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○ プログラム

◎日 時：平成２６年９月２０日（土）１０：３０～１６：４５

◎会 場：ホテル辰巳屋

（福島市栄町５－１）

１０：００ 受付開始

１０：３０～１０：５０ 文化庁施策説明

○説明者：岸本 織江（文化庁文化部国語課長）

１０：５０～１１：３０ 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議状況の説明

○説明者：伊東 祐郎（文化審議会国語分科会日本語教育小委員会主査，
東京外国語大学教授・留学生日本語教育センター長）

１１：３０～１２：００ 「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

地域日本語教育実践プログラムを活用した実践事例報告

生活支援になり得る日本語授業を具体的にデザインするための研修事業○

報告者：聖徳大学 北村 弘明

（平成２５年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

地域日本語教育実践プログラム（Ａ）採択団体）

行政・学校と連携した外国籍保護者向けの日本語学習機会の創出および地域交流○

報告者：ＮＰＯ法人ＡＢＣジャパン 渡部 佳子

（平成２５年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

地域日本語教育実践プログラム（Ｂ）採択団体）

１２：００～１３：００ 昼食



１３：００～１５：００ 「生活者としての外国人」のための日本語教育ワークショップ

第１分科会（瑞雲の間）○

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案とは？

－５点セット早分かり！－

講 師：加藤 早苗

（日本語教育小委員会委員，インターカルト日本語学校校長）

第２分科会（宝生の間）○

行動・体験中心の教室活動をデザインしてみよう －教材例集を参考に－

講 師：北村 祐人

（名古屋大学とよた日本語学習支援システム システム・コーディネーター）

第３分科会（珊瑚の間）○

日本語学習ポートフォリオを活用してみよう

－移動する学習者のための日本語能力評価－

講 師：品田 潤子

（公益社団法人国際日本語普及協会所属講師，地域日本語教育コーディネー

ター研修講師）

１５：１０～１６：１０ 平成２５年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

事例発表ポスターセッション

○地域日本語教育実践プログラム（Ａ） ４団体

・ＳＩＬ札幌日本語学校

・会津若松市国際交流協会

・聖徳大学

・磐田国際交流協会

○地域日本語教育実践プログラム（Ｂ） ３団体

・ＮＰＯ法人国際支援地球村

・公益財団法人石川県国際交流協会

・ＮＰＯ法人ＡＢＣジャパン

１６：１５～１６：４５ 分科会の成果共有報告会・閉会



文部科学省・文化庁における日本語教育関連施策等一覧

施策・事業 概 要

外国人に対する日本語教育施策に関する検討を行っている。１ 文化審議会国語分

平成26年度は平成26年1月に取りまとめられた「日本語教育の科会日本語教育小

推進にあたっての主な論点に関する意見の整理について（報委員会

）」 ，「 」，告 を踏まえ 論点７ 日本語教育のボランティアについて

「論点８ 日本語教育に関する調査研究の体制について」を中

心に議論を行っている。

外国人が日本社会の一員として日本語を用いて円滑に生活を２ 「生活者としての

送ることができるよう 「生活者としての外国人」のための日外国人」のための ，

本語教育事業を平成19年度から実施している。日本語教育事業

平成26年度には次のような事業を実施している。

○地域日本語教育実践プログラムＡ

標準的なカリキュラム案等の活用による取組

○地域日本語教育実践プログラムＢ

地域における日本語教育の体制整備を推進する取組

○地域日本語教育コーディネーター研修

○地域日本語教育の総合的な推進体制の構築に関する実践

的な調査研究

我が国に定住を希望する条約難民及び第三国定住難民に対す３ 条約難民及び第三

る政府全体の定住支援プログラムの一環として，通所式の定住国定住難民に対す

支援施設における日本語教育のほか，退所後，定住先においてる日本語教育

も難民の継続的な日本語学習を支援するため，難民や日本語ボ

ランティア等に対する日本語教育相談を行っている。

我が国における定住外国人に対する今後の日本語教育施策の４ 日本語教育に関す

推進の参考とするため，日本語教育実施機関・施設等に関するる調査及び調査研

実態などについて最新の状況を調査している。究

日本語教育研究協議会を開催し，各地の優れた取組の報告や５ 日本語教育研究協

地域における日本語教育の課題の検討等を行っている。議会等の開催

また，地域における日本語教育を推進するため，都道府県・

市区町村及び自治体設置の国際交流協会等の日本語教育担当者

を対象に，都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修を実施

している。

日本語教育に関する各種コンテンツを横断的に利用できるシ６ 省庁連携日本語教

ステムを平成24年度に作成し，平成25年度から「ＮＥＷＳ」育基盤整備事業

(ﾆｭｰｽ： ihongo ducation contents eb sharing ystemの略称)N E W S

として公開し，随時情報を収集・公開している。

また，日本語教育推進会議を開催し，関係府省及び関係機関

等が集まり，日本語教育に関する具体的な取組の現状・課題を

把握するとともに，情報交換を行っている。



施策・事業 概 要

昨今の景気後退により，不就学等になっている外国人等の子７ 定住外国人の子供

供に対して，日本語等の指導や学習習慣の確保を図るための場の就学支援事業

（ 虹の架け橋教室 ）を外国人集住都市等に設け，主に公立学「 」

校への円滑な転入等が出来るようにしている。

また，外国人等の子供を中心としたコミュニティと地域社会

との交流を促進している。

学級数等から算定されるいわゆる基礎定数とは別に，日本語８ 義務教育諸学校に

指導が必要な外国人児童生徒等のための加配定数を措置していおける外国人児童

る （定数から算定される教員の給与費の1/3を国庫負担 ）生徒への日本語指 。 。

導の充実のための

教員配置

帰国・外国人児童生徒の受入れから卒業後の進路までの一貫９ 公立学校における

した指導・支援体制の構築を図るため，各自治体が行う受入促帰国・外国人児童

進・日本語指導の充実・支援体制の整備に関する取組を支援す生徒に対するきめ

る事業を実施している。細かな支援事業

「外国人児童生徒の総合的な学習支援事業 （平成22年度～2410 研修マニュアル及 」

年度）の委託事業により開発した「研修マニュアル」及び「日び日本語能力測定

本語能力測定方法」について普及を図る。方法の普及

【具体的内容】 ※平成25年度に配付・ＨＰ掲載

○外国人児童生徒教育研修マニュアル：主に教育委員会が外

国人児童生徒教育に関する研修会を計画する際の参考とな

るもの。

○外国人児童生徒のためのＪＳＬ対話型アセスメント ＤＬ

Ａ：学校において児童生徒の日本語能力を把握し，その後

指導方針を検討する際の参考となるもの。

※ＤＬＡ＝Dialogic Language Assesment
※ＪＳＬ＝Japanese as a Second Language

【参考】平成22年度に開発・公表

○外国人児童生徒受入れの手引き：適応指導・日本語指導等

に関する体系的・総合的なガイドライン。

○情報検索サイト「かすたねっと ：地域の実践事例を検索」

し，活用できるサイトの開設。



施策・事業 概 要

独立行政法人教員研修センターにおいて，外国人児童生徒教育11 日本語指導者等に

に携わる教員や校長，副校長，教頭等の管理職及び指導主事を対対する研修の実施

象として，日本語指導法等を主な内容とした実践的な研修を実施

している （年１回，４日間，110名程度）。

日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」12 日本語指導が必要

の編成・実施について，学校教育法施行規則の一部を改正し，平な児童生徒を対象

成２６年１月１４日に公布，同年４月１日より施行。とした「特別の教

育課程」の編成・

実施

１ （独）日本学生支援機構日本語教育センター（東京，大阪）13 留学生に対する日 ．

において，国費留学生の一部（高専・専修学校）及び外国政府本語教育関連施策

派遣留学生等，大学進学を希望する私費留学生に対して，日本

語教育を１年間から１年半実施している（入学定員540人 。）

※ この他，国立大学に置かれる留学生センター等や私立大学に

置かれる留学生を対象とした別科における日本語教育への支援

や，各大学に置かれる日本語教育施設の共同利用が進むようそ

の拠点となる施設の認定等を実施している （認定校：筑波大。

学（平成22年～31年 ，大阪大学（平成23年～27年 ，東京外） ）

国語大学（平成24年～28年 ））

． ， ，２ 国費外国人留学生制度として 日本語・日本文化研修留学生

教員研修留学生に対し，日本語教育，教育手法等の研修を実施

している。

日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習し,現地の学校14 大学の世界展開力

等での日本語指導支援や日本文化の紹介をすることにより,学生強化事業～ASEAN諸

自身の異文化理解を促し,将来日本とＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国等との大学間交

国連合）との架け橋となるエキスパート人材の育成を支援してい流形成支援～(SEND

る。プログラム)



※政府全体の関係会議

会議・協議会等 概 要

我が国の国際化の進展等の観点から外国人労働者の受入れの範15 外国人労働者問題

囲拡大や円滑化が要請される一方，外国人の不法就労等が社会問関係省庁連絡会議

， ，題化している現状に鑑み 外国人労働者の受入れ範囲拡大の是非

拡大する場合その範囲及び受入れ体制の整備等外国人労働者を中

心とする外国人受入れに関する諸問題の検討を行うために設置。

平成18年12月に「 生活者としての外国人」に関する総合的対応「

策」を取りまとめた。

今般の厳しい雇用情勢の下で困難な状況に置かれている日系定16 日系定住外国人施

住外国人への支援を検討するなど，日系定住外国人に関する施策策推進会議

について政府全体としての取組を推進するために設置。平成26年

3月に「日系定住外国人施策の推進について」を取りまとめた。

海外において日本語の普及を促進するに当たり，政府の取組に17 海外における日本

ついて幅広い分野の有識者の意見を求め,必要な施策等について語の普及促進に関

外務大臣への提言を得るために平成25年4月に設置。平成25年12する有識者懇談会

月に「海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会 最

終報告書」を外務大臣へ提出した。

難民をめぐる諸問題について，関係行政機関の緊密な連携を確18 難民対策連絡調整

保し，政府として必要な対応を検討するため，内閣に，難民対策会議

連絡調整会議を設置。

第三国定住難民については，平成22年10月から５年間のパイロ

ットケースとしてミャンマー難民の受入れを実施している。
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国内の日本語学習者数等の推移

※文化庁調べ（各年11月1日現在）

○平成25年末現在で，在留外国人数は約207万人となり，我が国人口の約1.6％を占める。
○国内の日本語学習者数は，長期的には増加傾向にあり，平成25年には，平成2年と比較して倍増の約16万人。
平成23年は東日本大震災の影響等により約4万人減少したものの，その後回復の兆しを見せている。

※H２３までは外国人登録者数，H２４以降は在留外国人数。

いずれも法務省調べ（各年末現在）

在留外国人数の推移

国内の日本語学習者数等の推移
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国・地域別の日本語学習者数

（上位20か国・地域）

○国内の日本語学習者数16万人のうち，8割をアジア地域の出身者が占める。
○国・地域別では，中華人民共和国が6万5千人と最も多く，ベトナム，大韓民国，ネパールと続く。

平成25年11月1日現在※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」

出身地域別の日本語学習者数

外国人に対する日本語教育の推進－国内における日本語学習者について－
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審議会における検討

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業
日本語教育に関する教材等を共有し，横断的

に利用できる「ＮＥＷＳ」を運用するとともに
コンテンツの充実を図る

○日本語教育推進会議等

・日本語教育推進会議
（参加団体）２９団体，下記の７府省

・日本語教育関係府省連絡会議
（参加府省）内閣府，総務省，法務省，外務省，

文科省，厚労省，経産省

○地域日本語教育実践プログラム
・「標準的なカリキュラム案」等に準拠した取組
「標準的なカリキュラム案」等に準拠し，地

域の実情に応じた日本語教育の実施，人材の養
成及び教材の作成を支援

・地域資源の活用・連携による総合的取組
地域の文化活動・市民活動等に外国人の参加

を促しつつ日本語教育を実施する取組や，日本
語教育に関する地域における連携体制を構築・
強化する取組等を支援

○地域日本語教育コーディネーター研修
一定の経験を有し，日本語教育プログラムの

編成やその実施に必要な連携・調整に携わって

いる者等を対象に研修を実施

○地域日本語教育の総合的な推進体制の構築
に関する実践的調査研究

○日本語教育研究協議会
「標準的なカリキュラム案」等を有効に活用

する方法を解説したハンドブックを活用し，全
国４か所で協議会を開催

○都道府県・市区町村等日本語教育担当
者研修

○文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における検討
｢生活者としての外国人」に対する日本語教育について，①「標準的なカリキュラム案｣(平成２２年５月)，②「カリキュラム案活用のためのガイドブック｣(平成２３年１月)，③

「教材例集｣及び④「日本語能力評価｣(平成２４年１月)，⑤「日本語指導力評価｣(平成２５年２月)を取りまとめ。［平成２５年度以降，周知・活用を図る。］
また，日本語教育小委員会の下に設置した課題整理に関するワーキンググループにおいて，⑥「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論点の整理について(報

