別紙１

令和元年度日本語学校教育研究大会実施要項
１ 趣 旨
一般財団法人日本語教育振興協会維持会員及び準会員機関に勤務する教職員等を対象とし
て、日本語学校教育のより一層の充実並びに日本語教育機関としての社会的地位の確立を目指
し、各機関で展開されている豊かな教育実践を機関を超えて共有することを通して教職員の資
質の向上を図ります。
２ 日程及び会場
８月２日（金）プレセッション
アクセス青山フォーラム（東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 15 階）
12:30～16:30
日本語教師のための進学説明会
８月３日（土）本大会 1 日目
国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟 大ホール
（東京都渋谷区代々木神園町 3-1）
9:10～
受付
10:00～10:45
開会挨拶・大会趣旨説明
10:45～11:45
基調講演
11:45～13:45
ポスター発表
13:45～15:45
講演
16:00～17:30
日本留学 AWARDS 授賞式
17:45～
交流会
８月４日（日）本大会２日目
国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟
9:10～
受付
10:00～12:30
分科会
14:00～16:15
自由研究発表等
８月５日（月）ポストセッション
国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 国際会議室
10:00～16:30
ＩＣＴと日本語教育
※日程等は変更になる可能性があります。ご了承ください。

３ 参加資格等
(1) 一般財団法人日本語教育振興協会維持会員及び準会員機関に勤務する教職員、その他関
心のある者とします。
(2) １機関から多数の教職員が参加していただいて差し支えありません。ただし、定員を超
える場合は、お断りする場合がありますのでお含みおきください。両日又はいずれか１日
のみの参加でも結構です。
５ 参加費（本大会 1 日目・2 日目及び交流会）
本大会

交流会

事前支払

当日支払

維持会員及び準会員機関

２，５００円

３，０００円

（年会費納入校）

/１人当たり

/１人当たり

３，０００円

賛助会員

３，０００円

４，０００円

/１人当たり

/１人当たり

/１人当たり

５，０００円

６，０００円

/１人当たり

/１人当たり

その他の教育機関、個人

○プレセッション及びポストセッションは、参加費無料です。

別紙２
＜令和元年度日本語学校教育研究大会趣旨＞
大会テーマ『令和時代の新たな日本語教育 Ⅰ』
大会委員長 奥田純子（コミュニカ学院）

令和の時代の幕開けは、日本語教育界にとっての歴史的転換点となりました。最も大きな
ことは、今国会において「日本語教育の推進に関する法律案」が可決成立したことです。国、
地方自治体、事業主の責務が明文化され、国の責務として、日本語教育機関に関する制度の
整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが明記されました。
まさに令和元年は日本語教育機関にとっての新たなスタート、再始動元年とも言うべき年
となったと言えるでしょう。また、一方で、平成 30 年 12 月 8 日には「出入国管理及び難民
認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」
（改正入管法）が成立し、
「外国人受け入れ
及び共生のための総合的対応策」が関係閣僚会議で決定されました。人手不足を背景とした
外国人労働者の受入れ拡大、それに伴う在留資格「特定技能」の新設、そして、私たち日本
語学校にとって非常に大きな影響がある日本語教育機関の告示基準の改正などが、政府主
導のもとで進んでいます。このように令和元年が日本語学校教育にとって 100 年に一度と
も言うべきマイルストーンであるという認識のもと、本大会を新たな日本語学校教育のリ
スタートの大会と位置付け、次のようなプログラムを編むことといたしました。
大会第 1 日目には、日本語教育推進議員連盟 会長代行 中川 正春先生（元文部科学大
臣）をお招きし、「日本語教育推進法と日本語教育機関の制度について」というテーマ

