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年月 号－ページ 題　　　　名 備　　考

n01-01 日振協 日本語教育施設の審査（第1次認定77施設）
n01-06 日振協 日本語教育振興協会維持会員の御案内 　
n01-08 日振協 日本語教育振興協会役員一覧（会長：中川秀恭　理事長：五十嵐耕一） 　
n02-01 日振協 日本語教育施設の審査―申請締切と認定状況（第2次認定27施設） 　
n02-03 文部省ほか 協会に7,140万円の助成を要求―文部省、法務省の平成2年度概算要求
n02-03 文部省 文部省、日本語教育施設の審査認定規程を制定 　
n02-04 日振協 日本語教育研修会の開催
n03-01 日振協 日本語教育施設の審査（第3次認定149施設） 　
n03-08 文部省ほか 協会に4,354万円を助成―平成2年度政府予算案

n04-01 日振協
日本語教育振興協会協会の財団法人化なる（文部大臣・法務大臣の許可
2月26日）

　

n04-03 日振協 「日本語教育施設要覧」（第1分冊）を発行
n04-03 日振協 日本語教育施設の審査（第4次認定66施設）
n04-07 法務省 出入国管理及び難民認定法の改正について

n05-01 日振協 協会の日本語教育施設審査事業、文部大臣の認定を受ける 　
n05-02 日振協 日本語研員協議会開催結果 平成元年度
n05-03 日振協 上海市から返金交渉に
n05-03 日振協 日本語教育施設の審査（第5次認定26施設）
n06-01 法務省 改正入管法の施行
n06-08 日振協 上海問題について
n06-09 日振協 維持会員協議会報告 平成2年度
n06-13 日振協 日本語教育施設の審査（第6次認定21施設）

n06-14 日振協
協会事務所を移転（新宿区北新宿の（財）国際学友会内から中野区東中野
へ　7月）

n07-01 日振協 第1回評議員会・第2回理事会報告
n07-11 日振協 上海就学生問題について
n07-12 日振協 日本語教育施設の審査（第7次認定28施設）
n07-13 日振協 協会相談室の開設

n08-01 日振協
日本語教育施設事務担当者研究協議会の開催―法務省、留学生・就学生
の入国・在留事務の概要を説明

平成2年度

n08-18 日振協 上海就学生問題について
n08-18 日振協 日本語研員協議会開催結果 平成2年度
n08-21 日振協 日本語教育施設の審査（第8次認定20施設）
n08-24 法務省 日本語教育Ｑ＆Ａ
n09-01 外務省 中国人就学生問題について
n09-12 文部省 日本語教育研究協力校の決定 平成2年度
n09-14 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成2年度
n09-19 日本国際教育協会ほか 外国人日本語能力試験実施要項 平成2年度
n09-22 日振協 日本語教育施設の審査（第9次認定22施設）
n09-24 日振協 外務省の共管について（外務大臣の許可　11月28日）
n10-03 日振協 第5回理事会報告
n10-05 日振協 日本語教育施設審査実施要項 平成3年度
n10-08 日振協 日本語教育施設審査審査内規 　
n10-12 日振協 カウンセリング調査・研究協力校の決定 平成2年度
n10-14 文部省ほか 補助金 7,016万円 平成3年度
n10-16 伊藤芳照 日本語教員研究協議会について 平成2年度
n10-19 日振協 日本語教育施設の審査（第10次認定10施設。以下、認定次数等は省略）
n10-21 文部省 日本語教育Ｑ＆Ａ
n11-03 佐藤武揚 日本留学フェア（韓国・マレイシア・インドネシア・タイ）に参加して 平成3年
n11-07 日振協 日本語教育施設事務担当者研究協議会について―入国・在留手続の実務 平成2年度第2回

n11-15 法務省 就学生の外国人登録者数 平成元年
n11-17 文部省 留学生受入れの概況 平成2年度
n11-23 日振協 日本語教育施設の審査状況
n11-24 日振協 日本語教育施設の設置形態を変更しようとする場合の取扱いについて
n11-24 日振協 協会相談日の増設について
n11-25 日振協 入国・在留関係参考文献について
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n12-02 日振協 第2回評議員会・第6回理事会報告
n12-05 外務省 最近の中国人就学希望者にみられる問題点

n12-06 日振協
日本語教育施設事務担当者研究協議会開催について―申請取次制度につ
いて

平成3年度第3回

n12-11 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の実施結果 平成2年度
n12-12 日本国際教育協会ほか 外国人日本語能力試験　結果の概要 平成2年度
n12-13 日振協 日本語教育施設の審査状況
n12-18 日振協 変更届出事項の様式について
n12-23 日振協 日本語教育Ｑ＆Ａ
n13-02 日振協 関東地区維持会員選出の評議員と東京入管との打合せ会について
n13-03 外務省 中国人の一部就学希望者に対する査証発給拒否について
n13-03 法務省 在留資格認定証明書の取扱いについて
n13-05 日振協 維持会員協議会報告 平成3年度
n13-13 日振協 第3回評議員会・第7回理事会報告
n13-24 日振協 日本語教育施設の審査状況

