別紙１

平成３０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 日程及び内容
８月６日（月）プレセッション
12:30～16:40
日本語教師のための進学説明会
８月７日（火）本大会 1 日目
9：10～
受付
10:00～10:30
開会挨拶・大会趣旨説明
10:30～12:00
パネル講演
12:00～14:00
ポスター発表
14:00～15:55
基調講演
16:00～17:30
日本留学 AWARDS 授賞式
17:45～
交流会
８月８日（水）本大会２日目
9：30～
受付
10:00～12:30
分科会
13:30～16:15
自由研究発表等
８月９日（木）ポストセッション
10:30～16:30 「日本語教育 e-learning 展示会」及び「日本語教育教材展示会」
※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 会 場
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、センター棟及び国際交流棟
住所：〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１
℡ 03-3467-7201
fax 03-3467-7797
４ 参加資格等
(1) 一般財団法人日本語教育振興協会の維持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

その他の教育機関、個人

５，０００円

５，５００円

/１人当たり

/１人当たり
/１人当たり
○プレセッション及びポストセッションは、参加費、事前申込みは必要ありません。当
日、直接会場までお越しください。

別紙２
＜平成 30 年度日本語学校教育研究大会趣旨＞
『新しい日本語学校教育の質のかたちⅢ—社会貢献の再認識と再構築-』
大会委員長 井上晶義（京都日本語教育センター）

昨今の人手不足を背景に外国人人材の獲得を目指す企業が増えています。また、政府も技
能実習生の在留資格延長など外国人人材の受入拡大に向けた措置を検討しています。この
ような状況において、日本語教育機関は何ができるのでしょうか。外国人の高度人材の育成
から地域の生活者のサポートまで、様々な形態で外国人を対象とした日本語教育をしてき
た日本語教育機関はそのノウハウを生かし、外国人と日本人の両者にとって、よりよい社会
を作ることができるはずです。
日本語学校教育研究大会では、これまで日本語教育機関をめぐる教育・運営環境の変化を
いち早く捉え、日本語教育機関の社会における役割と将来のあるべき姿を考えてきました。
本大会では、第 1 日目に、日本語教育推進議員連盟事務局長 元文部科学大臣 馳 浩 氏をお
招きし、「日本語教育推進基本法（仮称）と日本語教育機関」というテーマで、日本語

教育推進基本法の制定により日本語教育機関に求められる役割や日本語教師に必要な
資質・能力はどのようなものになるのかについて基調講演をしていただきます。また、
続く、パネル講演では先に文化審議会国語分科会から出された報告書を基に、内容の説明と
講師一人一人から社会の変化にどのように対応し、日本語教育を行っていくべきかについ
て話をしていただき、考える場にしたいと思います。
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、第 1 日目には 6 本のポスター発表、第 2 日目には 5 本の口頭発表を予定して
います。さらに、第 2 日目には①発達障害、②日本語教育を学ぶ大学生・院生との意見交
換、③実践共有を通した学びあい・その方法、④新しい教員研修の在り方、⑤デジタル時代
の教師の学習支援のあり方、の 5 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、教職員の専門能力開発研修との合同企画で、
「日本語教育 e-learning 展示
会」及び「日本語教育教材展示会」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３日間ですが、より熱く日本語教育を語り、共に考え、明日の教育実践を生み
出す場にしていきましょう。

別紙３

平成 30 年度日本語学校教育研究大会日程
日 程 ： プレセッション
平成 30 年 8 月 6 日（月）
本 大
会 平成 30 年 8 月 7 日（火）、8 日（水）
ポストセッション 平成 30 年 8 月 9 日（木）
会 場 ： 国立オリンピック記念青少年総合センター
テーマ ： 新しい日本語学校教育の質のかたちⅢ—社会貢献の再認識から再構築へプレセッション 8 月 6 日（月）
国際交流棟 国際会議室
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７日（火）
カルチャー棟 小ホール
10：00～10：30 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 井上 晶義（（公財）京都日本語教育センター京都日本語学
校）
10：30～12：00 パネル講演「社会貢献の再認識から再構築へ」
増田 麻美子（文化庁文化部国語課 日本語教育専門職）
神吉 宇一（武蔵野大学大学院 准教授）
加藤 早苗（インターカルト日本語学校 校長）
辻 和子（ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校）
モデレーター
山本 弘子（カイ日本語スクール 代表）
12：00～14：00 昼休憩
ポスター発表
12：00～14：00