で、日本語教育推進基本法の制定により、今後の日本語教育機関に求められる役割、位
置づけ、制度制定のために日本語学校がなすべきこと等について基調講演をしていただ
きます。
続いて、出入国在留管理庁より、告示基準改正を中心にお話しいただき、特定技能への接
続についても進路指導の観点から触れていただきます。そして、文化庁より、今年度の重点
課題となっている日本語教師の資格、日本語教育の標準、日本語教育人材の研修について進
捗状況等をお話しいただき、経営層、教師、職員、それぞれが当事者として、優良な日本語
教育を目指し、これからの日本語学校教育の在り方の検討、創造、実践への一歩としたいと
思います。
また、教育実践の改善・向上・情報の共有化を目指し、日本語教育機関全体で行う教職員
研修として 5 本のポスター発表、4 本の口頭発表を予定しています。加えて今年度より新た
な試みとして自由に参加者が日本語教育に係る話題を共有できる場、トーキングショップ
を実施します。さらに、第 2 日目には①日本語教育を学ぶ大学生・院生との意見交換、②実
践共有を通した学びあい・その方法、③ＣＥＦＲ、④発達障害、⑤特定技能⑥新しい教員研
修の在り方、の 6 つをテーマに分科会を展開します。
なお、プレセッションとして、専門学校、大学、大学院の留学生受入れ担当と日本語教育
機関教職員の連携強化を目的とした「日本語教師のための進学説明会」
、そしてポストセッ
ションとして「ＩＣＴと日本語教育」を開催します。教室活動でどのように「デジタル」を
取り入れていくかをディベートや講演、実践的なデモンストレーションを通して考えてい
きます。
猛暑の中の４日間ですが、より熱く日本語教育を語り、共に考え、明日の日本語学校教育
実践を生み出す場にしていきましょう。

別紙３

令和元年度日本語学校教育研究大会日程
プレセッション

2019 年 8 月 2 日(金) 「日本語教師のための進学説明会」
会場：アクセス青山フォーラム
本大会 1 日目 2019 年 8 月 3 日（土） 基調講演・日本留学アワーズ授賞式等
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 大ホール
本大会 2 日目 2019 年 8 月 4 日（日） 分科会・自由研究発表等
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟
ポストセッション 2019 年 8 月 5 日（月） 「ICT と日本語教育」
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際会議室
テーマ

令和時代の新たな日本語教育Ⅰ

プレセッション 8 月 2 日（金）
アクセス青山フォーラム
12：30～16：30 日本留学 AWARDS 日本語教師のための進学説明会
大会１日目

8 月 3 日（土）

カルチャー棟 大ホール
開会挨拶
一般財団法人日本語教育振興協会理事長 佐藤 次郎
文部科学省
大会趣旨説明
大会委員長 奥田 純子（コミュニカ学院 学院長）
10：45～11：45 基調講演「日本語教育推進法と日本語教育機関の制度について」
日本語教育推進議員連盟会長代行 元文部科学大臣 中川 正春先生
11：45～13：45 昼休憩
10：00～10：45

ポスター発表・デモンストレーション
11：45～13：45

カルチャー棟 大ホールホワイエ
品詞を色分けしたカードを使って行うゼロスタートの学習者を
対象にした日本語授業の方法
江副 隆秀（新宿日本語学校）他 3 人
４技能習得「幻想」からの脱却で輝く学習者－教師はいつまで４技能に縛ら
れるのか－
町田 早織（インターカルト日本語学校）他１人
LMS の利用が期末試験に与える影響
杉本 有規（A.C.C.国際交流学園）
初中級を対象としたキャリア教育教材 －自分の価値観に気づき社会性を
獲得する
平岡 憲人（清風情報工科学院日本語科）他 6 人
カルチャー棟 大ホール

13：45～15：45

16：00～17：30
17：45～ 交流会

講演「告示基準改正と日本語学校教育（仮）」
出入国在留管理庁 担当官
講演「現場の日本語教師に知ってほしい！
～文化庁の日本語教育施策と審議会の審議状況～」
増田 麻美子（文化庁国語課 日本語教育専門職）
日本留学 AWARDS 授賞式
カルチャー棟 2F ﾚｽﾄﾗﾝとき

