国組織であり、日本語教育の発展・
充実に大きな牽引力となる組織。

6 東南アジア インドネシア インドネシア日本語教育学会 教師会・教育団体
インドネシア唯一の高等教育機関の日本語教師を主とした全国組織であり、
日本語教育の発展・充実に大きな牽引力となる組織。

7 東南アジア インドネシア インドネシア教育大学 日本語課程のある中核高等機関
最も伝統ある日本語教師養成機関。西ジャワ中等教育の日本語普及、高等教
育機関教師提供に貢献。専門家派遣先。

8 東南アジア インドネシア スラバヤ国立大学 日本語課程のある中核高等機関
東ジャワ州唯一の教員養成大学であり、卒業生の多くが東ジャワ州を中心に
各地の高校で教鞭をとる。専門家派遣先。

9 東南アジア インドネシア 国際交流基金ジャカルタ日本文化センター JF拠点

10 東南アジア カンボジア プノンペン大学 日本語課程のある中核高等機関
公立高等教育機関で唯一日本語主専攻がある。教師会の主催、セミナー開
催、会報発行などを行っている。専門家派遣先

11 東南アジア シンガポール シンガポール日本語教師の会 教師会・教育団体
シンガポール唯一の日本語教師ネットワーク。教師の研鑽の機会を提供し、日
本語教育の質の向上を目指す組織。

12 東南アジア タイ コンケン大学 日本語課程のある中核高等機関
2006年タイで初の日本語教育専攻コースを設置。2009年に公務員資格を持つ
中等教員を輩出する。専門家派遣先。

13 東南アジア タイ タイ国日本語日本文化教師協会JTAT 教師会・教育団体
タイ人による日本語教師会。2009年3月法人化（学会化）。タイ全土のネット
ワーク化を目指す。

14 東南アジア タイ タマサート大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語教育の歴史が長く、同大学の修士課程は各地の大学日本語学科の教
員供給源。

15 東南アジア タイ チュラーロンコーン大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語教育の歴史が長く、同大学の修士課程は各地の大学日本語学科の教
員供給源。現職日本語教師向けの修士課程もある。

16 東南アジア タイ 国際交流基金バンコク日本文化センター JF拠点

17 東南アジア フィリピン 国際交流基金マニラ日本文化センター JF拠点

18 東南アジア ベトナム ハノイ国家大学外国語大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語教育師範課程を有する。ベトナム中等教育の教科書作りプロジェクト参
加校。

19 東南アジア ベトナム ハノイ大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語教育師範課程を有する。ベトナム中等教育の教科書作りプロジェクト参
加校。

20 東南アジア ベトナム 貿易大学（ホーチミン分校を含む） 日本語課程のある中核高等機関
日本語専攻過程を有する。「エリンが挑戦！にほんごできます。」の翻訳･編
集・放送に協力。

21 東南アジア ベトナム ホーチミン市国家大学人文社会科学大学 日本語課程のある中核高等機関 日本語教育師範課程を有する。南ベトナムの拠点とすべき高等教育機関。

22 東南アジア ベトナム 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター JF拠点

23 東南アジア マレーシア 国際交流基金クアラルンプール日本文化センター JF拠点

24 東南アジア ラオス ラオス国立大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語学科を有する唯一の国立大学。2006年開設。正規課程以外の特別ク
ラスも運営。専門家派遣先。

25 南アジア インド 国際交流基金ニューデリー日本文化センター JF拠点

26 南アジア スリランカ ケラニア大学 日本語課程のある中核高等機関
最も長い歴史を持つ有名校。同国の日本語教育をリードする立場にある。中
等教育教師を多く輩出。専門家派遣先

27 大洋州 オーストラリア 豪州日本研究学会 教師会・教育団体
豪州唯一の日本関係に特化した学会組織。日本語教育分野を含め多くの高
等教育機関研究者がメンバーとなっている。