n13-27 日振協
協会からのお知らせ（上海市自費出国就学工作の管理強化問題に関する市
人民政府弁公庁の通知実施規則）

n13-28 法務省 就学生の新規入国者数 平成2年
n13号外1-01 法務省 中国人就学生に係る在留資格認定証明書の交付について
n13号外1-03 日振協 日本語学校入学手続に関する上海市の管理強化について（第2報）
n13号外2-01 日振協 日本語学校入学手続に関する上海市の管理強化について（第3報）
n13号外2-14 法務省 中国人就学生に係る在留資格認定証明書交付申請について 平成4年4月期生

n14-02 日振協 日本語学校入学手続に関する上海市の管理強化について（第4報）
n14-11 外務省ほか 中国人就学生に係る査証発給拒否者リストの送付について（依頼）
n14-12 法務省 在留資格認定証明書交付申請者（中国人）一覧表の提出について（通知）
n14-13 日振協 日本語教育施設事務担当者研究協議会開催について―出入国管理の概要 平成3年度第1回

n14-22 日振協 第1回日本語学習就学生・留学生日本語弁論大会について
n14-23 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成3年度
n14-26 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験実施要項 平成3年度
n14-29 日振協 日本語教育施設の審査状況
n15-02 日振協 日本語学校入学手続に関する上海市の管理強化について（第5報）
n15-12 日振協 第4回評議員会・第8回理事会報告
n15-12 日振協 日本語教育施設審査実施要項 平成4年度
n15-20 伊藤芳照 日本語教員研究協議会を顧みて 平成3年度
n15-25 日振協 第一回日本語学習就学生・留学生日本語弁論大会
n15-27 日振協 日本語教育施設の審査状況
n16-03 日振協 日本語学校入学手続に関する上海市の管理強化について（第6報）
n16-06 日振協 日本語教育施設の再審査（有効期間の更新）に係る説明会について
n16-08 日振協 日本語教育施設審査関係申請様式等の変更について
n16-09 日振協 カウンセリング調査・研究協力校の決定 平成3年度
n16-11 日振協 教材等研究・開発研究協力校の決定 平成3年度
n16-13 日振協 日本語教育施設の審査状況

n16-14 法務省
中国人就学希望者に係る公証書の真偽確認照会に対する回答状況につい
て

n17-02 日振協 日本語学校入学手続に関する上海市の管理強化について（第7報）
n17-13 日振協 日本語教育施設の審査状況
n18-02 日振協 第5回評議員会・第9回理事会報告

n18-05 日振協
日本語教育施設の再審査（有効期間の更新）に係る申請手続等の説明会に
ついて

n18-07 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の実施結果 平成3年度
n18-08 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成3年度
n18-09 文部省 諸外国の学校教育（中国）
n18-14 日振協 日本語教育施設の審査状況

n18-17 法務省
中国の公証処が発行する中国人の卒業事実に係る新様式の公証書の提出
について

n18-18 文化庁 国内の日本語教育の概要（抜粋） 平成2年度
n18-23 法務省 就学を目的とする外国人新規入国者数の推移
n18-24 法務省 外国人新規入国者数 平成3年
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n19-02 日振協 第6回評議員会・第10回理事会報告

n19-10 日振協 日本語教育施設審査実施要項 平成5年度

n19-18 日振協
入学予定時期に入国できなかった中国人就学者に対する授業料の徴収につ
いて

n19-19 日振協
専科学校での就学のための自費出国に対する管理を強化することに関する
上海市人民政府教育衛生弁公室の意見

n19-23 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施要項 平成4年度
n19-28 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験実施要項 平成4年度
n19-32 文部省 諸外国の学校教育（韓国）
n19-35 日振協 日本語教育施設の審査状況

n19-41 日振協
東京都が実施した日本語教育施設に在学する就学生に対する結核健康診
断結果について

平成3年度

n20-02 法務省
平成5年3月末で認定の有効期間が満了する日本語教育施設が行う平成5年
4月期生の在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて

n20-03 外務省 中国旅券の変更について
n20-04 法務省 就学生の不法残留者数 平成4年
n20-05 日振協 カウンセリング調査・研究協力校の決定 平成4年度
n20-06 日振協 教材等研究・開発研究協力校の決定 平成4年度
n20-07 日振協 法務省補助事業の実施に伴う委託調査員の委嘱について
n20-08 日振協 上海市私的出入国サービスセンター職員との会談について
n20-12 文部省 諸外国の学校教育（台湾）
n20-16 日振協 日本語教育施設の審査状況
n20-20 日振協 日本語教員研究協議会参加校使用教科書一覧 平成4年度
n21-02 日振協 維持会員協議会報告 平成4年度
n21-21 法務省 中国における人材派遣機関からの就学生の受入れについて 　
n21-22 日振協 福建省省民の自費出国語学就学者に係る管理強化について（第1報）
n21-27 伊藤芳照 日本語教員研究協議会を顧みて 平成4年度
n21-39 文部省 諸外国の学校教育（フィリピン）
n21-42 日振協 日本語教育施設の審査状況
n22-02 日振協 第7回評議員会報告
n22-03 日振協 第8回評議員会・第11回理事会報告
n22-09 日振協 福建省省民の自費出国語学就学者に係る管理強化について（第2報）
n22-32 文部省 諸外国の学校教育（マレーシア）
n22-36 日振協 日本語教育施設の審査状況
n22-54 佐藤保男 日本留学フェア（インドネシア・マレイシア・タイ）に参加して 平成4年

n23-02 外務省 「マレイシア人に対する査証取得勧奨措置」について
n23-03 法務省ほか 外国人労働者問題啓発月間の設定について 平成5年度

n23-04 厚生省
厚生省の結核対策推進事業調査「日本語教育施設就学生の健康に関する
調査」について

n23-05 日振協 日本語学校入学手続きに関する上海市の管理強化について（第9報）
n23-06 日振協 福建省省民の自費出国語学就学者に係る管理強化について（第3報）
n23-08 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験実施結果 平成4年度
n23-09 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成4年度
n23-10 文部省 諸外国の学校教育（タイ）
n23-14 日振協 日本語教育施設の審査状況
n23-24 文化庁 国内の日本語教育の概要（抜粋） 平成3年度
n23-29 法務省 就学を目的とする外国人新規入国者数の推移 昭61－平4
n23-30 法務省 外国人新規入国者数 平成4年
n24-02 日振協 第9回評議員会・第12回理事会報告
n24-13 日振協 日本語教育施設審査実施要項 平成6年度

n24-22 文部省
「日本語教育推進施策について―日本語の国際化に向けて―」日本語教育
推進施策に関する調査研究協力者会議報告要旨

n24-25 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施要項 平成5年度
n24-32 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験実施要項 平成5年度
n24-37 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験実施案内 平成6年度
n24-40 文部省 諸外国の学校教育（インドネシア）
n24-45 日振協 日本語教育施設の審査状況
n24-62 日振協 中国における日本語教育事情調査について（報告）
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n25-02 日振協 維持会員協議会報告 平成5年度
n25-10 日振協 私費外国人留学生学習奨励費支給予約制度について

n25-11 日振協
四川省私的出入国人員サービスセンターによる自費出国語学就学者の管理
強化について

n25-23 日振協 福建省教育視察団との会談の概要について
n25-27 法務省 就学生の外国人登録者数 平成4年
n25-29 法務省 就学生の不法残留者数 平成5年
n25-31 伊藤芳照 日本語教員研究協議会を顧みて 平成5年度
n25-35 日振協 日本語教育施設の審査状況
n26-02 日振協 第13回理事会、第10回評議員会・第14回理事会報告
n26-05 日振協 日本語教育施設の審査状況

n27-02 日振協 財団法人日本語教育振興協会寄附行為の改正等について

n27-11 日振協 日本語教育施設審査実施要項 平成7年度
n27-20 日振協 日本語教育施設に係る変更届の提出について（お願い）

n27-21 外務省 日本語就学生に関する査証審査について

n27-23 法務省 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正について
n27-26 文部省 諸外国の学校教育（香港）
n27-30 日振協 日本語教育施設の審査状況
n27-31 日振協 教育相談事業について

n28-02 日振協 第11回評議員会・第15回理事会報告
n28-05 法務省 就学生受入れ問題懇談会について
n28-07 法務省 語学教育施設における外国人等の雇用について
n28-09 法務省 就学生の不法残留者数 平成5年

n28-11 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成5年度

n28-12 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の実施結果 平成5年度
n28-13 法務省ほか 外国人労働者問題啓発月間について 平成6年度
n28-14 文部省 諸外国の学校教育（ミャンマー）
n28-17 日振協 日本語教育施設の審査状況
n28-29 文化庁 国内の日本語教育の概要（抜粋） 平成4年度
n28-34 法務省 就学を目的とする外国人新規入国者数の推移
n28-35 法務省 外国人新規入国者数 平成5年
n29-02 日振協 第12回評議員会・第16回理事会報告
n29-11 日振協 日本語教育施設審査関係資料の主な改正事項 平成7年度
n29-15 日振協 主任教員が交替する場合の変更届について（お願い）