２日目のみ参加の方は、417 室前の受付（9：30～）にお越しください。
１日目に受付がお済みの方は、直接各会場へお越しください。
会場により収容定員が異なります。定員に達した場合、ご入場いただけないこと
がありますのでご留意ください。

大会 2 日目 8 月 4 日（日）
センター棟
分科会Ⅰ
304 室（定員 80 人）
日本語教育を学ぶ大学生・大学院生と日本語学校教員の意見交換会
10：00～12：30 －留学生も！日本語教師も！日本語学校で研究テーマを探そう！－
佐藤正則（山野美容芸術短期大学）、惟任将彦（名古屋 YMCA 日本語学
院）、小井亜津子（拓殖大学、東京大学、青山学院大学）
分科会Ⅱ
405 室（定員 80 人）
実践共有を通した学び合い・その方法７－地域とのかかわり－
ジェット日本語学校、国際ことば学院日本語学校
分科会Ⅲ
417 室（定員 300 人）
今、話題の CEFR. A2 って何？(仮)
奥村 三菜子（鹿児島キャリアデザイン専門学校 非常勤講師、元・ボン
大学 専任講師）
分科会Ⅳ
501 室（定員 200 人）
みんなでつくる日本語教育における特別支援の明日Ⅱ
－個別支援教室での取り組みから考える発達障害と学習障害－
丹野 節子（「きらっと」たんの個別支援教室 講師）
橋本 洋輔（国際教養大学 助教）
分科会Ⅴ
513 室（定員 80 人）
「特定技能」が日本語学校進路指導に与える影響
－敵か？味方か？外食業技能測定試験対策講座を知る－
内田 優美（㈱和食人材プラットフォーム 教育部 プロジェクトリーダー）
昼休憩 12：30～14：00
14：00～16：15 分科会Ⅵ
新しい教師研修のあり方を考える３

501 室（定員 200 人）

トーキングショップ
※時間内の入退場・テーマの移動は自由です。
513 室
日本語学校の ICT 化「やってみた」の次は？
倉本 文子（カイ日本語スクール）他 2 人
14：00～15：00
又は

15：15～16：15

ファシリテート、どうしてますか？
小座間 亜依（ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校）他 1 人
日本語教員が「教える」以外に抱える仕事 ―日本語教員の管理運営業
務―
浦 由実（アン・ランゲージ・スクール成増校）他 2 人
日本語教育におけるファシリテーションを考える－ 就職希望の学習者に
役立つ”ファシリテーション型"授業
平岡 佳梨加（ATOWA）他 1 人

自由研究発表

417 室（定員 300 人）/405 室（定員 80 人）
留学生のための就労準備プログラムのデザイン改善―ケース学習を取り
14：00～14：35 入れた授業実践の報告―
児崎 静佳（カイ日本語スクール）他１人
又は
"戦争をめぐる授業実践がもたらす充実 －避けられるテーマこそが導く成
14：50～15：25 果の一例－"
萩原 秀樹（インターカルト日本語学校）
又は
日本語教師中堅研修の開発実践 －日本語学校の現場から－
15：40～16：15
平岡 憲人（清風情報工科学院日本語科）、他１０人
メタ認知能力の向上と自立を目指した自律学習の試み ―日本語学校に
おける大学院志望学生のためのコース開発―
中村 妙子（早稲田 EDU 日本語学校）
16：15 終了
ポストセッション 8 月 5 日（月）
国際交流棟 国際会議室
10：00～16：30 ICT と日本語教育
※なお、日程については当日一部変更になることがあります。ご了承ください。