カルチャー棟 小ホールホワイエ
非漢字系日本語学習者の漢字書字に関する一考察―「漢字フラッシュカー
ド」を用いた実践―
谷口 美穂（(学)文際学園日本外国語専門学校（日本語科））
Google Classroom を活用した聴解練習の運用の提案
渡邊 百里（新宿日本語学校）
文章作成ソフトのクラウド機能を利用した機能語授業
窪田 晃子（カイ日本語スク－ル）他 2 名
中級漢字圏学習者への漢語（長音・促音・半濁音を含む漢字）の読みの指
導・実践報告
新井 華子（石川学園横浜デザイン学園）他 1 名
5 分間で研修！――教師研修 eLearning 教材の作成・公開
平岡 憲人（清風情報工科学院日本語科）
テレビドラマを用いたテーマ学習の試み
大谷 崇（東京福祉大学国際交流センター）

14：00～15：55

カルチャー棟 小ホール
基調講演「日本語教育推進基本法（仮称）と日本語教育機関」
日本語教育推進議員連盟事務局長 元文部科学大臣 馳 浩 衆議院議員

16：00～17：30

日本留学 AWARDS 授賞式

17：45～ 交流会

カルチャー棟 2F ﾚｽﾄﾗﾝとき

2 日目のみ参加の方は、402 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。
大会 2 日目 8 月 8 日（水）
センター棟
分科会Ⅰ
311 室
実践共有を通した学び合い・その方法６－地域とのかかわり－
10：00～12：30 分科会Ⅱ
401 室
新しい教師研修のあり方を考える２－教師 Can-do の活用と自己研鑚―
分科会Ⅲ
402 室
日本語教育を学ぶ大学生・院生と日本語学校教員の意見交換会Ⅲ
分科会Ⅳ
416 室
みんなで創る日本語教育における特別支援の明日
※参加希望者は、大会参加申込とともに、日振協 HP から事前アンケートに必ずご回答ください。

昼休憩 12：30～14：00
14：00～16：15

分科会Ⅴ
デジタル時代の教師の学習支援のあり方

311 室

※参加希望者は、大会参加申込とともに、日振協 HP から事前アンケートに必ずご回答ください。

自由研究発表
教師が教師に語ることの劇的効果－持続可能で互恵的なコミュニティ型教
師研修－
萩原 秀樹（インターカルト日本語学校）
401 室
母語話者日本語教師の教授不安の実態の傾向－日本語学校・専門学校
14：00～14：35 教師へのアンケートから－
布施 悠子(東京中央日本語学院)
402 室
研究発表の授業における認知プロセスの外化 －上級のアクティブラーニ
ングを考える－
黒崎 亜美（ラボ日本語教育研修所）、他 1 名
416 室
「科学英文法」と「学習と教育の英文法」の視点から見た「科学日本語文法」
と「学習と教育の日本語文法」の考察
14：50～15：25
江副 隆秀（新宿日本語学校）
401 室
社会的な運用能力を育てる「トピック発表」教授法―就職を目的とする中級
学習者の就職準備に効果的な教授法の提案―
平岡 佳梨加（ATOWA）
416 室
16：15 終了
ポストセッション 8 月 9 日（木）
国際交流棟 レセプションホール
10：00～16：30 「日本語教育 e-learning 展示会」及び「日本語教育教材展示会」
※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。

ＩＣＴと
日本語
教育

平成 30 年度日本語学校教育研究大会ポストセッション
「日本語教育 e-learning 展示会」及び「日本語教育教材展示会」
○主催

一般財団法人日本語教育振興協会
（研修委員会、平成 30 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