告)｣(平成２５年２月)を取りまとめ。同報告で整理した論点について意見やデータを収集・整理しし日本語教育小委員会において⑦「日本語教育の推進に当たっての主な論

点に関する意見の整理について（報告）」（平成２６年１月）を取りまとめ。

具体的な事業の実施

「生活者としての外国人」のための
日本語教育事業

省庁連携日本語教育基盤整備事業

日本語教育研究協議会等の開催

外国人に対する日本語教育の推進

条約難民及び第三国定住難民に対して，定住
支援策として日本語教育を外部に委託して実施
平成26年度は，パイロットケース事業終了後

の受入体制等の検討のため，日本語能力及び日
本語学習実態調査を定住後の第三国定住難民に
対し実施

○日本語教育に関する実態調査

日本語教育実施機関・施設等に関する実態を

把握するための調査を実施

○日本語教育の総合的な推進に向けた調査研究

日本語教育小委員会での１１の論点の検討結果

を踏まえた日本語教育を推進する調査研究を実施

日本語教育に関する調査及び調査研究

条約難民及び第三国定住難民に
対する日本語教育

（平成2５年度予算額 ２１６百万円）
平成2６年度予算額 ２１２百万円

（25年度予算額 164百万円）
26年度予算額 155百万円

（25年度予算額 34百万円）
26年度予算額 40百万円

（25年度予算額 5百万円）
26年度予算額 8百万円

（25年度予算額 4百万円）
26年度予算額 4百万円

（25年度予算額 9百万円）
26年度予算額 5百万円

地域日本語教育コーディネーター
研修 （東西２か所）
一定の経験を有し，日本語教育

プログラムの編成やその実施に必
要な連携・調整に携わっている者
を対象に必要な能力について理解
を深め，その向上を図ることを目
的に研修を実施。

審議会報告・成果物の提供
文化審議会国語分科会が取りまと

めた報告・成果物の提供を行う。

活用のための
ガイドブック

日本語能力
評価について

標準的な
カリキュラム案
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地域

地域日本語教
育の総合的な
推進体制の構
築に関する実
践的調査研究

○地域資源の活用・連携による
総合的取組
地域の文化活動・市民活動等に

外国人の参加を促しつつ日本語教
育を実施する取組や，日本語教育
に関する地域における連携体制を
構築・強化する取組等を行う。

○「標準的なカリキュラム案」等
の活用による取組
「生活者としての外国人」に対す

る標準的なカリキュラム案等を活用
し，地域の実情・外国人の状況に応
じた以下の取組を行う。

〈日本語教育の実施〉
〈人材の育成〉
〈教材の作成〉

地域日本語教育実践プログラム（Ａ） 地域日本語教育実践プログラム（Ｂ）

（想定される取組例）
・子育てや防災の取組との連携

・自治体の部局，関係機関・団体，
企業等からなる協議会の設置 等

成果の
普及

事例の収集，カリ
キュラム案等の
検証・改善

調
査
研
究

教材例集

日本語指導力
評価について

本事業の範囲

民間シンクタンク等

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
（平成2５年度予算額1６４百万円）
平成2６年度予算額1５５百万円



＜参考＞ 

 
平成２６年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

地域日本語教育実践プログラムの概要 
 

１．本事業の目的 

日本国内に居住している外国人等が日常生活を営む上で必要となる日本語能力

等を習得できるよう，各地の優れた取組を支援し，日本語教育の推進を図ることを

目的とします。 

 

２．事業内容 

（１）地域日本語教育実践プログラム（Ａ） 

①日本語教室の実施，②日本語教育を行う人材の養成・研修の実施，③日本語

教育のための学習教材の作成の全てを組み合わせて実施する優れた取組を支援

します。 

実施に当たっては，文化審議会国語分科会で取りまとめた「生活者としての外

国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について等（※）を活用す

ることとしています。 

（２）地域日本語教育実践プログラム（Ｂ） 

地域の創意に基づき，多様な機関等との連携・協力を図り，「生活者としての

外国人」に対する日本語教育の体制整備を推進する，①関係機関等の連携・協力

を推進する検討体制の整備，②多様な機関等との連携・協力に基づく日本語教室

の実施，③取組の成果の発信及び住民の日本語教育への理解の促進，④その他，

これらに類するものの中から複数を組み合わせ（取組のいずれか一つ以上に必ず

日本語教室の実施を含む）実施する優れた取組を支援します。 

 

３．支援対象 

本事業の対象となるのは，次の（１）から（３）のいずれかの要件を満たす団体

です。 

（１）都道府県又は市区町村（それぞれ教育委員会を含む。） 

（２）法人格を有する団体 

（３）法人格を有しないが，次の①から④の要件を全て満たしている団体 

  ① 定款又は寄付行為に類する規約等を有すること。 

  ② 団体の意思を決定し，執行し，代表する組織を有すること。 

  ③ 自ら経理し，監査する等会計組織を有すること。 

  ④ 団体の活動の本拠としての事務所を有すること。 

 

※ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について等とは，

文化審議会国語分科会で取りまとめた以下のものをいいます。 
①「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について 
②「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案 活用のための

ガイドブック 
③「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案 教材例集 
④「生活者としての外国人」に対する日本語教育における日本語能力評価について 
⑤「生活者としての外国人」に対する日本語教育における指導力評価について 



平成26年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
地域日本語教育実践プログラム（Ａ）採択団体

NO. 都道府県 市町村 実施機関名
代表者
職名

代表者名

1 北海道 札幌市 ＳＩＬ札幌日本語学校 代表 島　治美

2 千葉県 松戸市 聖徳大学 学長 川並　弘純

3 東京都 品川区 社会福祉法人さぽうとにじゅういち 代表理事 吹浦　忠正

4 東京都 台東区 株式会社インターカルト日本語学校 代表取締役 加藤　早苗

5 東京都 千代田区 九段日本文化研究所・日本語学院株式会社 代表取締役 細野　祐二

6 東京都 港区 株式会社アーク教育システム 代表取締役 梶浦　淳代

7 東京都 港区 公益社団法人国際日本語普及協会 理事長 宮﨑　茂子

8 東京都 町田市 特定非営利活動法人日本ペルー共生協会 理事長
パラシオス

パウロフスキー
アルベルト

9 神奈川県 川崎市 社会福祉法人青丘社 理事長 斐重度

10 神奈川県 横浜市 ＮＰＯ法人多文化共生教育ネットワークかながわ 理事長 高橋　徹

11 石川県 金沢市 公益財団法人　石川県国際交流協会 理事長 中西　吉明

12 静岡県 浜松市 静岡県ベトナム人協会 会長 山田　明

13 静岡県 浜松市 特定非営利活動法人フィリピノナガイサ 理事長 中村　グレイス

14 静岡県 浜松市 特定非営利活動法人日本語教育ボランティア協会 理事長 河合　世津美

15 愛知県 名古屋市 株式会社三惠コンサルティング 代表取締役 三上　憲一

16 大阪府 豊中市
特定非営利活動法人国際交流の会とよなか
（ＴＩＦＡ）

理事長 葛西　芙紗

17 大阪府 大阪市 特定非営利活動法人多文化共生センター大阪 代表理事 田村　太郎

18 大阪府 吹田市 公益財団法人吹田市国際交流協会 理事長 小川　勉

19 兵庫県 神戸市 特定非営利活動法人実用日本語教育推進協会 理事長 髙畑　笙子

20 岡山県 総社市 総社市 市長 片岡　聡一

21 広島県 東広島市 公益財団法人東広島市教育文化振興事業団 理事長 木村　清

22 徳島県 徳島市 徳島県 知事 飯泉　嘉門

23 福岡県 福岡市 学校法人中村英数学園 理事長 中村　登

24 佐賀県 小城市 佐賀県日本語学習支援“カスタネット” 代表 貞松　明子

25 熊本県 熊本市 熊本県立大学 理事長 五百旗頭　真

26 沖縄県 那覇市 学校法人南星学園　サイ・テク・カレッジ那覇 理事長 遠山　英一



平成26年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
地域日本語教育実践プログラム（Ｂ）採択団体

NO. 都道府県 市町村 実施機関名
代表者
職名

代表者名

1 北海道 札幌市 公益財団法人札幌国際プラザ 代表理事 中田　博幸

2 宮城県 石巻市 NPO法人国際支援地球村 理事長 梶原　美佳

3 栃木県 小山市 株式会社　きぼう国際外語学院 代表取締役 竹内　靖

4 群馬県 前橋市 国立大学法人　群馬大学 学長 髙田　邦昭

5 埼玉県 さいたま市 地球っ子クラブ２０００ 代表 高柳　なな枝

6 千葉県 千葉市 公益財団法人千葉市国際交流協会 理事長 石井　俊昭

7 東京都 港区 株式会社アルーシャ 代表取締役 岩瀬　香奈子

8 東京都 豊島区 学習院大学 学長 福井　憲彦

9 東京都 文京区 特定非営利活動法人ＰＥＡＣＥ 理事長 マリップ・センブ

10 神奈川県 大和市 特定非営利活動法人　かながわ難民定住援助協会 会長 櫻井　ひろ子

11 神奈川県 川崎市 特定非営利活動法人　教育活動総合サポートセンター 理事長 佐々木　武志

12 神奈川県 横浜市 ＮＰＯ法人ＡＢＣジャパン 理事長 橋本　秀吉

13 石川県 小松市 小松市国際交流協会 会長 綾　美寿恵

14 長野県 長野市 長野県 知事 阿部　守一

15 長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根市 市長 杉本　幸治

16 長野県 松本市 松本市 市長 菅谷　昭

17 長野県 飯田市 飯田市 市長 牧野　光朗

18 岐阜県 可児市 ＮＰＯ法人　可児市国際交流協会 理事長 豊島　正治

19 岐阜県 可児市 可児ミッション 運営委員長 野村　潔

20 静岡県 浜松市 一般社団法人ブリッジハートセンター東海 代表理事 山城　ロベルト

21 静岡県 浜松市 一般社団法人グローバル人財サポート浜松 代表理事 堀　永乃

22 静岡県 磐田市 磐田国際交流協会 会長 髙塚　勝久

23 静岡県 沼津市 ふじのくに多文化共生ネット 代表 高澤　啓子

24 静岡県 浜松市 公益財団法人浜松国際交流協会 代表理事 宮川　勇

25 静岡県 浜松市 学校法人　ムンド・デ・アレグリア学校 理事長 松本　雅美

26 愛知県 名古屋市 一般財団法人　名古屋ＹＷＣＡ 代表理事 永山　峯子

27 愛知県 名古屋市 公益財団法人　愛知県国際交流協会 会長 神田　真秋

28 愛知県 豊橋市 特定非営利活動法人　フロンティアとよはし 理事長 河村　八千子

29 愛知県 名古屋市 国立大学法人名古屋大学 総長 濱口　道成

30 愛知県 犬山市 特定非営利活動法人　シェイクハンズ 代表理事 松本　里美

31 三重県 津市 公益財団法人三重県国際交流財団 理事長 内田　淳正

32 三重県 津市 特定非営利活動法人　日本ボリビア人協会 代表理事 山田　ロサリオ

33 京都府 京丹後市 京丹後市国際交流協会 会長 藤村　益弘

34 京都府 京都市 公益財団法人　京都府国際センター 理事長 尾池　和夫

35 大阪府 大阪市 おおさか識字・日本語センター 会長 森　実

36 大阪府 豊中市 公益財団法人とよなか国際交流協会 理事長 松本　康之

37 兵庫県 神戸市 特定非営利活動法人　神戸定住外国人支援センター 理事長 金　宣吉

38 兵庫県 神戸市 公益財団法人神戸ＹＷＣＡ 理事長 平山　芳子

39 広島県 広島市 広島市役所 市長 松井　一實

40 広島県 福山市 福山市 市長 羽田　皓

41 沖縄県 那覇市 ＮＰＯ法人　沖縄国際人材支援センター 理事長 仲田　俊一



○平成２１年１月 【日本語教育小委員会報告書】
「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」
⇒ ・コーディネート機関・人材が必要。
・日本語教育のコーディネート機能を自治体等の本来業務として位置付け，それを担う人材をできる限り
常勤職員として配置することが重要である。

○平成２２年度より，地域日本語教育コーディネーター研修を実施。
「地域日本語教育のデザイン」を行うキーパーソンを育成。

１．背景

背景・
課題

２．地域日本語教育コーディネーター研修（Ｈ26年度）について（１）
①研修の目的

・地方公共団体，国際交流協会，地域の日本語教室等で日本語教育
プログラムの編成や日本語教育プログラムの実施に必要な地域の関
係機関との調整に携わっている者等を対象に「地域日本語教育コー
ディネーター」に必要な能力について理解を深め，その向上を図る
ことを目的とした研修を開催する。