令和元年度日本語学校教育研究大会
ポストセッション
「ICT と日本語教育」

ＩCＴと
日本語
教育

○主催

一般財団法人日本語教育振興協会
（研修委員会、令和元年度日本語学校教育研究
大会委員会）
日本語デジタル教育推進協議会

○日時

令和元年 8 月５日（月）10：00～16：30

○会場

国立オリンピック記念青少年総合センター
国際交流棟 国際会議室

10:30～11：20 プレミアムトーク 「日本語教育における ICT 利用：広がりと停滞と－e ラーニングを中心に」
武蔵野大学 グローバル学部日本語コミュニケーション学科
准教授 藤本かおる
11:40～12：40 ディベート 「AI は日本語教師を駆逐するか？」

13:00～15:25 出展者によるプレゼンテーション
13：00～13：15

外国人留学生向け学生管理システム『WSDB』について（株式会社 One Terrace）

13：20～13：35

オンライン日本語 JLPT 対策 e ラーニング映像教材（アテイン株式会社）

13：40～13：55

学習者の日本語能力を瞬時に判定！JLPT オンラインハーフ模試（株式会社アスク出版）

14：00～14：15

遠隔授業＋オンラインコンテンツで効率的な日本語授業を！（新宿日本語学校）

14：20～14：35

LincStudy（株式会社 Linc）

14：40～15：05

クラウド管理型 WiFi「Val-WiFi」＆著作権教育（株式会社テイクオーバル）

15：10～15：25

日本語教育能力検定試験対策のための通信講座、動画コンテンツおよび「教えて！篠崎先生っ！」（篠
崎大司 ㈱篠研/別府大学）

出展者・出展内容リスト

【eラーニング・授業配信】
アテイン株式会社
オンライン日本語講座のご案内
JLPT合格を目指す人、働く人、技能実習生、日本語教師、様々な人達のためのeラーニング教材をご案
1 内します。まずは「JLPT日本語能力試験対策eラーニング教材（N5～N1、初学者向け入門編も有）」。
そして各レベルの模擬試験教材と対策解説ドリル教材。さらに、現在働いている人やこれから働く人に
向けた、職場での簡単な会話が学べる「ビジネス日本語教材（入門編と中級編）」と「ビジネスマナー
講座」。また、日本語教師を目指す、あるいは教師レベルをアップしたい人向けの「日本語教師実力養
成コース（ビジネス日本語向けも有）」。教師養成教材以外は多言語字幕付きになります（英・中・越
に対応済。緬・尼等も鋭意制作中）。
株式会社アスク出版
学習者の日本語能力を瞬時に判定！JLPTオンラインハーフ模試
日本語能力試験（JLPT）の模擬試験がPCやスマートフォン、タブレット端末等で手軽に受けられるWebサービス
2 『JLPTオンラインハーフ模試』の提供を開始しました。ハーフサイズのためスムーズに受験でき、結果も瞬時に
判定されるため、受験者の試験対策や日本語学習者のレベルチェックを効率よく行うことができるサービスで
す。問題パートごとの正答率などの詳細なデータもご覧になれますので、学習者へより手厚い指導を行うことが
できます。当日は画期的な当サービスによる“効果的な学習方法”や“学校での導入事例”をブースやプレゼン
テーションにて具体的にご案内ご紹介させていただきます。
インターカルト日本語学校