n29-16 日振協
設置者の名称変更又は、所在地の変更（移転）の場合における変更届の提
出について

n29-17 文部省 学校教育12年未満の者の高等学校編入学について
n29-18 厚生省 就（留）学生に対する国民健康保険の適用について
n29-20 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験実施要項 平成6年度
n29-25 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施要項 平成6年度
n29-32 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験実施案内 平成7年度
n29-37 文部省 諸外国の学校教育（インド）
n29-41 日振協 日本語教育施設の審査状況
n29-46 日振協 就学生の入学時における日本語能力についてのアンケート結果
n29-51 文化庁 国内の日本語教育の概要（抜粋） 平成5年度
n30-02 日振協 維持会員協議会報告 平成6年度
n30-08 日振協 日本語教育施設の学年の始期について
n30-10 法務省 日本語就学生の受入れをめぐる現状の問題点と今後の課題について
n30-28 法務省 就学生の不法残留者数 平成6年
n30-30 法務省 就学生の外国人登録者数 平成5年
n30-37 文部省 諸外国の学校教育（シンガポール）
n30-42 日振協 日本語教育施設の審査状況
n31-02 日振協 浙江省亜太民事出入国サービスセンターの業務について
n31-07 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第1回）
n31-10 法務省 我が国における日本語就学生の在留状況と今後の受入れ方針について
n31-20 日振協 日本語教員研究協議会の開催結果について 平成6年度

n31-23 文部省 諸外国の学校教育（スリランカ）
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n31-28 日振協 日本語教育施設の審査状況
n32-02 日振協 第13回評議員会・第17回理事会報告
n32-04 日振協 日本語教育施設審査実施要項（平成7年度）の一部改正について
n32-06 法務省 兵庫県南部地震の発生に伴う入国・在留審査関係の当面の措置について
n32-10 外務省 日本語教育施設による学生募集時における学費返還条項の明文化について

n32-12 日振協
浙江省亜太民事出入国サービスセンターと日本語教育施設との取り決め締
結状況について

n32-14 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第2回）
n32-17 日振協 日本語教育施設の審査状況
n33-02 日振協 阪神大震災による被災状況及び被災就学生緊急援助事業について
n33-08 日振協 中国との就学生受入れに関する協議等について（報告）
n33-18 外務省 海外の日本語教育の現状
n33-24 法務省 就学生の不法残留者数 平成6年
n33-26 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成6年度
n33-27 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施結果の概要 平成7年度

n33-28 日振協
浙江省亜太民事出入国サービスセンターと日本語教育施設との取り決め締
結状況について

n33-30 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第3回）
n33-35 文部省 諸外国の学校教育（ネパール）
n33-39 日振協 日本語教育施設の審査状況

n34-02 日振協 第14回評議員会・第18回理事会報告
n34-06 法務省ほか 外国人労働者問題啓発月間について 平成7年度
n34-07 法務省 就学生の新規入国者数 平成6年
n34-13 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験実施結果 平成6年度
n34-14 文部省 諸外国の学校教育（トルコ）
n34-18 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第4回）
n34-20 日振協 日本語教育施設の審査状況
n35-02 日振協 第15回評議員会・第19回理事会報告
n35-12 文部省 外国人留学生の受入れに係る機関保証書の積極的活用について
n35-15 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験実施要項 平成7年度
n35-20 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施要項 平成7年度
n35-27 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験実施案内 平成8年度
n35-31 佐藤武揚 日本留学フェア（インドネシア・マレイシア・タイ）に参加して 平成7年
n35-38 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成6年度
n35-46 文部省 諸外国の学校教育（モンゴル）
n35-50 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第5回）
n35-52 日振協 日本語教育施設の審査状況
n36-02 日振協 阪神大震災被災就学生支援事業の報告について
n36-07 法務省 日本語就学生の受入れの基本方針とその審査状況
n36-13 法務省 就学生の外国人登録者数 平成6年
n36-16 法務省 就学生の不法残留者数 平成7年
n36-18 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第6回）
n36-20 日振協 日本語教育施設の審査状況
n37-02 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成7年度
n37-11 法務省 留学生の日本企業等への就職について 平成6年
n37-20 山下秀雄 日本語教員研究協議会を顧みて 平成7年度
n37-22 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第7回）
n37-33 日振協 日本語教育施設の審査状況
n38-02 日振協 第16回評議員会・第20回理事会報告
n38-06 日振協 日本語教育施設審査実施要項 平成8年度
n38-17 日振協 維持会員協議会報告 平成7年度
n38-25 日本国際教育協会 外国人日本語能力試験の実施結果の概要 平成7年度
n38-33 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施結果の概要 平成8年度
n38-35 日振協 日本語教育施設事務担当者研究協議会の開催結果 平成7年度
n38-40 法務省 日本語就学生の受入れの基本方針
n38-53 日振協 日本留学フェア（中国）について 平成7年
n38-54 日振協 中国における就（留）学生募集活動の規定遵守について 　
n38-60 日振協 日本語教育施設の審査状況
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n39-02 日振協 第17回評議員会・第21回理事会報告
n39-10 法務省 就学生の不法残留者数 平成7年
n39-12 文部省 諸外国の学校教育（ブラジル）
n39-17 日振協 日本語教育施設の審査状況

