
 

 

日 教 振 第 5 8 号 

令和 4年 7月 1日   

各日本語教育機関 

設 置 代 表 者  殿 

一般財団法人日本語教育振興協会 

理事長 佐 藤 次 郎 

 

令和 4年度文化庁委託主任教員研修に係る担当講師育成研修の開催について（ご案内） 

 

当協会の運営につきましては，日頃より御支援を賜り，深く感謝申し上げます。 

今年度も当協会では，文化庁委託日本語教育人材の研修プログラム普及事業のうち「日本語教育

コーディネーター（主任教員）に対する研修」分野を実施することとなりました。それに伴い，担

当講師育成研修を開催いたします。 

本普及事業においては令和 2 年度から当該の研修を担当する講師を育成するための研修が義務

付けられております。今年度の主任教員研修における「担当講師育成研修」においては，研修担当

講師に求められる①主任教員研修を担当し実施する力，②主任教員研修を企画・運営する力，の獲

得を目標に主任教員を育成できる人材の養成を目指します。 

主任教員研修と担当講師育成研修を合わせて実施する研修は本普及事業ならではのものです。本

研修の実績として，令和 2，3 年度の担当講師育成研修を修了した複数の者が実際に研修担当講師

として主任教員研修で活躍をしています。 

この貴重な機会にぜひご参加いただき，今後の日本語教育の発展に向けてさらなる研鑽を積んで

いただくことを期待しております。 

受講希望者におかれましては，本案内を熟読の上，来る 7 月 12 日（火）7 月１９日（火）までに，所

定の方法にてご応募くださるよう，お願いいたします。 

 

記 

 

１．研修の目的 

「担当講師育成研修」は主任教員研修のサポートを行いながら、研修の企画や実施方法を学ひ

，゙将来全国各地で主任教員研修の担当講師として活躍していただく人材を育成することを目的

に行います。 

具体的には以下の能力の獲得を目指します。 

① 主任教員研修を担当し実施する力 

② 任教員研修を企画・運営する力 

 

２．定員 

  10名 

将来，全国各地区の研修担当講師として活躍していただくため，各地区からの応募を歓迎 

します。 

 

３．参加資格 

  以下の(1)～(4)のいずれかの条件を満たす方 

(1)日本語教育振興協会の主任教員研修を過去に受講・修了した方 

(2)告示校での主任教員経験が 5年以上ある方 

(3)告示校での校長又は副校長経験が 5年以上ある方 

(4)(1)(2)(3)と同等の知識・技能・経験を有する方 

★主任教員研修に参加された経験がない方は，まずは主任教員研修に参加することを強く

応募期間を延長します 
７月１９日（火）まで 



 

お勧めいたします。 

 

４．参加要件 

  (1) 担当講師育成研修及び主任教員研修の全日程に参加できる方 

(2) インターネット環境が整っており，オンラインでの会議や研修に参加できる方 

(3) 次年度以降の主任教員研修において研修実施委員を依頼された場合，担当が可能な方 

 

５．研修期間 

  2022年 7月 23日（土）〜2023年 2月 13日（月） 

 

6．費用 

  不要 （研修内容に応じた指導補助謝金，交通費，宿泊費をお支払いいたします。） 

 