地域日本語教育コーディネーターの役割

問題把握・課題設定 地域日本語教室の現状及び問題の把握と課題の
設定

ファシリテーション 課題解決のプロセスの可視化による活動の推進

連携（ネットワーク） 組織内外の調整や地域・組織・人の力をつなぐ
ことによる協働の推進

リソースの把握・活用 日本語教育のリソースの把握と課題に応じた適
切な活用

方法の開発 「生活者としての外国人」に適した日本語教育
の方法の開発

背景・
課題

②研修の対象者・定員

（i）地方公共団体，国際交流協会，地域
の日本語教室等で日本語教育プログラムの
編成に携わっている者

かつ，以下の条件を満たす者（東西各20名）

次の（i），（ii）のいずれかに該当し，

（ii）日本語教育プログラムの実施に必要
な地域の関係機関との調整に携わっている
者

地域日本語教育に関する経験３年以上を有
し，地方公共団体（都道府県及び市区町村
（教育委員会を含む）），国際交流協会，
又は社会福祉協議会が推薦する者。

地域日本語教育コーディネーター研修①

（i）
【東日本地域】
平成２６年１１月５日（水）
～６日（木）

【西日本地域】
平成２６年１０月２２日（水）
～２３日（木）

・コーディネーターの役割に関
する講義，地域における日本
語教育の実践事例報告，日本
語教室の運営や教室活動を
考える演習などを行い，実践
活動で取り組む課題を設定す
る。

（ii）
【東日本地域】
平成２６年１１月～平成２６年
３月（約４か月）
【西日本地域】
平成２５年１０月～平成２６年
３月（約４か月）

・受講者それぞれの地域で研
修Ⅰで設定した課題に基づ
き，実践活動を行う。

（iii）
【東日本地域】平成２７年３月１３日（金）
【西日本地域】平成２７年３月６日（金）

・実践活動の結果を踏まえ，その成果や課題
について発表・検討を行う。

実践活動

研修Ⅰ

研修Ⅱ

※演習・実践・発表のプロセ
スを通じて，相互に学び合い，
コーディネーターの役割につ
いて理解を深め，その向上を
図る。

２．地域日本語教育コーディネーター研修（Ｈ26年度）について（２）
③研修の内容・期間

・研修は，（i）研修Ⅰ（講義及び演習），（ii）実践活動，（iii）研修Ⅱの三部構成。研修
Ⅰを１０月（西日本地域）及び１１月（東日本地域）に開催し，約３か月間の実践活動
の後，その成果を研修Ⅱで発表・共有（ポスターセッション形式）し，今後の実践につ
なげる。

④研修の主催，場所等

主催

開催地

経費等

文化庁

東日本地域：東京
西日本地域：大阪

本研修の受講は無料とす
るが，研修受講に要する
旅費，滞在費等は受講者
の負担とする。

地域日本語教育コーディネーター研修②



平成25年度予定額 ３４百万円
（平成24年度予算額 ３２百万円）

難民対策連絡調整会議
（平成１４年８月７日発足）

事 務 局
（内閣官房）

外務省
センターの運営，
生活費の支給等

文化庁
日本語教育
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受託団体〔平成26年度〕

（公財）アジア福祉教育財団難民事業本部

条約難民・
第三国定住難
民の定住支援

条約難民

「難民の地位に関する条約」(昭和56年条約第21号)に定義された難民の要件(※)に該当し，「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政
令第319号)によって認定された者。
(※)人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、
国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者。

第三国
定住難民

難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を，当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させることを
第三国定住による難民の受入れと言い，これにより受入れる者。自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久
的解決策の一つとして位置付けられている。
（他に，米国，オーストラリア，カナダ，スウェーデン，ノルウェー等が受入れを行っている。）

効果

○難民の受入れ・定住促進による国際社会の一員としての責任の
遂行（※日本は昭和56年に「難民の地位に関する条約」，昭和57年に
「難民の地位に関する議定書」に加入，第三国定住難民の受入れはア
ジア初。）

○多文化共生の地域社会の形成

政府の難民に対する定住支援体制

定住支援体制

1

難民の定住先の自治体と連携を

図りながら継続的に日本語を学習
できるよう、地域の実状に応じた
日本語教育の支援体制を構築する

日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる
最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース（1日6コマ昼間開講)

入

国 定住支援施設における
定住支援プログラム

定住支援施設退所後の
定住先における
日本語教育支援

日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

日本語教育の効果について半年ごとに調査を実施

難

民

申

請

日本語教育プログラム（572時間）
日本への定住に必要とされる

最低限の基礎日本語能力の習得
○6か月コース
（1日6コマ，昼間開講，前後期に分けて実施)

○1年コース（1日3コマ夜間開講）

難
民
認
定
（
法
務
省

）日本語教育相談員による指導・助言及び日本語学習教材の支援等

地
域
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本
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教
室
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の
参
加
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立
・
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住
へ

定住支援施設における
定住支援プログラム
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）

条約難民及び第三国定住難民に対する日本語教育
（平成２５年度予算額 ３４百万円）

平成２６年度予算額 ４０百万円

今後の受入れ体制等の検討に資するため，第三国定住難民の定住後の実
態についてインドシナ・条約難民との比較を含めた調査・研究を実施する

定住後の第三国定住難民の日本語能力及び日本語学習実態調査）

パイロット事業期間は，
平成２６年度末まで

難民対策連絡調整会議



【目的】
カリキュラム案等を活用する能力の向上及び日本語教育に対する理解の増進

【参加者】
日本語指導者等

【開催場所】
例年開催している東京に新たに全国３地域（福島・大阪・熊本）を加え実施

【参加者数】
東京は約500名。ほかの３地域は各約100名

【主な内容】
・ハンドブックの解説
・カリキュラム案等を活用するための演習
・カリキュラム案等を活用した取組の事例発表

【目的】
日本語教育施策の企画立案能力の向上

【参加者】
自治体の日本語教育担当者

【開催場所】
東京（８月１日）

【参加者数】
約80名

【主な内容】
・日本語教育施策の企画・立案に係る演習
・ハンドブックの解説

・平成２年の改正出入国管理及び難民認定法の施行以降，
在留外国人は平成２年末の約１０８万人から平成２５年
末の約２０７万人，平成２年に約６万人だった日本語学
習者数は，平成２５年には約１６万人となり，日常生活
を送る上で必要な日本語を学習する外国人が増加。

・文化庁では特に「生活者としての外国人」にとって必要
な日本語教育を推進するため，文化審議会国語分科会に
おいて
①「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な
カリキュラム案について」（平成２２年５月）

②「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な
カリキュラム案 活用のためのガイドブック」（平成２３年１月）

③「「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な
カリキュラム案教材例集」（平成２４年１月）

④「「生活者としての外国人」に対する日本語教育における
日本語能力評価について」（平成２４年１月）

⑤「「生活者としての外国人」に対する日本語教育における
指導力評価について」（平成２５年２月）

を取りまとめた。

・日本語教育小委員会に設置された「課題整理に関する
ワーキンググループ」において
「日本語教育に向けた基本的な考え方と論点の整理について
（報告）」（平成２５年２月）

を取りまとめた。

・平成２５年度は11の論点について広く意見収集を行い，

「日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の
整理について（報告）」（平成２６年１月）

を取りまとめた。

事業の経緯・目的 日本語教育研究協議会

都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修

日本語教育研究協議会等の開催

地域における日本語教育協議会

【目的】
各地の日本語教育に関する取組の状況及び課題等の共有

【参加者】
都道府県及び市区町村（地域国際化協会を含む）の日本語教育担当者

【開催場所】
全国を４ブロックに分け，福島・東京・大阪・熊本で開催

【主な内容】
・各地の日本語教育に関する課題についての情報共有及び検討

（平成2５年度予算額 ９百万円）
平成2６年度予算額 ５百万円

省庁連携日本語教育基盤整備事業 （平成２５年度予算額 ４百万円）

平成２６年度予算額 ４百万円

○政府においては，関係府省が，外国人政策の観点からそれぞれの目的に応じて日本語教育に関連する施策を推進。
○日本語教育に関する具体的な事業は，関係府省の様々な関係機関等が，その目的等に応じ，主として対象者別に実施。
○全体としての日本語教育施策･事業が必ずしも効果的･効率的に推進されていないという指摘がなされており，日本語教育を総合的に推進していく体制
を整備する必要がある。

背
景

○日本語教育推進会議
・関係府省及び関係機関等が集まり，日本語教育に関する具体的な取組の現状･課題を把握するとともに，情報交換等を行う。
【平成24年1月23日(第1回)，平成24年3月12日(第2回)，平成24年9月21日(第3回)，平成25年9月25日(第4回)開催，平成26年9月24日(第5回)(予定)】

○日本語教育コンテンツ共有化推進事業

・日本語教育に関する各種コンテンツ（教材，論文，報告書，団
体・人材情報等）を共有し，①信頼性のある情報を，②確実に，
かつ③効率的に探し出し，活用できる仕組みを構築。
（平成25年4月1日運用開始 http://www.nihongo-ews.jp/）

・日本語教育に関するコンテンツを収集し，更なる充実を図る。

日本語教育を総合的に推進していく体制の基盤を構築するため，関係府省及び関係
機関等が情報交換等を行う日本語教育推進会議を開催。加えて，関係機関等が独自
に作成している教材等のコンテンツを共有するための，日本語教育コンテンツ共有
システムを着実に運用する。 日本語教育

推進会議
ＮＥＷＳ
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文化審議会国語分科会日本語教育小委員会における審議状況の説明 

 

○テーマ：「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案 

等の成果物に関する報告 

○趣 旨：「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案 

等，日本語教育小委員会の成果物及び審議状況について報告する。 

 

 

○説明者  

 

伊東 祐郎（いとう すけろう）         

 東京外国語大学教授・留学生日本語教育センター長 

 公益社団法人日本語教育学会会長 

 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会主査 

 

 

 

プロフィール： 

  専 門：日本語教育学，応用言語学（言語テスト研究） 

  略 歴：米アラバマ大学で日本語教育に従事した後，平成４年から東京外国語大学留学

生日本語教育センター勤務。平成 23 年から同センター長を務める。 

     平成 8 年から 12 年まで文部科学省教育助成局海外子女教育課海外子女教育専

門官を兼任。平成 13 年から「学校教育におけるＪＳＬカリキュラムの開発に

係る協力者会議」本会議委員，平成 16 年から「学校教育におけるＪＳＬカリ

キュラム（中学校編）の開発に係る協力者会議」の協力者を務める。 

平成 25 年 5 月から公益社団法人日本語教育学会会長。 

文化審議会では，平成２１年から委員を務め，平成２５年からは国語分科会 

日本語教育小委員会主査を務めている。 

 

  主著書：『日本語教師のためのテスト作成マニュアル』（アルク） 

     『Language Testing 言語テスティング概論』（スリーエーネットワーク・ 

共著） 

       『対話とプロフィシエンシー』（凡人社・共著） 

     『日本語教育の過去・現在・未来 第 1 巻社会』（凡人社・共著） 

     『外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント DLA』（文部科学省初等

中等教育局国際教育課・共著） 



文化審議会国語分科会日本語教育小委員会委員名簿

（敬称略・五十音順）

石 井 恵理子 東京女子大学教授
いし い え り こ

◎伊 東 祐 郎 国立大学法人東京外国語大学教授・留学生日本語教育センター長
い とう すけ ろう

井 上 洋 一般社団法人日本経済団体連合会社会広報本部長
いの うえ ひろし

尾 﨑 明 人 名古屋外国語大学教授
お ざき あき と

加 藤 早 苗 インターカルト日本語学校代表
か とう さ なえ

金 田 智 子 学習院大学教授
かね だ とも こ

亀 岡 雄 独立行政法人国際交流基金上級審議役(平成26年7月28日から）
かめ おか ゆう

川 端 一 博 公益財団法人日本国際教育支援協会作題主幹
かわ ばた かず ひろ

小 山 豊三郎 愛知県地域振興部次長
こ やま とよさぶろう

迫 田 久美子 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所
さこ だ く み こ

日本語教育研究・情報センター長

佐 藤 郡 衛 目白大学学長
さ とう ぐん えい

○杉 戸 清 樹 独立行政法人国立国語研究所名誉所員
すぎ と せい じゆ

戸 田 佐 和 公益社団法人国際日本語普及協会常務理事
と だ さ わ

早 川 秀 樹 多文化まちづくり工房代表
はや かわ ひで き

松 岡 洋 子 国立大学法人岩手大学准教授
まつ おか よう こ

吉 尾 啓 介 独立行政法人国際交流基金上級審議役（平成26年7月4日まで）
よし お けい すけ

（◎：主査，○：副主査）

日本語教育小委員会の開催案内及び審議状況の報告は，文化庁ＷＥＢサイトで御覧いただけます。

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/nihongo.html



③「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の教材例集

・生活の基盤形成・社会参
加につなげる日本語教育
の教材を例示。

・各地域で工夫を加え，外
国人の地域社会への参加
につなげるためのアイデア
を指導ノートに記載。

⑤「生活者としての外
国人」に対する日本語
教育の指導力評価に
ついて

・日本語教育プログラム
の実践者がPDCAサイク
ルに基づいて，自らの指
導力を評価するチェック
シートをはじめとする指
導力向上のための日本
語指導力ポートフォリオ
を提示。