EdTech センター

eラーニングシステム「スーパー日本語」／電子教材作成アプリFinger Boardを使った日本語学習
当校では、クラウド型eラーニングシステム「スーパー日本語」や、電子教材作成アプリFinger Boardなど、ICTを
3 授業や学習者の自習用として取り入れています。学習者の進捗状況が管理できるスーパー日本語のポート
フォリオ機能や、学習者に合った教材が作成できるFinger Boardの電子教材作成機能などが、どのように活用
できるのか、これらのICTを通して学習者がどのように日本語を学ぶことができるのか、実際に端末に触れてい
ただきながら、当校での活用事例を交えてご紹介致します。
ICTってどうやって取り入れたらいいの？iPadを導入してみたけど使い道がない！というお悩みをお持ちの方、
ぜひご覧下さい。
株式会社エーアイ NEW
音声付き教材作成向けソフト「ＡＩＴａｌｋ声の職人(r)」「ＡＩＴａｌｋ声プラス(r)」のご紹介
「ＡＩＴａｌｋ声の職人(r)」は、誰でも簡単に直感的な操作で、手軽に音声ファイル作成ができるソフトです。「ＡＩＴａｌｋ
4 声の職人(r)」を使えば、録音環境やナレーターの手配をせずに、聴解試験問題等の音声をパソコンに文字を打
つだけで作成が可能に！
「ＡＩＴａｌｋ声プラス(r)」は、音声付き教材作成をより手軽にできるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ(r)向けアドインソフトです。Ｐｏｗｅｒ
Ｐｏｉｎｔ(r)上で音声つき教材等をご作成される方にオススメの製品です。
詳しくはブースにて製品紹介とデモを行っておりますのでお気軽にお越し下さい。
株式会社MK教育グループ
EJU試験に特化したMK独自のオンラインLIVE授業のご紹介

5 毎刻云学堂は、オンラインライブ授業のためにリアルタイムで受講できます。授業中は、チャットや音
声で質問でき宿題の提出と添削、写真や音声で講師とやりとりが可能です。なお、授業の履歴は復習に
役立ちます。

篠崎大司（㈱篠研/別府大学）
日本語教育能力検定試験対策のための通信講座、動画コンテンツおよび「教えて！篠崎先生っ！」
以下の３サービスをご紹介いたします。
(1)WEBで学ぶ通信講座「篠研の日本語教育能力検定試験対策」 過去10年分の日本語教育能力検定試験の
6 内容を盛り込み、分かりやすく解説した講義資料とチェックテストを搭載。学習がすべてWEB上でできます。PC・
スマホ対応。
(2) 日本語教師のためのお悩み解決ＱＡバンク 篠研の「教えて！篠崎先生っ！」 篠研にお寄せいただいたご
質問と丁寧にお答えした回答をまとめた会員専用ＱＡバンクサイトアクセス権、さらに月２回までのメール相談を
お受けいたします。
(3)「篠研の日本語教育能力検定試験対策セミナー動画」 篠研が行っている検定試験対策セミナーや日本語
の教え方セミナー動画コンテンツをご提供いたします。
新宿日本語学校
遠隔授業＋オンラインコンテンツで効率的な日本語授業を！
新宿日本語学校では独自に開発した教授法「江副式教授法」で日本語授業を行っています。「江副式教授法」

7 は、日本語の品詞を形と色で可視化した重箱カードを使い文法構造の理解を深め、教師のアクションで効率よく
日本語を学習することができます。今回ご紹介する日本語学習の方法は、可視化された江副式教授法による
授業を、臨場感あふれる大型スクーンデスクトップMAXHUBを利用して、遠隔地に配信できるシステムです。
（個人用のスマホやタブレットでも受信できます。）
尚、教師のアシスタントとしてペッパー君も同行させます！
公益財団法人