7．研修内容・時間 

項目 日時 内容 実施形態 

育成研修① 7月 23日(土) 13:00 ~ 15:30 
「2022年度担当講師育成研修」のね

らいと概要 
オンライン 

育成研修② 8月 6日 (土) 14:30 ~ 17:30 ファシリテーションをするために オンライン 

育成研修③ 8月 26日(金) 12:30 ~ 18:30 主任教員研修補助（研修①） オンライン 

育成研修④ 8月 29日(月) 18:00 ~ 21:00 
2022年度主任教員研修各セッション

の内容理解とすること 
オンライン 

育成研修⑤ 8月 31日(水) 18:00 ~ 21:00 セッション 3の組み立て オンライン 

育成研修⑥ 9月 2日 (金)  8:30 ~ 18:30 主任教員研修補助（Aコース研修②） 
AP 東京八

重洲 
育成研修⑦ 9月 3日 (土)  9:15 ~ 18:30 主任教員研修補助（Aコース研修③） 

育成研修⑧ 9月 10日(土) 14:30 ~ 17:00 主任教員研修補助（Aコース研修④） オンライン 

育成研修⑨ 9月 12日(月) 18:00 ~ 20:00 
オンラインでファシリテーションを

するために 
オンライン 

育成研修⑩ 9月 16日(金)  8:30 ~ 18:30 主任教員研修補助（Bコース研修②） 
AP 大阪茶

屋町 
育成研修⑪ 9月 17日(土)  9:15 ~ 18:30 主任教員研修補助（Bコース研修③） 

育成研修⑫ 9月 22日(木) 17:00 ~ 19:00 レポートライティング研修 オンライン 

育成研修⑬ 9月 24日(土) 14:30 ~ 17:30 主任教員研修補助（Bコース研修④） オンライン 

育成研修⑭ 
令和 5年 

1月 14日(土) 14:00 ~ 16:00 
査読スキル研修 オンライン 

育成研修⑮ 
令和 5年 

2月 4日 (土) 14:30 ~ 17:30 

レポート査読評価と研修受講者の修

了認定について学ぶ 
オンライン 

育成研修⑯ 
令和 5年 

2月 13日(月) 16:30 ~ 18:00 
活動の総括 オンライン 

東京会場： AP東京八重洲 https://www.tc-forum.co.jp/ap-yaesu/ 

大阪会場： AP大阪茶屋町 https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/ 

  

https://www.tc-forum.co.jp/ap-yaesu/
https://www.tc-forum.co.jp/ap-umedachayamachi/


 

8．修了要件 

  （１）～（４）のすべてを満たすこと 

 （１）育成研修①〜⑯の 70％以上に参加すること 

 （２）主任教員研修の事前課題を全て提出すること 

 （３）受講レポートは所定の方法でＡ４判で 2枚（3200字程度）をWordで作成し， 

令和 5年 2月 8日（水）17時までに提出すること 

（４）研修の取り組み状況の評価と提出された受講レポートの評価がいずれも「可」であること 

 

9．成果  

修了された方には修了証書を発行いたします。育成研修の修了を日本語教師としての履歴に明記 

することによって，自身にとっても所属する学校にとっても教育力の高さを示すことが出来ます。 

 

10．応募，及び選考方法 

ステップ 1．受講希望者は，下記の Google フォームにて必要事項と志望動機を記入し，ご応募 

ください。 

ステップ２．応募内容をもとに，最大 30分程度の面接選考を行います。 

 

面接選考は 7月 13日（水）〜 7月 21日（木）にオンライン（zoom）にて行います。 

 

 

 

  （応募フォーム URL と QRコード） 

 

https://forms.gle/x5Ado1Kks1UUE8eZA 

 

 

 

11．担当講師育成研修担当者 

辻  和子  育成研修主担当委員  （前ヒューマンアカデミー日本語学校東京校校長） 

平岡 憲人  主任教員研修実施委員長（清風情報工科学院 校長） 

一条 初枝  主任教員研修実施委員 （ヨシダ日本語学院 校長） 

内田 さつき 主任教員研修実施委員 （コミュニカ学院 校長） 

亀田 美保  主任教員研修実施委員 （大阪 YMCA日本語教育センター センター長） 

國田 久子  主任教員研修実施委員 （桜丘国際日本語学校 主任教員） 

栗本 久美  主任教員研修実施委員 （平成医療学園専門学校 学科長） 

佐藤 真紀  主任教員研修実施委員 （大阪 YMCA学院 専任講師） 

澤井 美智子 主任教員研修実施委員 （大阪みなみ日本語学校 教務主任） 

神  恵介  主任教員研修実施委員 （新世界語学院 校長） 

戸川 朝子  主任教員研修実施委員 （南大阪国際語学学校 校長） 

野村 智恵  主任教員研修実施委員 （前ヨシダ日本語学院教務主任） 

山田 貴彦  主任教員研修実施委員 （ミッドリーム日本語学校 校長）   

 

 

 

 

担 当：評価部 野田・塩原 

T E L：03-6380-6557 

Eメール：nisshinkyo@gmail.com 

 

  

https://forms.gle/x5Ado1Kks1UUE8eZA