平成 30 年 8 月 9 日（木）12：00～16：30

○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 レセプションホール

13:00～14:35 出展者によるプレゼンテーション
13：00～13：15

『伸ばす！ 就活能力・ビジネス日本語力』のご紹介（国書刊行会）

13：20～13：35

日本語教育用 e ラーニング教材の開発と活用事例のご紹介（インターカルト日本語学校）

13：40～13：55

『語彙ドン！vol.1-大学で学ぶためのことば』の効果的な使い方（くろしお出版）

14：00～14：15

留学生専用申請・学習管理システム『WSDB』（株式会社 One Terrace）

14：20～14：35

大学の日本語教師が講義する N3 レベルまでの e ラーニング（株式会社学凜社）

15:10～16:00 プレミアムトーク 講師：村上 吉文 氏

12:00～13:00 実践チョット見！
12:00～12:15

テスト採点システム （ヒューマンアカデミー日本語学校東京校）

12:15～12:30

Siri を使ったミニマルペア発音練習ほか（学校法人石川学園横浜デザイン学院）

12:30～12:45

LINE を使ったミニ作文（コミュニカ学院）

12:45～13:00

ミニテストを ICT で（カイ日本語スクール）

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、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内します。ま
1 ずは「JLPT日本語能力試験対策eラーニング教材」とその模擬試験教材「JLPT日本語能力試験模擬試験e
ラーニング」。そして現在働いている人、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「ビジネス日本語への道」。これから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」と「ビジネス日本語教師養成コース」。また、現場で
必要な「ビジネスマナー・情報漏洩対策・MSオフィス等の教材」もございます。教師養成教材以外は多
言語字幕付きでご提供いたします。
株式会社MK教育グループ
日本留学試験に特化したオンライン学習システム(ベトナム語)のご紹介
日本留学試験（EJU）に特化したオンライン学習動画システムのベトナム語バーションを御紹介いたします。特
2 徴としては、EJU教科を留学生の母国語で授業しているところです。板書が日本語のため、専門用語を目で覚
えつつ母国語での説明が授業内容をよりわかりやすく集中力と理解力のアップを図っております。対象は、日
本語学校在学生で、日本の大学進学を希望するベトナム人留学生です。科目は、学部文系と学部理系科目が
受講できます。他には、中国語バージョン（学部文系/理系大学院・日本語・英語・）と韓国語バージョン（学部文
系/理系）が受講できます。関東圏はもちろんのこと、特に地方の日本語学校に在学している留学生にお薦めい
たします。
株式会社学凜社

3

大学の日本語教師が講義するN3レベルまでのeラーニング
海外にいながらN3合格を可能とする画期的な日本語eラーニングシステム。①大学の日本語教師が担当 ②レ
ベルはN6（初心者）からN3まで。N6はアプリ化。③5言語に対応（日本語、英語、ベトナム語、ミャンマー語、ロシ
ア語）④教師用の管理システムも完備。
特定非営利活動法人日本語教育研究所

銀行に特化したeラーニング教材
日本語教育研究所では、これまでも製造業などの企業様より外国籍社員、あるいは内定者向けの日本語
4 研修を実施してまいりました。今回銀行様より外国籍内定者向け日本語研修の依頼を受けました。内定
者は日本全国に在住しており、また大学や大学院を卒業後一時帰国する人も多いため、遠隔での研修が
求められます。そこで、スカイプでのレッスンとeラーニングでのライティング講座とを組み合わせた
研修を提案いたしました。依頼主からの要望に合うよう、既存のオンライン教材の内容を見直し、一部
コース内容を変更し、その企業のニーズに合わせた教材を作成しました。その教材作成過程を完成に至
るまでの工夫と合わせて紹介いたします。