④「生活者としての外国
人」に対する日本語教育
における日本語能力評
価について

・日本語教育の実践と関連
付けた評価の在り方につ
いて提案。日本語能力の
把握を行う方法と学習履
歴・能力を記録するファイ
ルを提示したもの。

日本語教育の内容・方法の改善における成果物

①「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の標準的なカリキュラ
ム案について

・「知る」ではなく「できるよ
うになる」ことが期待され
る生活上の行為を提示。

・各地域が地域の実情に
合わせて，独自のプログ
ラムを作るための案。

②「生活者としての外国
人」に対する日本語教育
の標準的なカリキュラム
案について 活用のた
めのガイドブック

・

・地域の実情把握からプロ
グラム開発・実践まで，カリ
キュラム案に準拠し，地域
の日本語教育の展開する
上で必要な手順を提示。

H22.5.19 H23.1.25 H24.1.31 H24.1.31 H25.2.18

【検討１】 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討

平成19年7月 定住外国人の増加を受け，文化審議会国語分科会に日本語教育小委員会を設置。

平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討」
①体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担，②各機関の連携協力の在り方，③コーディネート機関・人材の必要性，④日本語
教育の内容の大枠の提示 ※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。

各地域において，上記成果物を活用して各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，日本語教育を通じて，外国人が地域社会とつながり，
外国人の社会参加（エンパワーメント）・多文化共生社会につながることを期待。

・「外国人が地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，各地での工夫・応用の仕方を以下
の具体物を通して提示。

【検討２】 日本語教育に関する課題の検討

・日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置し，平成25年2月18日に「日本語教育の推進に向けた基本的な考え方と論
点の整理について（報告）」を取りまとめ。平成26年1月31日に「日本語教育の推進に当たっての主な論点に関する意見の整理について（報告）を取り
まとめた。平成26年度は「論点７.日本語教育のボランティアについて」「論点8．日本語教育に関する調査研究の体制について」を中心に検討している。

【内容】
「生活者としての外国
人」に対する日本語教
育の内容を示したもの。

※正式名称
「生活者としての外国人」に対す
る日本語教育における標準的な
カリキュラム案について

作成：平成22年5月19日

指導力評価

◎実践の振り返り・
点検・改善から，実
践者のコミュニティ
の形成

【内容】
日本語教育プログラム
の実践をＰＤＣＡサイ
クルの観点から振り返
るためのもの。

※正式名称
「生活者としての外国人」に対す
る日本語教育における指導力評
価について

作成：平成25年2月18日

指 導 者 に つ い て

教室活動のデザインと参加

行動・体験中心の教室活動への参加による
日本語学習，相互理解

【内容】
カリキュラム案の内容を
地域や外国人の状況に合
わせて実施するときのポ
イントを示したもの。

※正式名称
「生活者としての外国人」に対する日
本語教育における標準的なカリキュ
ラム案活用のためのガイドブック

作成：平成23年1月25日

ガイドブック

◎カリキュラム案の内
容を地域や外国人の状
況に合わせるときのポ
イントの解説

【内容】
カリキュラム案で取り
上げている生活上の行
為を取り上げ，行動・
体験中心の教室活動で
用いる教材を例示した
もの（教室活動の展開
や工夫の仕方を説明し
た指導ノート付き）。

※正式名称
「生活者としての外国人」に対する
日本語教育における標準的なカリ
キュラム案 教材例集

作成：平成24年1月31日

教材例集

◎行動・体験中心の
教材の例示

【内容】
学習者の自己評価に加
えて，日本語能力を把
握する方法と，学習成
果を記録し蓄積する
ファイルである日本語
学習ポートフォリオを
提示したもの。

※正式名称
「生活者としての外国人」に対する
日本語教育における日本語能力
評価について

作成：平成24年1月31日

能力評価

◎振り返りの方法と
ポートフォリオの提
示～やったことを確
認して記録

教 室 活 動 の 内 容 に つ い て 学 習 者 に つ い て

カリキュラム案

◎教室活動で取り上
げる内容を考える材
料の提示

参加

ハンドブック（全体を説明） ※正式名称 「生活者としての外国人」のための日本語教育 ハンドブック

「生活者としての外国人」に対する日本語教育プログラムの実践のための５点セット



○平成24年5月28日に日本語教育小委員会に「課題整理に関するワーキンググループ」を設置。
日本語教育を推進する意義等について再確認するための検討を行い，改めて「基本的な考え方」を整理。
その上で，今後，具体的な施策の方向性や日本語教育の推進方策を議論していく際の「検討材料」として「１１の論点」を整理。

論点２
日本語教育の
効果的・効率的
な推進体制
について

論点１
日本語教育に
関する政策の
ビジョン
について

論点３
日本語教育の
標準や日本語
能力の判定基準
について 論点４

カリキュラム
案等の活用
について

論点５
日本語教育の
資格について

論点６
日本語教員の
養成・研修
について

論点７
日本語教育の
ボランティア
について

論点８
日本語教育に
関する調査研
究の体制に
ついて

論点９
総合的な視点
からの検討
について

論点１０
外国人の児童
生徒等に対する
日本語教育
について

論点１１
国外における
日本語教育
について

「１１の論点」

「基本的な考え方」
１．

日本語教育を推進する意義

２．

日本語教育に関する国
と自治体との役割分担

３．

多様な日本語学習者の
学習目的・ニーズへの対応

現在の検討状況

日本語教育の
推進体制について

日本語教育の内容
及び方法について

日本語教育に携わる
人材について

日本語教育に関する
調査研究について

その他

報告書の構成

25

○日本語教育小委員会において，論点を
「検討材料」として調査，ヒアリング等
を実施

○日本語教育小委員会以外にも，様々な
機会を生かして，関係機関・団体，都道
府県・市区町村等から１１の論点に関し
てデータ，意見を収集し，整理。

○平成26年1月31日に「日本語教育の推
進に当たっての主な論点に関する意見の
整理について（報告）」を取りまとめ。

今期の検討

○まず，論点７「日本語教育のボランテ
ィアについて」，論点８「日本語教育に
関する調査研究の実施体制について」検
討を開始。

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会～今期の検討課題～
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地域日本語教育実践プログラム（A） 

 
 

事例報告 

１ 

 

                          団体名：  聖 徳 大 学    

 

聖徳大学でこの文化庁委託事業を始めたのは、2008 年のことです。この時、私たちが目指した事業コ

ンセプトは「本当に外国人の生活支援になるための日本語指導」について、もう一度、地域日本語教室

指導員のみなさんに考えてもらおう、ということでした。と言うのも「文法と単語とをしっかりと指導

すれば、日本語は話せるようになる」などの単純な思い込みによる、知識に訴えるだけの「文法説明型

授業」や、教養型の「日本語学習熟」のような授業が多く見受けられたからです。 

 

 「ボランティア日本語教室の指導はかくあるべ

きだ！」と、一つの流儀を押しつけることは、も

とよりナンセンスです。いろいろな理念や地域で

の事情もありますから。でも、この文化庁委託事

業の「『生活者としての外国人』のための日本語

教育事業」というタイトルに入っている『生活者

としての外国人』というコンセプトは、とても重

要です。「日本での生活がスムーズにおこなえる

ための日本語会話力育成」という目標は、地域日

本語教室にも共通しています。しかし、そうした

思いと実際の指導内容とが正しく噛み合っていなければ、文化庁委託「生活者としての外国人」のため

の日本語教育事業を続けても、その情熱や指導は自己満足の形骸的指導に終始する危惧があります。 

 

 本学ではここ数年、言語文化研究所の JSL 教育研究会が中心となって 

 2008 年度「成人と子どものための日本語教員研修講座」 

 2009 年度「職業スキルを活用する日本語教師養成講座」「指導方法を助言する上級教師養成講座」 

 2010 年度「外国人のニーズを重視した地域社会適応型の日本語指導者養成講座」 

 2011 年度「Can-do 型授業活動を実現するための実践研修講座 

 2012 年度「Can-do 型授業におけるポートフォリオの運用研修講座」 

 2013 年度「生活者支援になり得る日本語授業を具体的にデザインするための研修事業」 

2014 年度「文型説明型から Can-do 文例型への発想転換に必要となる諸事項を検討する事業」 

というように、連続して文化庁委託事業に参加し、事業を積み重ねてきました。一回一回を見ると単発

のテーマによる講座のようにも見えますが、実は前年度の研修を踏まえて、徐々にレベルアップをはか

ろうとする意図があります。また、実際、前年度からの再受講者も多く、長期の目で見れば、数年にお

よぶ連続講座のようになりました。 

 主催である聖徳大学言語文化研究所や運営委員も一所懸命取り組みましたが、この一連の講座を支え

てくれたのは、やはり受講者のみなさんや外国人日本語学習者の情熱と探求心でした。もとより本当に

生活の支えになる日本語会話力を効率的に教えることは簡単ではありません。そうした中で、文化庁委

託事業等の国による支援は、精神的な支えにもなっています。そして何より、これを機会に広域な指導

者同士の交流の場が提供されることにより、情報交換や問題点の共有、直面すべき課題などが客観的に

意識され始めてきています。 
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事例報告 
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事業実施概要 

 

事業名称 生活者支援になり得る日本語授業を具体的にデザインするための研修事業 

地域の課題 

近年、ボランティア日本語教室の中には、従来の形式的文型指導から「外国人の生活を

真に支え得る日本語教育」への転換を推し進めていこうとしていこうとする機運が見ら

れる。しかし、こうした新しい発想や指導法に不安や誤解、抵抗感なども生じている現

状があり、最悪の場合は「文型指導中心型」と「Can-do 型」との分断が起こりつつある。 

事業の目的 
① 外国人の生活行動の支援となる Can-do 型授業の具体的な展開の仕方を研修する。 

② 指導者に“生活支援の日本語指導”という観点が受け入れられる施策を検討する。 

事業の概要 

日本語教育の実施 

名称：日本語教室「ひろば」 

目的：会話文の暗記ではなく、その表現で何が出来るようになるのか確認できる。 

対象：原則として来日後、短期間しか経ていない地域在住の外国人 

人数：30人（主な出身・国籍：中国・韓国） 

時間：週 1回×2時間（全 30回） 

内容：「授業の目的・手順の明確化」と「授業終わりの段階の振り返り評価(ポートフォ

リオの概念を用いる評価)」に焦点を合わせ、多くの指導者が共有し得るパターンや留意

点を発見していく。 

日本語教育を行う人材の養成・研修の実施 

名称：Can-do 型授業に基づく教室運営と指導者へのアピール方法を検討する研修講座 

目的：サバイバル日本語を重視した日本語会話の指導法と評価法を研修する。 

対象：地域でのボランティア日本語教育に２年以上従事している方 

時間：週 1回×3時間（全 10回） 

人数：40人（出身・国籍：日本） 

内容：本時の授業を学習者が振り返る「振り返りシート」評価の定着によって、教師自

身が、日本語指導の本来の目的とその指導方法、そして評価のあり方を模索する。 

日本語教育のための学習教材の作成 

名称：Can-do 型授業を導き、その効果を確認する教材 

目的：① 授業の目標と授業活動の流れを明示する教材を作成する。 

③  授業の終わりに、学習の要点と成果を自己評価できる振り返りシートを作成する。 

対象：原則として来日後、短期間しか経ていない地域在住の外国人に向けての教材 

構成：Can-do 型授業を導くための教材 および「振り返りシート」 

成果と課題 

「生活者としての外国人」という観点がボランティア日本語教室の中心となるべき理念

であると確認されたが、一方でまだこうした授業を円滑に運ぶための教科書・教材がほ

とんどないという現状が、ボランティアの指導者たちの活動を停滞させている面がある

と強く感じた。また、新しい取組に挑戦しようとする活動を、「組織の統一」という暗黙

の力が妨げてしまうという問題が最後まで残ることが最大の課題の一つである。 
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■振り返りシートの例：テーマ「薬を買う」 

 

【 今日学習したこと 】        年  月  日  名前            

 

１ あたらしく おぼえた ことば 

                               
 (       )         (      )           (      )  

                    
 (      )         (      )             (      )     

２ 言ってみよう 

                

A： あのう、虫に刺されました。かゆいです  。 何かいい薬はありますか   。 

B：こちらは いかがですか。 

A：じゃ、 それにします/ それください  。 

３ いつくすりをのみますか？  

食前
しょくぜん

（  ）    食後
しょくご

（  ）  就寝前
しゅうしんまえ

（  ）   食間
しょっかん

（  ）  

( a ) ( b )   ( c )    ( a ) ( b )    ( d )  
 

４ 指導者のコメント 

 
 
 
 