28 大洋州 オーストラリア 国際交流基金シドニー日本文化センター JF拠点

29 北米 カナダ カナダ日本語教育振興会 教師会・教育団体
カナダ唯一の日本語教師会の全国組織。カナダにおける日本語教育の振興を
目的として活動。

30 北米 カナダ 国際交流基金トロント日本文化センター JF拠点

31 北米 米国 アーカンサス大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

32 北米 米国 サンフランシスコ州立大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

33 北米 米国 ジョージタウン大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

34 北米 米国 デポール大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

35 北米 米国 ハワイ大学マノア校 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

36 北米 米国 南カリフォルニア大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

37 北米 米国 レーマン大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

38 北米 米国 ワシントン大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語課程を有する高等教育機関、またJLPT実施機関として、地域の日本語
教育の牽引的役割が期待される。

39 北米 米国 米国日本語教師会 教師会・教育団体
全米規模の高等教育日本語教師会。JFロスと共同で波及効果の高い多くの
日本語プロジェクトを協働して実施してきた。

40 北米 米国 全米日本語教師会 教師会・教育団体
全米規模の初中等教育日本語教師会。JFロスと共同で波及効果の高い多く
の日本語プロジェクトを協働して実施。

41 北米 米国 米国日本語教師会連合 教師会・教育団体
ATJ、NCJLTを含むアライアンス団体。JFロスと共同で波及効果の高い多くの
日本語プロジェクトを協働して実施してきた。

3. JFにほんごネットワーク（さくらネットワーク）中核メンバー
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地域名 国名 機関名 区分 選定理由

42 北米 米国 国際交流基金ロサンゼルス日本文化センター JF拠点

43 中南米 ブラジル サンパウロ大学 日本語課程のある中核高等機関
唯一日本語修士課程を有する。日本語教師の養成を行うほか、地方で行われ
る教師研修会、周辺地域の日本語教育発展にも貢献。

44 中南米 ブラジル ブラジリア大学 日本語課程のある中核高等機関
ブラジリアにおける日本語教師の養成や日本語教育の普及の役割を果たす。
今年から講師陣を3名増員し、9名体制となる。

45 中南米 ブラジル リオデジャネイロ連邦大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語コース開設から30年以上の歴史を有する当該地域の中核的機関。日
本語教師会を組織し、セミナー等積極的に活動。

46 中南米 ブラジル ブラジル日本語センター 教師会・教育団体
ブラジル全校の日本語学校取りまとめ機関として活動。教師研修・学習者研修
を実施。

47 中南米 ブラジル 国際交流基金サンパウロ日本文化センター JF拠点

48 中南米 メキシコ 社団法人メキシコ日本語教師会 教師会・教育団体
メキシコの日本語教師の大半が加入している組織であり、日本語教育の向上
のために中核的な役割を果たしている。

49 中南米 メキシコ 国際交流基金メキシコ日本文化センター JF拠点

50 西欧 イタリア ロンバルディア州ミラノ県中等教育監理監督局 教師会・教育団体
北イタリアの中等教育の日本語教師の教師会として、セミナー、研修会を実
施。JFローマの北イタリアの協力団体。

51 西欧 イタリア 国際交流基金ローマ日本文化会館 JF拠点

52 西欧 英国 英国日本語教育学会BATJ 教師会･教育団体
高等教育の全国レベルの日本語教師会。独自またはJFロンドンと共同で定期
的に研修会を実施。

53 西欧 英国 国際交流基金ロンドン日本文化センター JF拠点

54 西欧 スペイン 国際交流基金マドリード日本文化センター JF拠点

55 西欧 ドイツ 国際交流基金ケルン日本文化会館 JF拠点

56 西欧 フランス アルザス欧州日本学研究所 教師会・教育団体
2006年より欧州各国から教師の参加を得て、JFリソースを活用した広域的な
教師研修「欧州日本語教師研修会」を実施。

57 西欧 フランス フランス日本語教師会 教師会・教育団体
高等教育の全国レベルの日本語教師会。独自またはJFパリと共同で定期的
に研修会、シンポジウムを実施。ニューズレターを発行。

58 西欧 フランス 国際交流基金パリ日本文化会館 JF拠点

59 東欧 アゼルバイジャン バクー国立大学 日本語課程のある中核高等機関
アゼルバイジャン最高学府。2000年より日本語講座が開設。2007年修士課程
開設。専門家派遣先

60 東欧 ウクライナ キエフ国立言語大学付属東洋語大学 日本語課程のある中核高等機関
キエフ国立大学と並ぶ国内最大規模の日本語教育機関。教育科と通訳科を
有す。専門家派遣先