日本漢字能力検定協会

BJTビジネス日本語能力テストならびに書籍『にっぽんのカイシャ』のご紹介
公益財団法人日本漢字能力検定協会が主催する『BJTビジネス日本語能力テスト(※)』が測定する能力
や問題を、デモテストを通してご紹介します。
8 あわせて、2017年3月発行の教材『にっぽんのカイシャ』を活用方法や活用事例と共にご紹介します。
授業の中でテストや教材のご活用を検討されている方は、ぜひブースにお立ち寄りください。
※BJTは、ビジネス場面での日本語コミュニケーション能力を測定する、リスニングが主体のテストで
す。
2017年4月より従来の紙形式からCBT(Computer Based Testing)形式に移行しました。ブースでは、
CBT形式のBJTを実際に体験していただけます。
特定非営利活動法人日本語教育研究所
日本語能力試験（JLPT）直前対策コースの紹介
日本語能力試験（JLPT）N1、N2の直前対策コースを紹介します。本コースは、すでにある程度学習をし
た方を対象としており、試験前の総復習として、実際の問題形式で多くの問題を解くことで、受験準備
9 をすることを目的としています。そのため、試験直前の3か月間（4月と9月の年2回）を開講期間として
います。本コースの受講生の多くは社会人であるため、ともすると仕事に追われ、学習が滞ることもあ
ります。そこで、この期間、学習のモチベーションを維持できるよう学習支援の体制も整えています。
また、ただ問題を解き、解答の正誤を確認し、次へ進むという形でなく、理解を深める期間を設定する
などの工夫もご紹介したいと思います。
株式会社Linc
LincStudy
Lincは外国人財の「『日本に来て良かった』を最大化」させることをミッションにしているスタートアップ企業です。
そのためにLincは外国人財を留学からキャリアまで一気通貫でサポートし、日本で学ぶ、働く機会と喜びを提供
10 すると共に、外国人財と日本社会の架け橋となり、少子化・雇用構造にイノベーションを起こすことでより多様性
と包容力溢れる社会を目指しています。
Lincは最初のサービスとして日本初のオンラインに特化した、進学情報・Eラーニング一体型サービス
「LincStudy (52japan.com)」をリリースしました。LincStudyは現在100を超える語学学校に在籍する2,000名超の
学生に利用して頂いており、その豊富な学習・練習コンテンツ、緻密な学習管理システムを通じて学生の志望
校合格をサポートしております。

【ICT機器・学校業務支援】
株式会社One Terrace
外国人留学生向け学生管理システム『WSDB』について
11 留学生の申請作業、学生管理をよりシンプルに。クラウド型システムを使い取次申請から卒業までを一括して
サポートできます。学校内でサーバを持つ必要がなく、一校ではなかなか難しいセキュリティ面も専門家に任せ
る事ができます。申請、在留資格、出席、成績、連絡先、アルバイト、面談、進学・就職活動・入金・証明書管理
など、日本語学校の細やかな業務に対応しています。
株式会社テイクオーバル
クラウド管理型WiFi「Val-WiFi」＆著作権教育
弊社では無線ＬＡＮの管理をクラウド型で管理するサービスを提供しています。
12 これから無線ＬＡＮの設備を考えている学校様、無線ＬＡＮの引き直しを考えている学校様に「かんたん・おまか
せ・低価格！」なサービスをご紹介します。
また、教材に使用したいイラストや写真などの利用許諾の取得作業代行や、教材の著作権管理のアドバイス、
教員向け、学生向けの著作権研修など、著作権のヘルプデスクも承っております。
今年にかけては協会が主催する初任者研修にてはe-LearningをはじめとしたICTサポートも請け負わせて頂い
ており、ICT全般のご相談をお受けいたします。

【書籍】
国書刊行会

13 日本語教育教材の展示
新刊を中心に、日本語教育教材の展示をいたします。内容見本なども配布しております。
文研出版
帰国・外国人児童などの日本語指導が必要な児童のために
文研出版「ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば 第2期 英語・韓国朝鮮語・スペイン語・ベトナム語」
（全5巻）を紹介させていただきます。この書籍は、日本語指導が必要な外国籍の子どもたちが、学校生活の中
14 で困ったときやお願い事をしたいときに、周囲の人たちと一緒に見ながらコミュニケーションを図るための手助け
になればと思い制作をしました。
「あいさつやこまったとき」「学校の一日」「国語・社会・体育・音楽・図工」「算数・理科・家庭科・道徳ほか」「季節
と学校の行事」の場面をイラストと日本語文例で示し、その文例を英語・韓国朝鮮語・スペイン語・ベトナム語の
４言語で表現しました。ご覧いただけましたら幸いです。