リンクの作成 
 
ま薬局 

① 飲み薬 
② 処方箋 
③ 目薬 
④ 塗り薬 

【教師の読み上げ】 

①薬局 

②飲み薬 

③処方箋 

④目薬 

⑤塗り薬(湿布薬) 
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◆「振り返りシート」の目的と効用 

 ① 学習者自らが本時の授業内容を振り返ることにより、学習の要点、留意点が再認識できる。 

 ② 振り返りシート自体が、本時の授業の「まとめ」「意識化」の役割をする。 

 ③ 振り返りシートを事前に作成しておくことで、教師自身が本時の目標を明確に意識し、授業の中で

学習者につけさせる能力が何であるかという点に留意できる。 

  ④ 毎回、振り返りシートを学習者に課すことによって、学習者も授業の構成が明示的に自覚できる。 

 ⑤ 振り返りシートの結果を吟味することにより、教師自身が自らの指導の妥当性を反省できる。 

 
◆振り返りシートの実施形式 

  ※初級段階では、以下のような設問レベルは学習者が能力的に対応できないため、避ける。 

 ・○○○の意味を書いてください。× 

 ・○○○についてどう思いましたか？ × 

 ・授業の感想を書いてください。× 

 ・何か質問があったら、書いてください。× 

 

 初級段階では、以下のような設問形式を用いる。 

 ① 教師の口頭指示・質問によるもの → ex.「～てください」「～ですか？」 

 ② シートの文字表記によるもの → ex.「～は、Ａ～Ｆのどれですか？」 

 ③ シートの視覚的媒体(絵図など)によるもの 

     (A)    (B)   (C)    (D)   

 ④ ジェスチャー・レアリアの使用 

 ⑤ 学習者の感想・質問・要望(初級は選択形式、初中級で定型の作文)  

 

◆教師の留意点と役割で、良いと思われた扱い方 

 ① 良い点を取らせるように心がける(直前にシートでやる項目の確認をしてもよいくらいに) 

 ② 開始時期には、教師が口頭でシートの扱いを促していくのが効果的だった 

 ③ 時間配分は厳守する(回答時間を必要以上に延長しなくてもよい＝目的が客観的評価であるため) 

  ④ 全員がいっしょにやる項目と、各自で交互にやる項目とに分けるた方がうまくいった 

 ⑤ 実技については教師がチェックする(シートには、教師の課題事項を書いておく方がよい) 

 ⑥ 点数化・段階化で評価するようにする(曖昧な記述評価ではダメ) 

 

◆振り返りシートに対する教師のフィードバック(反省の視点) 

① 指導手順  ・一般的展開手順  ・振り返りシートとの関連 

② スキット提示の問題  ・意味の示唆  ・スキット提示の意義 

③ 練習のさせ方  ・練習の手順  ・練習の目的と方法 

④ 学習者との対応の留意点 ・授業時の学習者との応答について ・学習者のレベル差への対応 
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 団体名：NPO 法人 ABC ジャパン    

  ＜団体紹介＞ 

団体連絡先 

住 所 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 1-4-3 共同ビル 5 階 

電 話 045-508-1955 ＦＡＸ 045-508-1955 

E-mail info@abcjapapan.org 

URL www.abcjapan.org/  

発足年月日 2000 年 10 月 （法人設立日 2004 年 4 月 1 日） 

団体設立の 

背景・目的 

1990 年の出入国および難民認定法の改正前後から、ブラジルや南米から多くの

人が来日し、生活している。横浜市鶴見区は、横浜市で最多の南米出身が集住

している地域であり、生活の拠点となった日本への定住化志向が強まり、移民 2

世にあたる日本生まれの子どもたちも増加している。しかし、保護者は日本語を

学ぶ機会がないため十分な情報を得られず、不況になれば真っ先に解雇対象と

なるなど生活困窮に陥る不安定な状態に置かれている場合が少なくない。  

NPO 法人 ABC ジャパンは、当事者による当事者のための互助組織を目指して

2000 年に設立され、ポルトガル語による情報提供、同行支援を含む相談対応な

どを行い、地域内の関係機関と連携した支援体制を確立してきた。 

リーマンショック後に全国でブラジル人が大量解雇された 2008 年末には、全国

のブラジル人コミュニティの団結を呼びかけ「NNBJ(在日ブラジル人全国ネットワ

ーク)」を立ち上げたほか、就業支援としての成人向け日本語教室、外国につな

がる子ども向け教育サポートも行っている。 

地元および全国をつなぐネットワークを活用し、NPO 法人 ABC ジャパンは「多文

化共生」、「ブラジル人・外国人住民の自立」、「子どもの教育保障」を主な柱と

し、在日ブラジル人および外国人の生活課題解決を目指して活動を行っている。 

主な活動 

①情報提供・相談対応 

 ・ポルトガル語による情報提供発信 

 ・行政文書等の翻訳協力 

 ・ポルトガル語による生活相談・同行支援 

 ・通訳つき生活オリエンテーション、ワークショップの実施 

②外国人(成人)向け教育事業 

 ・日本社会における自立・就労支援事業 

 ・外国人を対象とした日本語および技術習得支援事業 

③外国につながる子どもの教育支援 

 ・不就学・不登校対策 

 ・プレスクール（就学前支援） 

 ・学習支援、居場所づくり 

④多文化共生の推進 

 ・区役所、横浜市、神奈川県等の多文化共生関連事業への協力 

 ・日本国内のブラジル人コミュニティ間の連携強化事業 

 ・ブラジル文化紹介 



「生活者としての外国人」に対する日本語教育の                                  

地域日本語教育実践プログラム（Ｂ） 
 

事例報告

２ 

事業実施概要 

事業名称 行政・学校と連携した外国籍保護者向けの日本語学習機会の創出および地域交流 

地域の課題 

横浜市鶴見区には市内最大の南米出身者のコミュニティがあり、特に臨海部工業

地帯に集住している。20 年以上地域内に住んでいる場合もあるが、仕事を優先し、

日本語を体系的に学ぶ機会が少ないため、日本語レベルは総じて低い。 

鶴見区内の日本語教室の多くが企業内転勤者や専業主婦を対象としており、仕事

で忙しく子育てにも不安を抱く外国人保護者が参加できるものは少ない。当団体が

行う生活相談にも、学校からの連絡文が読めない、教師や地域住民とのコミュニケ

ーションがとれないといった相談が多く寄せられており、外国籍保護者が地域社会

との接点を増やし、地域で安心して生活するための情報を得て次世代を担う子ども

達の進路に積極的に関わるために、保護者のニーズに合致した日本語教室を設置す

ることが求められている。 

事業の目的 

・定住化の進む南米出身者を中心とする外国籍保護者が、日本語学習や地域交流を

通じて、日本での子育て対する不安を軽減し、子どもの教育に積極的に関われる

ようにする。 

・移民第２世の進路選択をサポートするために保護者に対する情報及び意識啓発を

行う。 

・地域社会の各種行事に外国人住民が参加・実施することで、地域生活を充実させ

る。 

事業内容 

取組１ 取組２ 

名称 
コミュニケーション能力向上を主

眼とした日本語教室 
名称 

外国人住民向けの生活オリエンテ

ーションの実施 

内容 

 

学校の連絡文や行政文書など

に頻出する語彙や表現を覚え、日

常の使用頻度が高いが名称等が

わかっていない家電や銀行の

ATM 等のインターフェースで使用

される特徴的な日本語を学習。ま

た、様々な手続きを進めるための

コミュニケーション能力も伸ばせる

よう、会話練習やロールプレイな

どを取り入れた。 

内容 

 

子どもの教育、特に受験が必要

な高校・大学の進学についてのガ

イダンスの実施。また、生活に密着

した食の文化から母国と日本の食

文化を学び、交流を深めるため料

理教室を開催。 

対象 
主に横浜市鶴見区在住の南米出

身者（ブラジル、ペルーなど） 
対象 

日本語教室参加者、区内在住外国

人。多文化共生、外国人支援に関

わる支援者 

時間 1 回 2 時間×23 回（全 67 時間） 時間 1 回 4 時間×5 回（全 19 時間） 

人数 17 人 人数 74 人 



「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

地域日本語教育実践プログラム（Ｂ） 

 
 

事例報告

２ 

取組３ 取組４ 

名称 
地域日本語教育の可能性につい

ての地域発信ミニフォーラム 
名称 関係機関連携・協力連絡会 

内容 

 

多文化共生の実現には外国人

住民の日本語学習だけでなくい受

け入れ側の体制整備も不可欠で

ある。そのためひとつの作業・目

標を共に行うことをで地域住民の

外国人と密に関わるきっかけを創

出し、外国人の住む地域社会にお

けるサポートのあり方を考える機

会とした。 

内容 

 

外国人住民の支援に関わる行

政、学校、団体の支援者が一同に

集い、地域内での様々な課題に関

する情報共有・情報交換を実施。

異なる立場で支援に関わる関係者

間で議論することで課題解決のた

めのアイデアや具体的な取り組み

の実施につなげる。地域の外国人

の社会参画についても検討。 

対象 地域住民、日本語教室参加者 対象 
鶴見区地域振興課、鶴見国際交流

ラウンジ、学校教員など 

時間 1 回 4 時間×2 回（全 8 時間） 時間 1 回 2 時間×4 回（全 8 時間） 

人数 63 人 人数 12 人 

連携体制 

多文化共生を特徴の一つに掲げる鶴見区役所や区内小中学校の半数に国際教室が設

置されている学校とはこれまでも連携・協働して外国人支援、外国につながる子ど

もの教育関連の事業を行ってきた。さらに自治会や他の関係団体との連携を目指し、

事業への積極的な参加も呼びかけた。 

成果と課題 

 日本語教室や進学ガイダンス、鶴見まちカフェへの参加をきっかけとして、地域

の定住外国人のニーズを把握し、母語での相談解決につなげることができた。また、

今回のさまざまな取り組みを通して、保護者同士、学生同士、地域住民同士の交流

を図り、本団体や行政等が行っている事業を紹介することもできた。 

 日本語学習者が日々の生活の中で本当に必要としている情報を得られるトピック

を設定することで、日本語教室により積極的に関わる傾向が見られた。また、進学

ガイダンスやまちカフェへの参加を通して進学、日本文化など地域生活を多角的に

考えるきっかけを与えることができ、特に保護者の地域における日本語学習への意

欲を高めることができた。 

 日本語教室では、外国人定住者の生活に密着した実用的な日本語を取り上げた内

容の授業を行っていたため、学習者の意欲も高かったが、生徒のニーズに完全に応

えるまでには至っていないので、今後はさらに学習者の需要に寄り添った授業を進

めたい。一方で、教室ではアシスタントの数が充実していたため、外国籍保護者が

抱える子育てや生活の悩みを具体的に聞き出すことができた。こうした情報を他の

日本語教室やネットワークと共有し、文字や漢字だけでなく、外国人生活者にどう

いった支援が必要か情報共有できることが求められている。 

 また、依然としてフィリピンなど東南アジアから来日するケースも増えており、

外国籍の定住者の高齢化も進んでいるが、子どもの就学・進学に向け、手続きや仕

事も両立しなくてはならなく、日本語を体系的に学ぶ機会が少ない。外国人の保護

者が働きながらでも生活に必要な日本語を学べるように、彼らのニーズを的確に把

握しながら授業を臨機応援に組める体制整備を進める必要がある。 

 



 

 

 

 

「生活者としての外国人」のための 

日本語教育ワークショップ 
 

日時：平成２６年９月２０日（土）１３：００～１５：００ 

場所：ホテル辰巳屋 

 

第１分科会 

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案とは？ 

－５点セット早分かり！－ 

 

第２分科会 

行動・体験中心の教室活動をデザインしてみよう －教材例集を参考に－ 

 

第３分科会 

日本語学習ポートフォリオを活用してみよう 

－移動する学習者のための日本語能力評価－ 
 

 

※第１～３分科会は事前申込制となっております。受付番号をお持ちでない方は，御参加いただけません。 

当日ご希望の方は受付までお申し出ください。 

なお，各分科会の資料は，後日文化庁ホームページに掲載いたしますので，そちらを御参照ください。 

 

 
 
 



 

 

○第 1 分科会  

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案とは？

－５点セット早分かり！－  

日 時：９月２０日（土）１３：００～１５：００ 

 会 場：瑞雲の間 

 

目 的  

「カリキュラム案って何？」「現場でどう活用すればいいの？」という疑問にお答え

します。カリキュラム案をはじめとする５点セットのそれぞれの目的や活用方法につ

いて説明します。また，５点セットを地域の日本語教室での活動や日本語教育プログ

ラムにどのように活用できるかについて皆さんと一緒に考えます。 

 
内 容  

１．カリキュラム案の設立の経緯 

２．５点セット解説 

・標準的なカリキュラム案とは？ 

   ・ガイドブックとは？ 

   ・教材例集とは？ 

   ・日本語能力評価とは？ 

   ・指導力評価とは？ 

 ３．カリキュラム案等の活用について考えてみよう 

４．質疑応答 
 
使う冊子 

 ◎「生活者としての外国人」のための日本語教育ハンドブック 

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について 

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案 

活用のためのガイドブック 

 ○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案  

教材例集 

 ○「生活者としての外国人」に対する日本語教育における日本語能力評価について 

 ○「生活者としての外国人」に対する日本語教育における指導力評価について 

 