【教材・教育コンテンツ】
インターカルト日本語学校
日本語教育用eラーニング教材の開発と活用事例のご紹介
◆多様な学習者に向けたeラーニング教材の開発と実践
5 当校では、年間を通して60を超える国と地域の学生が日本語を学んでいます。そこで、様々な背景やニーズを
持つ一人一人の学習者に合った日本語教育を提供するためのひとつの手段として、これまで「スーパー日本
語」や「Finger Board」、「トレパJ」といったeラーニング教材の開発を積極的に行ってきました。それぞれのeラー
ニング教材の特徴や、どのような学習者に向けて、どのような意図で開発されてきたのか、また実際にどのよう
に活用されているのかを、実際に教材を体験していただきながらご紹介致します。
かいごのご！プロジェクトチーム
EPA介護福祉士候補者向け介護用語学習支援アプリ「かいごのご！」
かいごのご！は、介護用語の学習を支援するアプリです。EPA介護福祉士候補者をはじめとする、介護福祉士
6 国家試験を受験する学習者を対象にしています。主な機能は、英語・インドネシア語に対応した介護用語の辞
書機能と、その理解度確認に役立つ4択形式のクイズ機能です。さらに学習の進捗状況に応じて、日本各地の
名所・名物をモチーフにしたアイテムがもらえる、国家試験の科目ごとに学習到達度がグラフ化されるといった
機能を備えており、学習のモチベーションやペース配分を助けます。加えて、こうした学習記録は指定した施設
関係者や日本語教師と共有ができ、候補者が周囲のサポートを受けやすくなるように作られています。

清風情報工科学院・横浜デザイン学院・カイ日本語スクール

他

５分で研修 オンライン日本語教師学び直し講座
使いたい方、作りたい方 募集中！
これは、ベテランのノウハウのエッセンスを「５分間」のビデオにまとめたビデオ講座である。このビ
7 デオを予習的に見ておいて集合研修したり、集合研修の後に復習として見るイメージだ。
各学校が同じような研修のためにエネルギーを浪費するのはもったいなくないか？ 我々は、共通部分
については E-Learningで研修できるようにして共有・公開し、固有部分は各校が独自で実施すればい
いのでは？という発想で、「教員研修の反転ビデオ」を作っている。
本プロジェクトは、主任教員の有志（清風情報工科学院、横浜デザイン学院、KAI日本語スクール、東
京国際大学付属、久留米ゼミナール、ATOWA）による、「オープンな教師研修の場」の提案である。
篠崎大司（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！」
(1)通信講座「篠研の日本語教育能力検定試験対策」検定試験全出題範囲を分かりやすく徹底的に解説
8 した講義資料(PDF)、本試験と同形式の模擬問題を週3回メールでお届けします。
(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（基
礎固め、過去問徹底解説、直前対策、分野別）を収録した動画コンテンツをご提供いたします。
新宿日本語学校
日本語学習用アプリ
今回紹介するのは、単語帳アプリと文法アプリの二種類。
NTT コミュニケーションズと共同開発した反転授業用ソフトVLJと連動したアプリとなっている。 単語帳アプリ
9 は、大きく二つに別れている。一つ目は、辞書コンテンツで、以下の六つソフトが入っている。・授業別単語学習
ソフト、・マイ単語帳→自分で単語を増加できるソフト、・漢字学習ができるソフト、・フリーワードと言って、辞書
のように単語を検索するソフト、・品詞別検索ソフト、・ひらがな、カタカナ学習ソフト二つ目は、練習コンテンツ
で、これは、ひらがなとカタカナの練習ソフトと、漢字の練習ソフトが入っている。漢字の練習ソフトは、更に音を
聞いて選ぶものと、字を見て選ぶものがある。文法アプリは、品詞別練習、文章練習、語彙表現、絵と音からで
きている。これらを是非、お手にとって、見学していただきたい。