61 東欧 ウクライナ キエフ国立大学 日本語課程のある中核高等機関
ウクライナ屈指の高等教育機関で、国内の中心的な日本語教育機関のひと
つ。専門家派遣先

62 東欧 チェコ カレル大学 日本語課程のある中核高等機関
中欧最古の大学で、チェコにおける日本研究・日本語教育の中心。チェコの日
本語教師は同学の卒業生が多い。専門家派遣先

63 東欧 ハンガリー エドヴェシ・ローランド大学日本学科 日本語課程のある中核高等機関
日本語教育、教師養成で修士号を出すことができる高等教育機関として、ハン
ガリーの日本語教育の発展に貢献。

64 東欧 ハンガリー カーロリ・ガシュパール・カルビン派大学日本学科 日本語課程のある中核高等機関
日本語教育、教師養成で修士号を出すことができる高等教育機関として、ハン
ガリーの日本語教育の発展に貢献。

65 東欧 ハンガリー ハンガリー日本語教師会 教師会・教育団体
JFブダペストの日本語事業の共催・協力機関であり、独自に波及効果の高い
事業を行う。

66 東欧 ハンガリー 国際交流基金ブダペスト日本文化センター JF拠点

67 東欧 ブルガリア ソフィア大学 日本語課程のある中核高等機関
プルがリア唯一の日本学を主専攻とする高騰教育機関。ブルガリアの日本研
究、日本語教育をリードする。専門家派遣先

68 東欧 ポーランド ヤギェロン大学 日本語課程のある中核高等機関
日本語主専攻を1987年より開始。ポーランドの日本学研究の中心。日本語教
師を多く輩出。専門家派遣先。

69 東欧 ルーマニア ブカレスト大学 日本語課程のある中核高等機関
ルーマニア日本語教育の中心的役割を担う。日本語教育関係者の多くが同学
卒業生。専門家派遣先

70 東欧 ロシア サハリン国立総合大学付属経済・東洋学大学 日本語課程のある中核高等機関
サハリン州唯一の国立高等教育機関。1989年より日本語講座を開始。専門家
派遣先

71 東欧 ロシア ノボシビルスク国立大学 日本語課程のある中核高等機関
1970年日本語講座開講。西シベリア地域の日本語教育の中心。主任クラスの
日本語教師のほとんどが同校出身。専門家派遣先

72 東欧 ロシア モスクワ日本文化センター JF拠点

73 東欧 ロシア モスクワ国立大学アジア・アフリカ諸国大学 日本語課程のある中核高等機関
1956年日本語講座開講。日本語教育の最高学府として優秀な人材を輩出。専
門家派遣先

74 東欧 ロシア 極東国立人文大学 日本語課程のある中核高等機関
ハバロフスク地方有数の歴史と権威を有する高等教育機関として、同地域の
日本語教育を牽引。専門家派遣先

75 欧州 欧州全体 ヨーロッパ日本語教師会 教師会・教育団体
欧州全体規模の日本語教師会。年1回のシンポジウムを持ち回りで開催。日
本語教育グローバルネットメンバー。

76 中東・アフリカ エジプト アインシャムス大学 日本語課程のある中核高等機関
カイロ大学に次いで2000年に日本語専攻課程を開設。外国語教育では高い
評価を得ている。専門家派遣先

77 中東・アフリカ エジプト カイロ大学 日本語課程のある中核高等機関
エジプトで最初の日本語学科で30年以上の歴史を持つ。日本研究全般の充実
を目指し、修士、博士課程を有する。

78 中東・アフリカ エジプト 国際交流基金カイロ日本文化センター JF拠点

79 中東・アフリカ シリア ダマスカス大学 日本語課程のある中核高等機関 シリア唯一の日本語専攻課程を有する機関。2002年に開設。専門家派遣先

80 中東・アフリカ トルコ 土日基金文化センター 教師会・教育団体
一般市民講座を運営。主専攻以外の大学生、一般社会人等広い層に日本語
学習の場を提供。専門家派遣先
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4. 日本語国際センター／関西国際センター 事業概観 

 

 

【日本語国際センター 2009年度事業概観】 

 