n40-02 文部省 留学生受入れの概況 平成7年度
n40-11 文部省 短期留学生受入れの概況 平成7年度
n40-15 法務省ほか 外国人労働者問題啓発月間について 平成8年度
n40-16 日振協 韓国における留学院等の実態調査について（報告）
n40-34 法務省 就学生の新規入国者数 平成7年
n40-35 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の実施結果 平成7年度
n40-36 日振協 日本語教育施設の審査状況
n41-02 日振協 第18回評議員会・第22回理事会報告
n41-03 日振協 理事長の交替（佐藤理事長就任）

n41-13 日振協
「学年の始期及び終期」に関する日本語教育施設審査内規の改正等につい
て

n41-17 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成7年度
n41-25 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験の実施案内 平成8年度
n41-31 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験実施案内 平成9年度
n41-34 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施案内 平成8年度
n42-03 日振協 維持会員協議会報告 平成8年度
n42-11 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第8回）
n42-14 法務省 就学生の不法残留者数 平成8年
n42-18 日振協 中国における就学希望者派遣センター等の実態調査について（報告）
n42-33 日振協 日本留学フェア（マレイシア・インドネシア・タイ）に参加して 平成8年
n43-36 日振協 日本語教育施設の審査状況

n43-02 日振協
日本語教育施設における就学生・留学生に対する機関保証の状況調査結果
について

　

n43-05 文部省 「留学生の入学選考の在り方に関する調査研究」について 　
n43-06 日振協 日本語教員研究協議会の開催結果について 平成8年度
n43-09 山口 修 日本留学フェア（韓国）に参加して 平成8年
n43-11 日振協 日本語教育施設の審査状況
n44-02 日振協 日本語教育施設審査実施要項 平成9年度
n44-11 法務省 留学生及び就学生に関する入国在留手続上の緩和措置について
n44-14 外務省 就学及び留学を目的とする査証申請に係る身元保証書について
n44-15 文部省 留学生受入れの概況 平成8年版
n44-25 文部省 留学生政策懇談会について 　
n44-28 日振協 日本語教育施設の審査状況
n45-02 日振協 第19回評議員会・第23回理事会報告
n45-08 法務省 就学生の提出書類の見直しについて
n45-16 文部省 留学生の入学選考の改善方策について
n45-20 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成8年度
n45-30 日振協 日本語教育施設学生生活実態調査　概要 平成8年度
n45-44 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成8年度
n45-49 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施結果の概要 平成9年度
n45-51 法務省 就学生の新規入国者数 平成8年
n45-52 日振協 日本語教育施設の審査状況

n46-02 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の実施結果 平成8年度
n46-03 文部省 諸外国の学校教育（中国）
n46-11 法務省 留学生・就学生の受入れ事務Ｑ＆Ａ（第9回）
n46-12 法務省 出入国管理及び難民認定法の一部改正について
n46-13 日振協 日本語教育施設の審査状況
n46-16 日振協 日本語教育施設の諸問題についての改善について（要望等）
n47-14 文部省 大学入試における日本語能力試験の大学等の取り扱いについて 平成10年度
n47-16 日本国際教育協会 日本語能力試験の実施案内 平成9年度
n47-21 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施案内 平成10年度
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n47-26 文部省
今後の留学生政策の基本的方向について（留学生政策懇談会第1次報告の
概要）

n47-33 法務省 専修学校卒業生の就職・進学に係る取り扱いの見直しについて
n47-35 文部省 専門士の称号を付与するための条件について
n48-02 日振協 第20回評議員会・第24回理事会報告
n48-10 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施案内 平成9年度
n48-18 外務省 香港の中国返還に伴う旅券等の取り扱いについて
n48-22 文部省 諸外国の学校教育（韓国）
n48-32 日振協 維持会員協議会報告 平成9年度

n48-34 法務省
留学・就学申請書類などの説明会における説明事項「提出書類のチェックポ
イント」について

n49-02 日本国際教育協会 日本語能力試験及び私費外国人留学生統一試験の受験票の利用について 　
n49-04 日振協 日本語教員研究協議会の開催結果について（報告） 平成9年度
n49-09 日振協 日本語教育セミナーの開催結果について（報告） 平成9年度　
n49-14 日振協 台湾における就学希望者派遣機関等の実態調査について（報告）
n49-30 鈴木 堯 1997年日本留学フェア（韓国・台湾）に参加して 　
n49-33 岩本 晃 1997年日本留学フェア（中国）に参加して 　
n49-36 文部省 諸外国の学校教育（台湾）
n49-44 日振協 日本語教育施設の審査状況
n50-02 日振協 第21回評議員会・第25回理事会報告
n50-06 日振協 日本語教育施設審査実施要項の改正について
n50-16 日振協 日本語教育セミナーについて（報告） 平成9年度　
n50-34 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施結果の概要 平成10年度
n50-36 日振協 アジア諸国の経済危機に伴う影響について（緊急アンケート）
n50-37 文部省 留学生受入れの概況 平成9年版
n50-46 文部省 諸外国の学校教育（香港）
n50-53 日振協 日本語教育施設の審査状況
n51-02 日振協 日本語教育施設の審査体制及び審査方法の見直しについて
n51-05 日振協 日本語教育施設審査実施要項の改正について

