
 

平成 30 年度「地域日本語教育スタートアッププログラム」 

文化庁委嘱「地域日本語教育アドバイザー」 名簿 

（敬称略・五十音順） 

＜シニアアドバイザー＞ 

１．石井 恵理子（いしい えりこ）  

   東京女子大学現代教養学部 教授 

   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 委員 

    

２．伊東 祐郎（いとう すけろう）  

   東京外国語大学 副学長・附属図書館長 

   文化審議会国語分科会 会長 

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

前 公益社団法人日本語教育学会 会長 

 

３．井上 洋（いのうえ ひろし）  

   一般財団法人ダイバーシティ研究所 参与 

   元 一般社団法人日本経済団体連合会教育・スポーツ推進本部長 

   元 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

 

４．尾﨑 明人（おざき あきと）   

   名古屋外国語大学外国語学部 教授 

   元 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

元 公益社団法人日本語教育学会 会長 

     

５．西原 鈴子（にしはら すずこ）  

特定非営利活動法人日本語教育研究所 理事 

前 独立行政法人国際交流基金日本語国際センター 所長 

元 文化審議会 会長 

元 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

 

６．山田 泉（やまだ いずみ） 

   にんじんランゲージスクール 校長 

   元 法政大学キャリアデザイン学部 教授 

   元 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

 

参考資料２ 



 

＜日本語教育施策推進アドバイザー＞ 

７．磯村 美保子（いそむら みほこ） 

   公益財団法人名古屋ＹＷＣＡ 業務執行理事 

金城学院大学 非常勤講師 

あいち外国人の日本語教育推進会議 委員（平成 26 年度～） 

 

８．犬飼 康弘（いぬかい やすひろ）  

公益財団法人ひろしま国際センター 研修部 日本語常勤講師 

文化庁地域日本語教育コーディネーター研修 講師（平成 28～29 年度） 

   一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

 

９．今井 武（いまい たけし） 

   公益財団法人石川県国際交流協会 日本語専任講師 

 

 

 

10．内海 由美子（うつみ ゆみこ） 

   山形大学学術研究院 教授 

 

 

 

11．御舘 久里恵（おたち くりえ）  

   鳥取大学教育支援・国際交流推進機構国際交流センター 准教授 

   文化庁地域日本語教育コーディネーター研修 講師（平成 27 年度） 

   一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

 

12．各務 眞弓（かかむ まゆみ） 

特定非営利活動法人可児市国際交流協会 理事 事務局長  

特定非営利活動法人可児市 NPO 協会 理事 

岐阜県多文化共生推進委員 

 

13．神吉 宇一 （かみよし ういち）  

   武蔵野大学大学院言語文化研究科 准教授 

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

公益社団法人日本語教育学会 副会長 

文部科学省「留学生就職促進プログラム」専門委員 

 



 

14．菊池 哲佳（きくち あきよし） 

   多文化社会専門職機構認定 多文化社会コーディネーター 

公益財団法人仙台観光国際協会 係長 

一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

文化庁地域日本語教育コーディネーター研修 講師（平成 28～29 年度） 

 

15．近藤 徳明（こんどう のりあき）  

   公益財団法人京都府国際センター 事業課長 

   一般財団法人自治体国際化協会 認定多文化共生マネージャー 

 

16．春原 直美（すのはら なおみ） 

   公益財団法人 長野県国際化協会 相談役 

特定非営利活動法人 中信多文化共生ネットワーク 監事 

佐久市市民活動サポートセンター 事務局長 

文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 

受託者（長野県国際化協会・駒ケ根市・飯田市）運営委員（平成 29 年度） 

 

17．仙田 武司（せんだ たけし） 

   公益財団法人しまね国際センター 多文化共生推進課長 

文化庁地域日本語教育コーディネーター研修 講師（平成 27 年度） 

一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

 

18．高橋 清樹（たかはし せいじゅ） 

   NPO 法人多文化共生教育ネットワークかながわ 事務局長 

   神奈川県央地域若者サポートステーション 総括コーディネーター 

   （厚生労働省認可・特定非営利法人子どもと生活文化協会受託） 

 

19．財部 仁子（たからべ さとこ） 

   神戸 YMCA 学院専門学校日本語学科 専任講師 

前 公益財団法人兵庫県国際交流協会 日本語教育指導員 

 

 

20．田所 希衣子（たどころ きいこ） 

   外国人の子ども・サポートの会 代表 

   外国につながる子どもサポートせんだい チーフコーディネーター 

 

 

 

 



 

21．土井 佳彦（どい よしひこ）  

   ＮＰＯ法人多文化共生リソースセンター東海 代表理事 

   ＮＰＯ法人多文化共生マネージャー全国協議会 理事 

   一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

   文化庁地域日本語教育コーディネーター研修 講師（平成 29 年度） 

    

22．中東 靖恵（なかとう やすえ）  

   岡山大学大学院社会文化科学研究科（文学部）准教授 

   岡山県総社市日本語教育事業 運営委員兼コーディネーター 

   文化庁地域日本語教育コーディネーター研修 講師（平成 29 年度） 

 

23．原 千代子（はら ちよこ） 

   社会福祉法人青丘社事務局次長（多文化事業推進担当）  

    川崎市地域日本語教育推進連絡調整会議議長 

 

 

24．藤井 美香（ふじい みか） 

   公益財団法人横浜市国際交流協会  

多文化共生推進課シニアコーディネーター 

一般財団法人自治体国際化協会 認定多文化共生マネージャー 

 

25．堀 永乃（ほり ひさの）  

   一般社団法人グローバル人財サポート浜松 代表理事 

   全国市町村国際文化研修所多文化共生マネージャー養成コース 講師 

   一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

   

26．幕田 順子（まくた じゅんこ） 

   公益財団法人福島県国際交流協会 主任主査 

 

 

 

27．松岡 洋子（まつおか ようこ）  

   岩手大学教育推進機構（グローバル教育センター）教授 

   文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

   一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

 



 

28．萬浪 絵理（まんなみ えり） 

   公益財団法人千葉市国際交流協会 委嘱日本語教育コーディネーター 

 

 

 

29．八木 浩光（やぎ ひろみつ）  

   一般財団法人熊本市国際交流振興事業団 事務局長 

一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 

 

 

30．結城 恵（ゆうき めぐみ） 

群馬大学 大学教育・学生支援機構 大学教育センター 教授 

    兼 社会情報学部・社会情報学研究科 教授 

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会 委員 

群馬大学「グローカル・ハタラクラスぐんま」プロジェクト 

（「住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業住環境」 

      「留学委就職促進プロジェクト」受託事業） 

企画・運営責任者 

 

31．吉田 聖子（よしだ せいこ） 

   公益財団法人川崎市国際交流協会 評議員 

   人材育成コーディネーター 

 

 

 

32．米勢 治子（よねせ はるこ）   

   東海日本語ネットワーク 副代表 

愛知県立大学 非常勤講師 

   文化庁地域日本語教育コーディネーター研修 講師（平成 22～26 年） 

   文化庁都道府県・市区町村等日本語教育担当者研修講師（平成 26～28 年度） 

 

 

以上 