1─海外日本語教育機関のネットワーク形成と強化 

 以下の日本語教育関係資料を刊行し、配布およびウェブサイトで公開。 

○ 『日本語教育通信』(ウェブサイト) 

○ 『国際交流基金日本語教育紀要』6号（冊子・ウェブサイト） 

 

2─研修事業 

❶ 海外日本語教師研修・指導的日本語教師の養成など 

海外の日本語教師を招へいし、以下の教師研修を実施。 

○ 海外日本語教師長期研修：29カ国、44名 

○ 海外日本語教師短期研修：38カ国、96名 

○ 韓国高校日本語教師研修：1カ国、56名 

○ 中国（大学・中等学校）日本語教師研修：1カ国、59名 

○ インドネシア中等日本語教師研修：1カ国、20名 

○ タイ人日本語教師短期訪日研修：1カ国、18名 

○ マレーシア中等教育日本語教師研修：1カ国、7名 

○ 日本語教育指導者養成プログラム（修士課程［新規］）：6カ国、8名 

○ 日本語教育指導者養成プログラム（修士課程［継続］）：5カ国、6名 

○ 日本言語文化プログラム（博士課程［新規］）：1カ国、1名 

○ 日本言語文化プログラム（博士課程［継続］）：4カ国、4名 

○ 海外日本語教師上級研修：6カ国、8名 

上記研修に加えて、JET 参加者を対象とした日本語教授法の研修を実施。 

○ 全国JET教授法研修：10カ国、29名 

 

❷ 21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS）受託事業 

○ 東アジア若手日本語教師特別招へい研修：11カ国、39名 

○ 南アジア若手日本語教師特別招へい研修：5カ国、19名 

○ メコン若手日本語教師特別招へい研修：5カ国、10名 

 

❸ 受託事業として、以下の研修を実施。 

○ 海外教師日本研修プログラム：10カ国、13名 

○ 大連市中学校日本語教員研修：1カ国、1名 

○ ロシア若手日本語教師研修：1カ国、7名 

 



3─日本語教材開発・制作支援 

❶ 日本語教材自主制作・普及 

以下の日本語教材の自主制作と普及を実施。 

○ 『 エリンが挑戦！にほんごできます。』（映像教材／ウェブサイト） 

NHK、NHKワールドなどで再放送。ブラジル、スリランカ、韓国、フィンランドの4カ国のテレビ局で放送

（現地語の字幕・吹替版）。また、日本語が初めての学習者でも楽しく学べ、ゲームやクイズを楽しみ

ながら日本文化を理解できるWeb版『エリンが挑戦！にほんごできます。』をオープン。 

○ 『 国際交流基金 日本語教授法シリーズ』（書籍） 

全14巻のうち、第4巻『文法を教える』を出版。 

○ 「 みんなの教材サイト」（ウェブサイト） 

素材検索機能とコミュニティ機能を拡充、教材用素材を追加。アクセス件数は534万件。 

○「JF日本語教育スタンダード」 

2010年3月にウェブサイトをオープン。JF日本語教育スタンダード第一版として、「JF日本語教育スタン

ダード2010」を発表。あわせて、同ウェブサイトにおいて、能力記述文（「Can-do」）を検索、編集するた

めのデータベース「みんなの「Can-do」サイト」を発表。 

 

❷ 日本語国際センター図書館 

 日本語教育専門図書館として、図書・視聴覚資料44,616点、雑誌・紀要等673誌を所蔵し、情報・

資料を提供。 

 

 

 

【関西国際センター 2009年度事業概観】 

 

1─研修事業 

❶ 専門日本語研修・日本語学習者訪日研修など 

海外における日本語学習者支援の観点から、国際交流基金以外の機関では十分に教育を行うこ

とが難しい専門性の高い日本語研修、日本語学習奨励研修などを以下のとおり実施。 

○ 専門日本語研修（外交官）：23カ国、23名 

○ 専門日本語研修（公務員）：5カ国、5名 

○ 専門日本語研修（研究者・大学院生）：20カ国、45名 

○ 日本語学習者訪日研修（大学生）：30カ国、51名 

○ 日本語学習者訪日研修（各国成績優秀者）：50カ国、54名 

○ 日本語学習者訪日研修（高校生）：17カ国、32名 

○ 日本語学習者訪日研修（李秀賢氏記念韓国青少年招へい事業）：1カ国、30名 

○ 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カ国、18名 

○ 大学連携大学生訪日研修：18カ国、100名 

○ 大阪府クィーンズランド州日本語教師研修：1カ国、5名 

○ インドネシア人介護福祉士候補フォローアップ研修：1カ国、34名 



○ 大阪府JET来日時研修：7カ国、35名 

○ 在日外交官研修：17カ国、19名 

 