n51-20 日振協
アジア諸国の通貨危機の影響により進学に支障をきたしている外国人就学
生に対する緊急一時金の支給について

n51-29 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成9年度
n51-39 日振協 日本語教育施設学生生活実態調査　概要 平成9年度
n51-53 日本国際教育協会ほか 外国人日本語能力試験　結果の概要 平成9年度
n51-58 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の実施結果 平成9年度
n51-59 法務省 就学生の新規入国者数について 平成9年
n51-60 法務省ほか 外国人労働者問題啓発月間について 平成9年
n51-61 文部省 諸外国の学校教育（タイ）
n51-69 日振協 日本語教育施設の審査状況
n51-78 日振協 日本語教育振興協会のホームページ開設について

平成10年度　－1998　　　№52－54　　
n52-01 日振協 第22回評議員会・第26回理事会報告
n52-09 日振協 維持会員協議会報告 平成10年度
n52-11 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施案内 平成10年度
n52-18 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験の実施案内 平成10年度
n52-24 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施案内 平成11年度
n52-27 日本国際教育協会 「日本留学のための新たな試験」に関する調査研究について 　
n52-29 文化庁 今後の日本語教育施策の推進に関する調査研究について
n52-40 日振協 中国における就学・留学希望者派遣機関等の実態調査について（報告）

n52-65 日振協
アジア諸国の通貨危機の影響により進学に支障をきたしている外国人就学
生に対する緊急一時金の支給について（報告）

n52-66 日振協
アジア諸国の経済危機に伴う日本語教育施設の就学生・留学生の受入れに
関する状況について（報告）

n52-69 厚生省 外国人に係る国民健康保険の適用促進について
n52-74 文部省 諸外国の学校教育（インドネシア）
n52-83 日振協 日本語教育施設の審査状況
n53-02 日振協 第23回評議員会・第27回理事会報告
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n53-23 佐藤武揚 1998年日本留学フェア（マレイシア・タイ）に参加して 　
n53-26 文部省 諸外国の学校教育（マレーシア）
n53-34 日振協 日本語教育施設の審査状況
n54-29 文部省 コンピュータ西暦2000年問題への対応について
n54-35 文部省 諸外国の学校教育（フィリピン）
n54-42 日振協 日本語教育施設の審査状況

平成11年度　－1999　　　№55－58　　
n55-01 日振協 第24回評議員会・臨時理事会報告
n55-05 日振協 第25回評議員会・第28回理事会報告
n55-12 日振協 日本語教育施設の更新及び変更申請に伴う取扱いについて
n55-15 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成10年度

n55-27 文部省
知的国際貢献の発展と新たな留学生政策の展開を目指して―ポスト2000年
の留学生政策―（留学生政策懇談会報告）

n55-30 文部省
今後の日本語教育機関施策の推進について―日本語教育の新たな展開を
目指して―（今後の日本語教育機関施策の推進に関する調査研究協力者会
議報告）

n55-38 日振協
平成10年度日本語教育セミナーで提言された研究プロジェクトの動向につい
て

　

n55-41 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験の実施案内 平成11年度
n55-45 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施案内 平成12年度
n55-49 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験（文部大臣認定）実施要項 平成11年度
n55-56 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成10年度
n55-61 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施結果の概要 平成11年度
n55-64 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の実施状況 平成10年度
n55-66 国際交流基金 海外日本語教育機関調査の仮集計結果（概要） 1998年
n55-82 文部省 留学生受入れの概況 平成10年版
n55-88 日振協 日本語教育施設の審査状況
n56-01 日振協 第26回評議員会・第29回理事会報告
n56-10 日振協 臨時理事会報告
n56-11 文部省 大学入学のための準備教育課程の指定の拡大について（通知） 　
n56-36 文部省 日本留学のための新たな試験について（中間報告）
n56-53 文部省 日本語学校就学生に対する学習奨励費給付の概算要求について
n56-54 日振協 維持会員協議会報告 平成11年度
n56-56 法務省 出入国管理及び難民認定法の一部改正について
n56-59 法務省 在留期間の見直し及び基準省令等の改正について

n56-62 日振協
韓国における日本語教育事情及び日本への留学事情等調査について（報
告）

n56-78 日振協 日本語教育施設の審査状況
n56-83 日振協 日振協のホームページと日本語教育施設のホームページとのリンクについて
n57-02 文部省 大学入学のための準備教育課程の指定について（通知） 　