【ICT機器・学校業務支援】
株式会社テイクオーバル
かんたん・おまかせ・低価格！ 無線LANならVal-Wifi
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。
10 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。 いずれも皆様のお手伝いが少しでもできれば幸いと社員一同心より皆様のお問い合わせをお
待ちしております。まずはお気軽にお問い合わせください。
株式会社One Terrace
留学生専用申請・学習管理システム『WSDB』
『WSDB』は日本語学校の業務をサポートするため開発されたクラウド型日本語学校専用学生管理システムで
す。
11 願書の作成とエージェントとの書類のやり取りを簡単にし、入管提出書類作成をサポートする≪留学申請管
理≫と在留カード管理、アルバイト管理、タブレット入力対応の出席管理などの事務、教務作業をサポートする
≪学生管理≫に分かれています。≪留学申請管理≫学生情報の入力個所統一し、申請書類を作成するだけ
でなく、ひとりの学生に対して1ページ、様々な資料をアップロードする場所を提供し、書類を一か所でデータ管
理できます。≪学生管理≫出席管理では、単純な出欠席だけでなく、ひと月ごとにメモを残せるようになってい
ます。学生にとって本当に大切な出席情報の教務?事務局間連携を強化できます。

【書籍】
株式会社アスク出版
にほんご多読授業のすすめ～電子版も仲間入り～
「にほんご多読授業のすすめ～電子版も仲間入り～」。やさしい読み物を大量に楽しく読む多読。従来の一斉
12
授業と違って、教師は教えることをしません。ブースでは、多読について基本的な考え方や現場での具体的な
授業の進め方、効果についてご紹介します。当日は13時と14時の2回、NPO多言語多読の講師によるミニ講演
会を予定（およそ30分）。また、定番の『にほんごよむよむ文庫』シリーズを約2割引で販売いたします（現金払
い・発送不可）。多読について関心ある方も、実践されている方も是非お立ち寄りください。
くろしお出版
『語彙ドン！vol.1-大学で学ぶためのことば』の効果的な使い方 講師：石澤徹（東京外国語大学）
語彙教材『語彙ドン！』をご紹介します。第二言語習得理論・現役日本語教師の実践に基づく知見から開発した
13 画期的教材です。コーパス研究に基づいて作成された「学術共通語彙」の中から600語を楽しく繰り返し学べる
ように、そして、様々な文脈での使い方が見える形で学べるように工夫しました。大学・専門学校進学準備とし
て、大学・専門学校進学後のリメディアル教育の一環としてご使用いただけます。日本語で考える経験が自然
に増える教材です。ウェブサイトには音声ファイルもあり、目でも耳でも学べる教材です。展示会のプレゼンテー
ションでは執筆者自身がこの教材を授業で用いた実践例や、使用した学生の反応などをご紹介いたします。
国書刊行会
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『伸ばす！ 就活能力・ビジネス日本語力』のご紹介
学校法人長沼スクール 東京日本語学校の「ビジネス日本語コース」の基本的なレベルの内容をまとめた『伸ば
す！ 就活能力・ビジネス日本語力』。このテキストを題材とし、特徴や使い方の説明、授業の実践例などを具
体的にご紹介します。また、教材を展示販売します。
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
「ＢＪＴビジネス日本語能力テスト」（公益財団法人日本漢字能力検定協会主催）を紹介します。ＢＪＴは2017年

15 4月よりＣＢＴ形式に移行しましたが、この度の展示会ではＢＪＴのデモテストをご用意しました。ぜひこの機会

に、新しくなったＢＪＴを体験してみてください。
あわせて、2017年3月に発行した教材『にっぽんのカイシャ』も展示いたします。『にっぽんのカイシャ』は初級
から上級まで広く、ビジネス日本語への興味付けやケーススタディなど様々な方法でご活用いただいています。
そのような活用方法や活用事例をぜひお確かめください。
文研出版
ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば（中国語・フィリピン語など）
文研出版「ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば 英語・中国語・ポルトガル語・フィリピノ語
16 編」（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・中国
語・ポルトガル語・フィリピノ語の４言語で表現しました。ご覧いただけましたら幸いです。
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株式会社凡人社
日本語教育教材等書籍の展示