 

 

○第１分科会 

加藤 早苗（かとう さなえ） 

日本語教育小委員会委員    

インターカルト日本語学校校長 

 

 

 

プロフィール： 

 略歴：1988 年よりインターカルト日本語学校で留学生のための日本語教育 

に携わり始める。 

  その後，インドネシアでの日本語教師経験を経て，ビジネス日本語研修の 

  企画運営，日本語教師養成，地域での日本語教育，海外の日本語教師対象 

  の日本語教授法講座実施など活動の範囲を広げている。 

 

 地域の日本語教育活動歴：2008 年の東京下町への校舎移転を機に，日本語 

  学校が地域の一員として地域住民と外国人の架け橋となることを目標に活 

  動を始めた。 

  文化庁「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」を本年まで５ 

  年にわたって受託，「ボランティア日本語指導者のためのブラッシュアップ 

  講座」，「外国籍のお母さんのための日本語教室」と「学習教材作成」を中 

  心に行う活動を運営委員として後方支援している。  

  ほかに各地のボランティア講座で，主に文化庁「標準的なカリキュラム案」 

  をテーマとする講座を担当。 

  また，学校としては近隣都県及び市からの委託による「日本語指導ボラン 

  ティア養成講座や，外国人と接点のある様々な業種の日本人を対象とした 

  「やさしい日本語」の研修等も行っている。 

 

 著書：『WEEKLY J 日本語で話す 6 週間』（監修，凡人社，2012 年）， 

  『きらり☆日本語 語彙』シリーズ（共著，凡人社，2012 年〜）， 

  『日本留学試験速攻トレーニング 聴解編・読解編』（共著，アルク， 

  2011 年） ほか 

 

 

 

 



 

 

○第 2 分科会  

行動・体験中心の教室活動をデザインしてみよう －教材例集を参考に－ 

日 時：９月２０日（土）１３：００～１５：００ 

会 場：宝生の間 

 

 

目 的  

地域の日本語教室で，地域の状況や外国人のニーズに合わせて，どのように教室

活動をデザインし，どのような教材を準備すればよいのでしょうか。この分科会で

は，カリキュラム案の言語・言語習得の考え方を紹介し、参加者の皆さんと一緒に，

地域社会につながる「行動・体験中心の活動」のデザインについて，各地の日本語

教室活動の事例をもとに，考えます。 

 
内 容  

１．カリキュラム案についておさらい  

 

 ２．行動・体験中心の活動について  

 

 ３．行動・体験中心の活動のデザインについて考えてみよう 

 

４．教材例集活用の留意点 

 

 ５．質疑応答 

 
 
使う冊子 

 ◎「生活者としての外国人」のための日本語教育ハンドブック 

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案 

活用のためのガイドブック 

 ○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案  

教材例集 

  

 



 

 

○第２分科会 

北村 祐人（きたむら ゆうと） 

 名古屋大学 

 とよた日本語学習支援システム 

システム・コーディネーター 

 

 

 

プロフィール： 

 

専門 地域日本語教育、多文化共生 

 

略歴 

 名古屋大学国際言語文化研究科博士前期課程修了。大学在学中から、ボランティア

での日本語指導に関わり、地域で開催される日本語教室にも参加。大学卒業後は金融

機関に勤務したのち、大学院に進学。2008 年より名古屋大学と豊田市が共働して取

り組む「とよた日本語学習支援システム」の構築に携わり、日本語教室のコースデザ

インや日本語能力判定の開発等にも取り組んだ。2010 年からはシステム・コーディ

ネーターとして様々な関係機関や学習者、日本語学習支援者との連携及び他地域への

発信等に奔走している。岡崎市国際化推進委員（2011 年～）。 

 

調査・研究 

科学研究費助成事業「多文化社会における専門人材研究―専門職の知と専門性評価に

関する研究」（研究協力） 

 

論文 

「地域日本語教育におけるシステム・コーディネーターの役割―とよた日本語学習支

援システムでの事例を参考に―」、『多言語多文化―実践と研究 vol.4』pp.24⁻44、

東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター、2012 年 

 

「「地域社会を創る」―システム・コーディネーターの立場から―」、『シリーズ多

言語・多文化協働実践研究 No.15 地域日本語教育をめぐる多文化社会コーディネータ

ーの役割と専門性―多様な立場のコーディネーター実践から』pp.65 -76、東京外国

語大学多言語・多文化教育研究センター、2012 年 

 



 

 

○第３分科会 

日本語学習ポートフォリオを活用してみよう  

－移動する学習者のための日本語能力評価－ 

 日 時：９月２０日（土）１３：００～１５：００ 

 会 場：珊瑚の間 

 

 

目 的 

 「生活者としての外国人」の日本語教室での学びをどのように評価していますか。 

日本語教育プログラムでの実践を学習者と振り返るための１つの方策として、文化庁

では日本語学習ポートフォリオを提案しています。この分科会では、生活上の行為の

達成の記録、学習の記録、社会生活の記録を紹介するとともに、日本語学習ポートフ

ォリオの活用について，皆さんと一緒に考えます。 

 

内 容 

１．カリキュラム案等の５点セットについておさらい 

 ２．日本語能力評価の考え方について 

 ３．日本語学習ポートフォリオを見てみよう 

 ４．毎回の学習の記録シートを考えてみよう  

 ５．まとめ・質疑応答 

  

使う冊子 

 ◎「生活者としての外国人」のための日本語教育ハンドブック 

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育における日本語能力評価について 

  

 

 

 



 

 

○第３分科会 

品田 潤子（しなだ じゅんこ） 

公益社団法人国際日本語普及協会所属日本語教師 

地域日本語教育コーディネーター研修講師 

（平成 22〜25 年度） 

 

 

 

プロフィール： 

専門：日本語教育、言語教授法研究 

 

略歴：学習院大学法学部政治学科卒業後、電機メーカー勤務を経て、1984 年に国

際日本語普及協会に入会。現在に至るまで所属教師として、ビジネスパーソン、外

交官、インドシナ難民、研修生等、社会人に対する日本語教育、教材開発、教師養

成に従事。地域日本語教育の分野では、インドシナ難民に対する教育現場で得た問

題意識を基に、1990 年代より地域日本語教育に関する調査研究、教材開発、人

材育成に携わる。また、1988 年より「気づき」を学びの原点とするサイレント

ウェイを提唱したカレブ・ガテーニョのアプローチを学び、現在は、サイレントウ

ェイ東京のスタッフとしてワークショップ開催等に携わっている。 

 

著作：『じっせんにほんご 技術研修編』（共著、国際日本語普及協会 1991）

“Japanese for Busy People Ⅱ＆Ⅲ3rd Revised Edition（共著、講談社 USA，

2007）『日本語教育のためのコミュニケーション研究』（共著、くろしお出版

2012）『課題達成のプロセスで学ぶビジネスコミュニケーション』（共著、アプ

リコット出版 2012）他 

 

調査研究： 

・『平成 20 年度文化庁委嘱調査研究 学習者参加型カリキュラムの開発 

  「リソース型生活日本語」の発展的活用を目指して』(国際日本語普及協会) 

・『平成 22 年度文化庁委嘱調査研究 生活者日本語の指導能力の評価に関する調 

査研究』（国際日本語普及協会・トヤマヤポニカ）他 
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平成２５年度「生活者としての外国人」の

ための日本語教育事業  

事例発表ポスターセッション 

 

 

 

 

 

日時：平成２６年９月２０日（土）１５：１０～１６：１０ 

場所：ホテル辰巳屋 瑞雲の間 

発表：地域日本語教育実践プログラムＡ （４団体） 

地域日本語教育実践プログラムＢ （３団体） 

 
 
 
 
 



●事例発表ポスターセッションについて 

 事例発表ポスターセッションでは，平成 2５年度文化庁「生活者としての外国人」のた

めの日本語教育事業の委託先である７団体の事業担当者から，日本語教育の取組を発表い

ただきます。 

パンフレットにある各団体の紹介や事業実施概要をお読みになり，興味のある団体のブ

ースを回って，報告をお聞きください。各ブースにある作成教材や資料などを実際に手に

取って御覧いただいたり，担当者に直接質問したり，意見交換をしたりすることができま

す。各地域の実情に応じた多様な実践の報告から，取組の成果や課題を共有いただくとと

もに，地域における日本語教室の在り方を一緒に考える機会としていただければ幸いです。 

 

※下記色付きの発表団体（３と７）は，実践事例報告も行う団体となります。 

地域日本語教育実践プログラムＡ 

 

地域日本語教育実践プログラムＢ 

 

 

 

 

 

 

※1６時１５分からは，第１・２・３分科会の報告及び閉会式

を行いますので，午前の会場にお集まりください。 

番号 都道府県 団体名 事業名 ページ 

１ 北海道 SIL 札幌日本語学校 
北海道における日本語教育推進プロジェク

ト－地域多文化共生を目指して 2013 
４４ 

２ 福島県 会津若松市国際交流協会 会津『あいうえお』事業 ４６ 

３ 千葉県 聖徳大学 
生活支援になり得る日本語授業を具体的に

デザインするための研修事業 
２６ 

４ 静岡県 磐田国際交流協会 磐田日本語教育事業 ４８ 

番号 都道府県 団体名 事業名 ページ 

５ 宮城県 NPO 法人 国際支援地球村 
復興と共にすすめる日本語教育と多文化共

生社会の体制整備事業 
５０ 

６ 石川県 
公益財団法人 

石川県国際交流協会 
「ようこそ石川日本語クラス」普及事業 ５２ 

７ 神奈川県 ＮＰＯ法人ＡＢＣジャパン 
行政・学校と連携した外国籍保護者向けの

日本語学習機会の創出および地域交流 
３０ 

＜発表時間＞  

第１回 １５：１０～１５：２５ 

第２回 １５：２５～１５：４０ 

第３回 １５：４０～１５：５５ 

第４回 １５：５５～１６：１０ 



＜メモ＞



平成 25 年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

地域日本語教育実践プログラム A 

ポスター 

セッション 

 

【ポスター（１）】               団体名： ＳＩＬ 札幌日本語学校    

 

＜団体紹介＞  

 

1992 年より少人数制の日本語指導を市内中心部にて開始。学習者のニーズに合わせたビギナー

から上級者対象のカリキュラムを展開し、日本の社会で通用するコミュニケーション力を磨く。春

夏秋冬の集中コース、ワーホリの日本語集中コース、プライベートレッスンなどコースは多彩。特

に夏期集中コースでは様々な国からの学習者が集まる。一般の日本人と出来るだけ接触し、日本人

に対する理解をより深くするため、町内会のイベントにも参加し、日本人の生活や慣習を身近に経

験する。ホームステイ、ランゲージパートナーの紹介もある。 

 

平成 21 年度より毎年文化庁の日本語教育事業を受託し、外国人が大人も子供も日本の社会でより

快適に過ごせるよう、工夫を凝らした活動を続けてきた。講座の開催場所は昨年度は札幌市、千歳

市、倶知安町、旭川市の計 4 か所。親子の講座には、日本語ボランティア養成講座を受講した人た

ち、日本語教育を専攻している大学院生、当校の日本語学習者なども参加し、外国籍の子供たちと

触れ合いながら学習を進めることも多い。平成２５年度から（公財）札幌国際プラザが事業の共催

をしてくださり、講座開催場所、募集案内周知に協力をいただいたおかげで、よりスムーズにこの

事業を展開することができるようになった。 

 

 住所 〒060-0062 札幌市中央区南２条西１８丁目２９１ ベル医大前１F 

 Tel/Fax   011-614-1101 

 E-mail     ：  info@silnihongo.com         silshima@yahoo.co.jp   

 ホームページ ：  www.silnihongo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
「日本語教室」     「養成・研修―講演」      「養成・研修」 

   
    「日本語教室」        「日本語教室―倶知安会場」 



平成 25 年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業                            

地域日本語教育実践プログラム A 
 

 