n57-05 日本国際教育協会
「日本留学のための新たな試験」調査研究協力者会議専門小委員会につい
て

　

n57-07 日振協 日本語教育セミナー（箱根会議）の開催結果について 平成11年度
n57-33 日振協 日本語教育施設の審査状況
n58-01 日振協 日本語教育施設に在籍する就学生に対する学習奨励費の支給について
n58-02 法務省 今後の留学生及び就学生の入国・在留審査方針について

n58-19 日振協
日本語教育施設の更新・変更申請及び学年の始期の変更に伴う取り扱いに
ついて

n58-27 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成11年度
n58-40 文部省 留学生受入れの概況 平成11年版
n58-52 日振協 我が校の在籍管理と学生指導
n58-66 日振協 1999日本留学フェア（中国）に参加して（報告） 　
n58-69 文部省 諸外国の学校教育（ミャンマー）
n58-71 日振協 日本語教育施設の審査状況

n58-75 日振協
台北市立図書館留学資料室、（財）交流協会高雄及び台北事務所への学校
案内等の送付について（お願い）

199808

199811

199906

199909

199911

200003



協会ニュース主要記事索引

9

年月 号－ページ 題　　　　名 備　　考著　　者

平成12年度　－2000　　　№59－63　　
n59-01 日振協 第27回評議員会・第30回理事会報告
n59-09 日振協 日本語教育施設学生生活実態調査　概要 平成11年度
n59-26 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成11年度
n59-30 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施結果の概要 平成12年度
n59-33 文化庁 日本語教育のための教員養成について 　
n59-63 法務省 第2次出入国管理基本計画の概要
n59-77 法務省 外国人及び日本人の出入国者統計 平成11年　
n59-80 国際交流基金 海外の日本語教育の現状 1998年度
n59-82 日振協 日本語教育施設の審査状況
n60-01 日振協 第28回評議員会・第31回理事会報告
n60-12 日振協 「日本留学のための新たな試験」シラバス（案）についての意見と要望
n60-17 日振協 維持会員協議会報告 平成12年度
n60-19 日振協 台湾における日本語教育事情調査報告
n60-34 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成11年度

n61-01 文部省
日本留学のための新たな試験について
 ―渡日前入学許可の実現に向けて―

n61-65 日振協 大学の日本語専攻の教育実習生受入れに関する調査結果報告（日振協） 平成12年度

n61-73 大養協
日本語教育施設（日本語学校）での教育実習に関するアンケート調査集計結
果（大養協）

平成12年度

n61-84 法務省 コース別定員の取扱いについて
n61-85 法務省 「留学」及び「就学」に係る入国・在留審査（入管手続Ｑ＆Ａ）について
n61-93 文部省 諸外国の学校教育（シンガポール）

n61-101 日振協 日本語教育施設の審査状況
n62-09 加藤清方 日本留学試験と日本語教育のあり方

n62-22 丸山敬介
実践研究並びに就学生のための基礎日本語能力プロジェクト「箱根会議」に
おける最終報告

n63-01 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成12年度
n63-11 文部省 留学生受入れの概況 平成12年版
n63-24 文部省 国語審議会「国際社会に対応する日本語の在り方」等（答申）
n63-79 日振協 2000年中国長春国際教育展概況（報告）
n63-85 文部省 準備教育課程 平成13年度

n63-86 日振協
在中国　日本大使館広報文化部等への学校案内等の送付について（お願
い）

n63-87 日振協 日本語教育施設の審査状況

平成13年度　－2001　　　№64－69　　
n64-01 日振協 第29回評議員会・第32回理事会報告

n64-09 法務省ほか
日本語教育機関の審査・証明事業の認定の取扱いの改定―文部科学省告
示から法法務省令へ―

n64-16 日振協 我が校の入学選考と学籍管理

n64-49 文化庁
日本語教育のための試験の改善について―日本語能力試験・日本語教育
能力検定試験を中心として―

　

n64-76 文化庁 日本語教育支援総合ネットワークシステムを構築 　
n64-77 日振協 日本語教育施設の審査状況
n65-01 日振協 第30回評議員会・第33回理事会報告

n65-11 日振協
中国における日本語教育事情調査及び日本への就学・留学に係る諸問題の
調査・協議報告

n65-31 日本国際教育協会 日本留学試験（試行試験）実施要項 平成13年度
n65-41 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成12年度
n65-46 日本国際教育協会 私費外国人留学生統一試験の実施結果の概要 平成13年度
n65-50 法務省 新規校（受入再開校を含む。）に係る在籍管理能力の判定について
n65-52 日振協 日本語教育施設の審査状況
n66-01 日振協 維持会員協議会報告 平成13年度
n66-09 文部科学省 留学生受入れの概況 平成13年版
n66-22 若林 元 日本留学試験について
n66-25 宇佐美洋 日本留学試験公開用問題（日本語）について
n66-39 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成12年度
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年月 号－ページ 題　　　　名 備　　考著　　者