❷ 21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS）受託事業 

○ 東アジア日本語移動講座：4カ国、40名 

○ 東アジア日本語履修大学生（春季）：4カ国、20名 

○ 東アジア日本語履修大学生（夏季）：9カ国、30名 

○ 東アジア日本語履修大学生（秋季）：2カ国、8名 

○ 南アジア日本語履修大学生：6カ国、39名 

 

❸ 受託事業として、以下の研修を実施しました。 

○ ニュージーランド日本語教師日本語研修：1カ国、3名 

○ インドネシア大学生日本語研修：1カ国、2名 

○ 香港中文大学大学生訪日研修：1カ国10名 

○ オーストラリア日本語教師訪日研修：1カ国10名 

 

2─日本語教材開発・制作支援 

❶ 日本語教材自主制作・普及 

以下の日本語教材の自主制作と普及を実施。 

○ 「 日本語でケアナビ」（ウェブサイト） 

場面からの例文検索機能を追加。アクセス件数は74万件。 

○ 「アニメ・マンガの日本語」（ウェブサイト） 

アニメ・マンガに現れる多様な日本語（せりふ、擬態語、擬声語等）を通して、日本語を学習できるウェ

ブサイトをオープン。アクセス件数は、2010年2月の公開から2カ月間で50万件。 

 

❷ 関西国際センター図書館 

 日本の文化・社会を広く紹介する資料を中心に、図書・視聴覚資料45,270点、雑誌等285誌を所蔵

し、情報・資料を提供。 



拠点名 年間受講者

ソウル日本文化センター（韓国） 17コース 上級 305人

北京日本文化センター（中国） 2コース
入門
教授法

101人
（うち教師研修19人）

ジャカルタ日本文化センター（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 5ｺｰｽ
初級
中級
上級

91人
（うち教師研修46人）

バンコク日本文化センター（ﾀｲ） 36ｺｰｽ
中級
中上級
上級

714人

マニラ日本文化センター（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ） 13ｺｰｽ

初級
初中級
中級
教師対象
教授法

129人
（教師研修のみ）

クアラルンプール日本文化センター（ﾏﾚｰｼｱ） 9ｺｰｽ

中級
上級
ﾋﾞｼﾞﾈｽ
教授法

194人
（うち教師研修45人）

ベトナム日本文化交流センター（ﾍﾞﾄﾅﾑ） 3ｺｰｽ
教師対象
教授法

33人
（教師研修のみ）

シドニー日本文化センター（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 15ｺｰｽ

入門
初級
中級
上級
教師(ｵﾝﾗｲﾝ初級)

283人
（うち教師用ｵﾝﾗｲﾝ講座72人）

ローマ日本文化会館（ｲﾀﾘｱ） 19ｺｰｽ

入門　10
初級　4
中級　2
上級　3

308人

ケルン日本文化会館（ﾄﾞｲﾂ） 27ｺｰｽ

入門
初級
中級
上級

448人

パリ日本文化会館（ﾌﾗﾝｽ） 13ｺｰｽ
中級
体験
教授法

102人
（うち教師研修11人）

ロンドン日本文化センター（英国） 5ｺｰｽ
中上級
教師対象(中級･中上
級）

141人
（文化講座107人、教師研修34

名人）

ブダペスト日本文化センター（ﾊﾝｶﾞﾘｰ） 16ｺｰｽ
初級
初中級
中級

159人

モスクワ日本文化センター（ﾛｼｱ） 6ｺｰｽ
初級
中級 242人

カイロ日本文化センター（ｴｼﾞﾌﾟﾄ）
9ｺｰｽ 入門

初級
中級･上級

707人

合計 3,957人

ｺｰｽ数・内容

5. 国際交流基金海外拠点日本語講座（2009年度）