ポスター 

セッション 

事業実施概要 

事業名称 北海道における日本語教育推進プロジェクト ― 地域多文化共生を目指して２０１３ 

地域の課題 

札幌市の外国人定住者の数は約 9 千人強で推移している。集住地域というものがないた

め、ある程度の人数をまとめての指導がしづらい。又札幌市内には日本語ボランティア

グループは多いが、活動ができる人が限られているようである。 

事業の目的 

日本語学習と日本での生活の情報を正しく得る機会に恵まれない人々（地方在住者を含

む）、又、来日しすぐに教室で生活をしなければならない子どもたちに、生活に基づいた

幅広い視点からの日本語指導の適切な機会を提供する。 

事業の概要 

日本語教育の実施 

名称：「親子で学ぼう日本語（生活の日本語）」：札幌会場・千歳会場 

「防災・傷病時の日本語」：倶知安会場 

目的：基本的な生活のための日本語と日本の習慣に慣れてもらう。 

対象：札幌市内・千歳市内外国人親子；倶知安町近辺の外国人生活者 

人数： 54 人（主な出身・国籍： ボリビア, オーストラリア , 日本, アフガニスタン、メキシコ、フ

ランス, カナダ、シンガポール, イギリスなど 17カ国） 

時間：104 時間（全 62 回） 

内容：札幌：生活の日本語とマナー（食事、街のサイン、訪問） 

倶知安会場：傷病時・防災の日本語  千歳会場：基本の日本語 

日本語教育を行う人材の養成・研修の実施 

名称：あわてないで教えよう 2013 札幌、千歳、倶知安、旭川各会場 

目的：やさしい日本語を使ってあわてないで手助けをする 

対象：生活者としての外国人に対するボランティア活動を希求する一般市民、町民 

時間： 33 時間（全 14 回） 

人数： 71 人（出身・国籍：日本 ） 

内容：暮らしの知識（防災・食の問題・通院時など）の確認と日本語の教え方の基本（や

さしい日本語を使う）をワークショップ形式でともに学んだ。 

日本語教育のための学習教材の作成 

名称：「お弁当を作ろう」「チラシを読もう」 

目的：日本のお弁当を作る。学校のお便りや町内のチラシを理解する。 

対象：日本語ボランティア、外国人生活者 

構成：「お弁当を作ろう」「チラシを読もう」 全 39 ページ 

成果と課題 

子どもたちには夏冬休みの生活のリズムにもなり、日本語に慣れると同時に笑顔と発話

が多くなった。地方ではボランティアがどのように活動をしたらいいのかわからないと

いう声があり、自治体への働きかけも必要と思われる。又外国人（の親子）を身近でサ

ポートするグループが必要だが、誰がまとめるかも要検討ではないだろうか。 

発表者から 

一言 

教材作成では地域に根差した内容も取り入れ、その中で漢字の識別もできるよう工夫し

てみました。東北地方の方々には使ってもらえるのではと思います。 

 



平成 25 年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

地域日本語教育実践プログラム A 

 
 

ポスター 

セッション 

 

【ポスター発表（２）】               団体名：会津若松市国際交流協会 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会津若松市国際交流協会 

〒965-0871 
会津若松市栄町 2-14 レオクラブガーデンスクエア 5 階 
電話：0242-27-3703  FAX：0242-27-3704 
E メール：mail@awia.jp         ホームページ：http://awia.jp 

私たちの活動 



平成 25 年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業                            

地域日本語教育実践プログラム A 
 

 

ポスター 

セッション 

事業実施概要 

事業名称 会津『あいうえお』事業 

地域の課題 

福島県会津地方の外国人登録者には日本人の配偶者として定住するアジア出身女性が多

く、来日直後から日本語でのコミュニケーションが必要となる環境に置かれる場合が多

い。生活する上で実践的に使える日本語が取得できる学習の場が求められている。 

また、バリアフリーである社会を作るためには、日本語で意見ができる外国人住民の参

加が求められる。 

事業の目的 
会津地域に住む外国出身者と地域住民が相互理解を深め、皆が安全に安心して日々の生

活を送ることができる住みやすい街づくりを目指す。 

事業の概要 

日本語教育の実施 

名称：日本語サロン 

目的：外国出身者が、自分の日本語能力に自信を持ち、地域社会に貢献できる人材であ

ることを再認識してもらう。 

対象：会津地方に在住の外国出身者 

人数：29人（主な出身・国籍：中国、フィリピン、アメリカ、韓国 ） 

時間：週 1回×2 時間（全 35回） 

内容：生活に必要な日本語のほか、日本の文化と社会ルールを学ぶ。 

日本語教育を行う人材の養成・研修の実施 

名称：日本語ボランティア育成講座 

目的：日本語指導者として活躍できる人材を増やす。 

対象：日本語指導者として活躍したい人、スキルアップを目指す人 

時間：計 31 時間（全 11回） 

人数：33人（出身・国籍：日本） 

内容：新規ボランティアの育成、日本語ボランティアのスキルアップ研修会 

日本語教育のための学習教材の作成 

名称：役立つ語彙集～観光編～ 

目的：会津の歴史や文化に関する語彙を取入れ、ガイド人材の育成も視野に入れる。 

対象：日本語サロン学習者、地域に住む外国出身者など 

構成：「観光スポット」、「旅館を予約する」、「郷土料理」、「耳にする方言」など全 22頁。 

成果と課題 

日本語サロンが在住外国人の居場所として定着しつつあり、楽しみであると同時に役に

立つとの声が届いている。一方、育成講座の受講者の多くが、新規の日本語ボランティ

アとして活動に加わってきたことで、支援者の厚みが増してきた。 

現在、市民には生活者としての外国人の存在や様子が、まだ十分に周知されていないと

ころもある。今後は、更に周知させていくとともに、一般市民にも彼らの状況を知って

もらい、一人でも多くの理解者（個人、団体とも）、実践者を増やしていきたい。 

発表者から 

一言 

「日本語サロン」の運営や語彙集の作成について発表いたします。色々な課題や成果を

皆さまと共有できればと思います。 

 



平成 25 年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

地域日本語教育実践プログラム A 

 
 

ポスター 

セッション 

 

【ポスター発表（４）】                団体名：磐田国際交流協会  

 

 

 

【設立】2005 年 3 月 14 日 任意団体   

【組織体制】会長１名 副会長２名 理事２２名  

【構成員】個人会員１７４、家族会員３５、団体・法人会員１１、賛助会員２ 

【事務局】静岡県磐田市森岡１５０ TEL0538-37-4988  E-mail ice@iwataice.jp 

【事務局体制】事務局長１名（非常勤）、事務局スタッフ 4 名（常勤２名、非常勤２名） 

会報誌の発行 

インターナショナルフォーラム 

クリスマスパーティ 

小中学生海外研修 

オーストラリア 

ケアンズ、メルボルン 

ホームステイ受け入れ 

オーストラリア 

ケアンズ、メルボルン 

豊田教室 
西貝教室 

ワークピア 

教室 

ホームページ 

磐田市多文化共生社会推進協議会 

フェスティバル豊田出店 

外国人情報窓口 

【磐田市委託事業】 

4 教室設置 各教室にコーディネーターを配置 

日本語講師 2３人 日本語ボランティア 2３人 

 

「対話活動のための日本語ボランティア養成講座」 

日本語ボランティア養成講座 

日本語教育事業 

【文化庁委託事業】 

外国人児童の学習支援 

（JSL サポート） 

【磐田市教育委員会委託事業】 

世界の文化体験 

 語学講座 

 (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語教室) 

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語講座) 

竜洋教室 

地域日本語教室 

行動体験の活動のための教材 
『街に出よう！人と出会おう！』2013 年 

日本語教材作成 

海外との交流 

多文化共生事業 

国際交流イベント 

広報活動 地域連携 

 
豊田教室 

フェイスブック 

多文化グローバル子育て教室 
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地域日本語教育実践プログラム A 
 

 

ポスター 

セッション 

事業実施概要 

事業名称 磐田日本語教育事業 

地域の課題 

多国籍で多様な外国人が在住しているのが地域の特徴。彼らにとって魅力ある活動にし

ていくため、また地域との連携を強化するために、活動の改善と対話活動をコーディネ

ートできる指導者の育成、日本語教室に関わる人材の増員及び対話のスキル向上が課題。 

事業の目的 

地域社会と連携し、地域に定住している多様な外国人が日常生活を営む上で必要となる

日本語能力を習得できるよう、対話型活動を取り入れた日本語教室を実施したり、日本

語教育に携わる人材を育成するなど、磐田の日本語教育の拠点として、地域日本語教育

を推進することを目的とする。 

事業の概要 

日本語教育の実施 

名称：地域密着型日本語教室（豊田、西貝、竜洋、ワークピア） 

目的：日本語活動を通して、自立した社会生活、健康かつ安全で、文化的な生活ができ

るようになること。地域コミュニティの一員としての自覚を持つようにすること 

対象：日本語を母語としない地域住民 

人数：４教室合計３６０人（主な出身・国籍：ブラジル、中国、フィリピン、ベトナム） 

時間：週１回×２時間（４教室合計 全１４０回） 

内容：行動・体験を取り入れた対話中心の活動。 

日本語教育を行う人材の養成・研修の実施 

名称：日本語ボランティア養成講座 日本語教室で多文化を楽しもう！ 

―人と繋がる日本語教室をめざして― 

目的：日本語教育に携わる人材の裾野を広げる。指導者のファシリテーター力の向上 

対象：日本語ボランティアの活動に関心のある人 

時間：週１回×３時間（全１０回） 

人数：２９人（出身・国籍：日本） 

内容：「多文化共生をめざす地域における日本語教室」、「日本語ボランティアについて」

「地域日本語教室での日本語能力評価」、対話活動の体験・実習 

日本語教育のための学習教材の作成 

名称：磐田地域日本語教室対話活動のための教材 にほんごでおしゃべりしよう！Part2

行動体験の活動のための教材 街に出よう！人と出会おう！ 

目的：「行動体験中心の活動」を行うために、指導者の参考になる教材を作成する 

対象：指導者，補助者 

構成：行動体験活動の流れ，教材の使い方，行動体験活動の提示と事例紹介，参考資料 

成果と課題 

対話活動に行動体験を中心とした活動を多く取り入れたことで、地域社会との連携づく

りの基礎を作ることができ、地域との連携を強化していくという方向性が明確になった。 

外国人市民の６割を占めるブラジル人の日本語教室への継続的な参加が課題。 

発表者から 

一言 

対話活動を取り入れてから、日本語教室がどのように成長してきたかについてお話しま

す。２年連続で作成した対話活動のための教材を見本にご用意しましたので、手に取っ

てご覧ください。今後の展開につながるワクワク感を皆さまと共有できたら幸いです。 

 



平成 25 年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

地域日本語教育実践プログラム B 

 
 

ポスター 

セッション 

 

【ポスター発表（５）】             団体名：ＮＰＯ法人国際支援地球村  

≪団体概要≫ 

 

○団体代表者：特定非営利活動法人国際支援地球村 代表 梶原 美佳 

 

○団体法人登記所在地：宮城県石巻市大森字町 9番地  

○団体連絡事務所所在地：宮城県石巻市蛇田字中埣 18-7 

（連絡先） 

・電話： 0225-90-3033 

・FAX： 0225-90-3033 

・E-mail： k.earth@salsa.ocn.ne.jp 

 

○設立目的と活動内容 

・設立目的 

この法人は日本に居住する外国人と市民に対して、生活支援や国際交流に関する事業を 

行い、地域社会に寄与することを目的とする。 

 

・活動内容 

1.外国人相談窓口（がいこくじんそうだんまどぐち） 

毎日の生活の中で、何か困った事があったらお気軽に相談してください。  

心の悩みもお気軽に相談してください。  

  

2.日本語教室（にほんごきょうしつ） 

外国人に対する日本語教室です。  

日常生活で困らない日本語を身につけましょう。（初級・中級）  

日本語能力試験コースもあります。  

      

3.国際理解を深めるための活動（こくさいりかいをふかめるためのかつどう） 

「多文化共生社会」について理解を広める。  

多文化課程、児童、青少年支援（社会性、学習、言語など）  

楽しいイベントも開催いたします。   

 

 

 

 

～みんな地球人～ 

国籍、肌の色、文化は違っても、わたしたちはみんな地球に住む仲間。 
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ポスター 

セッション 

事業実施概要 

 

事業名称 復興と共にすすめる日本語教育と多文化共生社会の体制整備事業 

地域の課題 

東日本大震災後の当地は、定住外国人にとって以前からあった家庭内や地域住民とのコ

ミュニケーション不足による問題が、今回の震災ストレスによって、より一層増し、不

安や不満といった問題が山積し解決に至っていない。 

事業の目的 

被災地の住民の一人として、震災復興支援事業（ボランティア活動等）に参加し、日本

語教室で習得した日本語を使って地域住民と実践的なふれあいを通じてコミュニケーシ

ョンの向上をはかり、多文化共生社会の体制整備を行う。 

事業内容 

取組１ 取組２ 

名称 災害ボランティアと地域イベントの参

加と企画 

名称 日本語教室(防災日本語教室) 

内容 

○震災被災者への支援ボランティア

活動・・・仮設住宅住民で企画される

イベントへの学習者のボランティア活

動 （芋煮会等）                     
内容 

○日常生活に必要な日本語学習 

○地域文化、習慣、ルールを理解する

日本語学習  

○地域の言葉、方言の学習            

○昨年度に引き続き、災害に対応でき

る日本語学習 

対象 日本語教室の学習者とイベント参加

者（地域住民等） 

対象 石巻市および周辺地域定住外国人 

時間 総時間数 20 時間 時間 総時間数 80 時間 

人数 65 名 人数 26 名 

取組３ 取組４ 

名称 シンポジウムの開催 名称 日本語交流サロン 

内容 

学習者が約一年間日本語教室で習

得した成果を発表する機会を通じて、

自信と更なる学習意欲をもたせ、 

みずからが地域住民の一人となるよ

う積極的に推進させる。                     

 

内容 

○学習者が日本語で体験を語る活動

を行い、カウンセリングの専門家を招

き、語りで使用することば（こころの表

現）の学習。 

○学習した言葉（こころの表現）を使用

した交流会の実施。 

対象 地域住民、日本語教室の学習者 対象 石巻市の定住外国人 

時間 総時間数 12 時間 時間 総時間数 31 時間 

人数 27 名 人数 13 名 

連携体制 

・石巻市企画部市民共同推進課・・事業開催告知、地域連携等 

・東北大学準教授 李仁子氏（多文化間精神医学会会員・多文化間アドバイザ） 

・宮城学院女子大学準教授 澤邉裕子氏・・・日本語教育指導アドバイス 

成果と課題 

4 つの取組を通して多文化共生の基盤作りのスタートを切ることはできたが、継続する

ためには定期的に地域住民と共に活動できる機会を設ける必要がある。今回の事業で外

国人が得た自信や防災知識を忘れないようにするために継続支援が必要。  
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ポスター 

セッション 

画面中央ビルの 3,4 階が石川県国際交流センター

で、（公財）石川県国際交流協会、（公財）金沢国

際交流財団、パスポートセンターが同居 

石川県日本語講師会の２０名の教師が主

として日本語授業にあたる 

 

【ポスター発表（６）】 団体名：公益財団法人 石川県国際交流協会 

 

＜団体紹介＞ 

1992 年石川県の出資により設置。JR 金沢駅徒歩 5 分のビルの３，４階に位置する。 

■日本語教育関連事業 

・ 石川ジャパニーズ・スタディーズ・プログラム 

海外で日本語を学ぶ大学生等に、日本語学習、日本文化体験、ホームステイの機会を提供。平成

２６年度は年間を通じ３５プログラム、約３５０名来県予定。 

・ 日本語教師の支援 

県内の日本語教室で教える日本語サポーターを対象に各地を巡回し研修会を開催。地域日本語教

育で活躍する講師・サポーター養成のための講座実施。「石川県日本語教室ネットワーク」のメ

ーリングリストを通じて日本語教育に関する情報を発信。 

・ 日本語教室の運営 

有料の入門～上級のクラスレッスン、プライベート授業、無料の交流型「にこにこ話そうクラス」 

■国際交流ボランティア活動 

「ホストファミリー」（150 家庭）「通訳・翻訳」「広報」「留学経験者」の４ボランティア 

■行事 

「国際理解教室」「国際交流員・留学生の派遣」「国際理解のための外国語講座」「日本語スピー

チコンテスト」「多文化が共生するフェスタ」「石川県日本語教室ネットワーク会議」を実施。 

■設備の運営 

研修室１９部屋、国際情報ライブラリーを運営 

■出版物 

地域日本語教育教材「ようこそにほんごへ」 「いしかわ生活支援マップ」 機関紙「IFIE-PLANET」 

多言語情報誌「石川 EXPRESS」 

■相談サービス等 

「外国人のための無料相談」「トリオフォン相談」「海外留学相談」実施 

■その他 

「E-mail 会員への情報提供」「いしかわ同窓会」「草の根国際活動支援助成事業」 
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ポスター 

セッション 

事業実施概要 

事業名称 「ようこそ石川日本語クラス」普及事業（公益財団法人石川県国際交流協会） 

地域の課題 
地域・教室の特徴、学習者のニーズに合わせた教室活動の充実、新規開設した教室の継

続的なサポート、地域での子どもの日本語教育など 

事業の目的 
地域日本語教室における初期日本語教育クラスの教材を作成し、その使い方や教室の運

営体制についてモデルを作り上げ、県内の各教室で共有する。 

事業内容 

取組１ 

名称 「ようこそ石川日本語クラス」地域版作成 

内容 
石川県国際交流協会（金沢市）で実施している、入門者向けクラス「ようこそ石川日本語ク

ラス」を県内他地域の地域日本語教室でも実施できるよう研修会を実施。 

対象 県内の地域日本語教室 

時間 １～２．５時間×１～７回×７教室（全３５．５時間） 

人数 ５５名（１教室５～１０名） 

取組２ 

名称 「ようこそ石川日本語クラス」改定事業 

内容 石川県国際交流協会で実施している「ようこそ石川日本語クラス」の内容の充実 

対象 「ようこそ石川日本語クラス」の学習者 

時間 朝クラス、夜クラス各１．５時間×１８回 （全５４時間） 

人数 ２６名（中国、タイ、オーストラリア、アメリカ、カナダ、トルコ、フランス、ブラジル、韓国など） 

取組３ 

名称 「ようこそ石川日本語クラス」地域版実施の報告 

内容 「ようこそ石川日本語クラス」の地域版開発についての報告会実施 

対象 地域版作成の研修会に参加した教室関係者 

時間 ２時間 

人数 １５名 

連携体制 
石川県国際交流協会が研修会を企画・実施し、県内の日本語教室から研修会実施希望教室を

募集。７教室にて実施。 

成果と課題 

「ようこそ石川日本語クラス」は、２か月程度の短期間で、入門レベルの学習者に生活のた

めに必要な最低限の日本語を身につけられるクラスができないかと企画したものである。当

協会や教育経験のある程度ある教室では、一定の成功をおさめたが、教育経験の短い教室や

実施頻度の少ない教室では、より短期間で（あるいは一回の授業で）終えられる教材を希望

しており、独自に教材を作成する余力のないところもあり、地域版開発は必ずしもうまくい

かなかった。 

今後は、今まで以上に各教室の状況に合わせて、どのように教室を運営していくのか相談に

継続的に乗っていくこと、各教室の講師・サポーターにとって授業が過度に負担にならない

よう教材の準備、学習者情報の収集等のお膳立てを支援していくことが必要と思われる。 

発表者から

一言 

当日は「ようこそ石川日本語クラス」で使用している教材を例として持っていきます。自治

体から日本語教育の内容の部分にどのようなサポートが必要かご意見をお待ちしています。 
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＜メモ＞



 
 
                   

文化庁の日本語教育についての 

主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本語教育についての主な取組 
 

 

文化庁では，日本語教育に関する様々な取組を行っています。日本語教育大会を 

はじめとする催しや研修，事業の成果等を公開していますので，是非御覧ください。 

 

委員会 

●文化審議会国語分科会 （一般傍聴が可能です） 

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/index.html 

●文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 （一般傍聴が可能です） 

   http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/nihongo.html 

○「生活者としての外国人」のための日本語教育の内容・方法の充実 

 （カリキュラム案，ガイドブック，教材例集，日本語能力評価，指導力評価） 

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/nihongo_curriculum/index.

html 

 

各地の取組例 

●「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の取組の報告 

各地の取組の報告を掲載しています。平成 24 年度からは取組において作成された 

日本語学習のための教材も公開しています。 

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/seikatsusya/h25/nihongo_ 

program_a.html 

 

大会及び協議会 

●日本語教育大会・日本語教育研究協議会 

文化庁では，日本語教育の充実と推進を図るため，

毎年日本語教育大会を開催しています。 

本年度は，以下の４か所で日本語教育研究協議会

を開催します。 

 

・東京 8 月 29 日（金），30 日（土） 

・福島 9 月 20 日（土） 

・熊本 10 月 4 日（土） 

・大阪 10 月 25 日（土） 

昨年度の配布資料及び発表資料は，文化庁ホームページで公開しております。 

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/taikai/index.html 

 

 



日本語教育についての主な取組 
 

 

研 修 

●地域日本語教育コーディネーター研修 

  一定の経験を有し，「地域日本語教育のデザイン」

を行うキーパーソンとしての立場を果たすことが期

待される者等に対して，地域の実情に応じ，外国人の

社会参加・多文化共生社会に資する日本語教育の実施

を目的とした研修を開催しています。詳細については文化庁ホームページを御覧く

ださい。※本年度の申込みは終了しました。 

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/coordinator_kensyu/h25_coordi

nator.html 

 

情報サイト 

●日本語教育コンテンツの総合情報サイト「ＮＥＷＳ」 

「ＮＥＷＳ」（Nihongo Education contents Web 

sharing System）は，日本語教育に関する教材，

カリキュラム，報告書，論文，施策資料等（「日

本語教育コンテンツ」）を横断的に検索できる

情報検索サイトです。 

http://www.nihongo-ews.jp/ 

 

 

●文化庁広報誌「ぶんかる」 

文化庁では各課の取組やイベント情報などのお知らせを

ＷＥＢで公開しています。 

国語課の連載「地域日本語教室からこんにちは！」では、

各地で活躍する日本語学習者による日本語・日本文化・地

域日本語教室の紹介を掲載しています。 

  http://prmagazine.bunka.go.jp/index.html 

    

 

●その他の文化庁国語課の主な取組は，こちらから御覧ください。 

 http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kyouiku/index.html 



地方公共団体及び国際交流協会
等で
日本語教育を担当している方

日時：８月１日（金）１０時３０分～１７時３０分
場所：文化庁（旧文部省庁舎）６階第二講堂

７月１８日（金）

地方公共団体・国際交流協会・地
域の日本語教室等で日本語教育
プログラムの編成や日本語教育プ
ログラムの実施に必要な地域の
関係機関との調整に携わっている
者で，地域日本語教育に関する経
験を3年以上有し，地方公共団
体，国際交流協会又は社会福祉
協議会が推薦する者

【東京】
　○研修Ⅰ
　　日時：11月5日（水）、6日（木）の2日間
　　場所：文部科学省5階　5F3会議室
　○研修Ⅱ　平成27年3月13日（金）

【大阪】
　○研修Ⅰ
　　日時：10月22日（水）、23日（木）の2日間
　　場所：梅田センタービル
　○研修Ⅱ　平成27年3月6日（金）

９月１９日（金）

都道府県・政令指定都市及びそ
れらの地域の国際化協会におい
て日本語教育を担当している方
（一般には公開されません）

【東京】
　日時：8月29日（金）10時～12時20分
　場所：昭和女子大学
【福島】
　日時：9月19日（金）14時～16時20分
　場所：福島テルサ
【熊本】
　日時：10月3日（金）14時～16時20分
　場所：熊本県総合福祉センター
【大阪】
　日時：10月24日（金）14時～16時20分
　場所：梅田センタービル

　　（出欠の締切り）
　　【東京】
　　　8月20日（水）
　　【福島】
　　　9月10日（水）
　　【熊本】
　　　9月24日（水）
　　【大阪】
　　　10月15日（水）

日本語教育関係者及び一般

【東京】
　日時：
　1日目　8月29日（金）13時00分～17時30分
　2日目　8月30日（土）10時～15時
　場所：昭和女子大学
【福島】
　日時：9月20日（土）10時30分～16時45分
　場所：ホテル辰巳屋
【熊本】
　日時：10月4日（土）10時30分～16時45分
　場所：熊本県総合福祉センター
【大阪】
　日時：10月25日（土）10時30分～16時45分
　場所：梅田センタービル

（分科会の申し込み締切り）
　　【東京】
　　　8月22日（金）
　　【福島】
　　　9月10日（水）
　　【熊本】
　　　9月24日（水）
　　【大阪】
　　　10月15日（水）

日本語教育関係機関・団体及び
関係府省
（一般の方も傍聴可）

日時：9月24日（水）14時～16時
場所：文化庁（旧文部省庁舎）6階第二講堂

　　（一般傍聴の締切り）
　　9月19日（金）

地方公共団体・教育機関・
国際交流協会・ＮＰＯ等

日本語教育関係者及び一般

　　※実施時期や事業の対象は変更になる場合がありますので、予め御了承ください。
　　　 日時・会場等の詳細は確定次第、各事業・研修・協議会のＷＥＢページに掲載いたします。

平成26年度文化庁における 日本語教育関連事業　年間予定

＜平成27年度委託事業＞
募集開始：平成26年12月上旬（予定）
申請期限：平成27年1月下旬（予定）
結果通知：平成27年3月下旬（予定）

スケジュール等 申込み期限

文化庁広報誌「ぶんかる」（ＷＥＢサイト）で「地域日本語教室からこんにちは！」　連載中。
毎月、各地で日本語を学び、地域社会で活躍している「生活者としての外国人」の方の声を
お届けしています。応援よろしくお願いします。

主に対象となる方事業・研修・協議会等

文化庁広報「ぶんかる」

「生活者としての外国人」
のための

日本語教育事業

日本語教育大会（東京）
日本語教育研究協議会

地域日本語教育
コーディネーター研修

都道府県・市区町村等
日本語教育担当者研修

日本語教育推進会議

地域における
日本語教育協議会



 
  



 