n66-69 日振協 日本語教育施設の審査状況
n67-09 吉野利雄 日本留学試験の実施について
n67-12 宇佐美洋 日本留学試験公開用問題（日本語等）について
n68-01 日本国際教育協会 日本留学試験実施要項（第1回） 平成14年度
n68-04 日本国際教育協会 日本語能力試験「出題基準」（一部改訂） 平成14年度
n68-24 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験の新出題範囲及び実施時期 平成15年度
n68-27 文部科学省 準備教育課程 平成14年度
n68-28 日振協 日本語教育施設の審査状況
n69-01 日振協 第31回評議員会・第34回理事会報告
n69-07 水谷 修 日本語学校の未来
n69-19 日振協 第1回日本語教育施設トップセミナー分科会報告
n69-50 日振協 我が校の入学選考と学籍管理
n69-78 日本国際教育協会 日本留学試験（試行試験）実施結果の概要 平成13年度
n69-88 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成13年度
n69-98 日振協 日本語教育施設学生生活実態調査　概要 平成13年度

n69-122 日振協 日本語教育施設の審査状況

平成14年度　－2002　　　№70－74　　
n70-01 日振協 協会の研修事業の見直しについて―研修委員会報告書―
n70-17 日振協 日本語教育実習生受入れ等の現状及び学生交流に関する調査結果 平成13年度
n70-25 文部科学省 私費外国人留学生学習奨励費給付予約制度取扱要領（一部改正） 　
n70-30 日振協 日本留学試験（試行試験）受験結果のアンケート結果
n70-39 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成13年度
n70-43 日振協 「実践研究ワークショップ」実施報告 平成13年度
n70-46 日振協 日本語教育施設の審査状況
n71-01 日振協 第32回評議員会・第35回理事会報告
n71-13 日振協 維持会員協議会報告 平成14年度
n71-22 日本国際教育協会 日本留学試験実施要項（第2回） 平成14年度
n71-27 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成13年度
n71-57 日振協 日本語教育施設の審査状況
n72-01 文部科学省 留学生受入れの概況 平成14年版
n72-13 橋本幹夫 日本留学試験の実施状況
n72-18 水谷 修 日本留学試験のこれから
n72-26 日本国際教育協会 日本留学試験（第1回）実施結果の概要 平成14年度
n72-30 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成15年度
n72-35 日振協 日本語教育施設の審査状況
n73-09 佐藤次郎 日本語教育をめぐる最近の動向
n73-14 吉野利雄 日本留学試験の実施
n73-20 西原鈴子 日本留学試験と日本語教育
n74-01 日振協 第33回評議員会・第36回理事会報告
n74-10 日振協 日本語教育施設実態調査　結果報告 平成14年度
n74-19 日振協 我が校の入学選考と学籍管理
n74-46 文部科学省 準備教育課程 平成15年度
n74-48 日本国際教育協会 日本留学試験実施要項 平成15年度
n74-52 日本国際教育協会 日本留学試験（第2回）実施結果の概要 平成14年度
n74-59 文化庁 文化芸術の振興に関する基本的な方針 　
n74-60 日振協 日本語学校学生災害補償制度 　
n74-79 日振協 日本語教育施設の審査状況

平成15年度　－2003　　　№75－79　　
n75-01 日振協 新会長に水谷　修氏　就任 　
n75-02 日振協 日本語教育機関による就学生・留学生の受入れに関するガイドラインを制定
n75-14 中国教育部 自費出国留学仲介業務管理規定（仮訳）
n75-33 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成14年度
n75-37 日本学生支援機構 日本学生支援機構の設立 　
n75-41 日振協 日本語教育機関の審査状況
n76-01 日振協 第34回評議員会・第37回理事会報告
n76-19 日振協 維持会員協議会報告 平成15年度
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年月 号－ページ 題　　　　名 備　　考著　　者

n76-35 日本国際教育協会 日本留学試験の国外実施地にホーチミンを追加 平成15年度

n76-36 東京入国管理局
留学生・就学生の在留資格認定証明書交付申請に係る審査の厳格化に関
するお知らせ

n76-38 日振協 日本語教育機関の審査状況
n77-01 文部科学省 中央教育審議会「新たな留学生政策の展開について（中間報告）」
n77-28 文部科学省 留学生受入れの概況 平成15年版
n77-41 法務省 在留資格「留学」及び「就学」に係る審査方針について

n77-46 迫田久美子
現場から学習者が学ぶこと・教師が学ぶこと―学習者の日本語習得の過程
から―

n77-64 日振協 韓国留学協会と懇談
n77-73 日振協 日本語教育実習生受入れ等の現状及び学生交流に関する調査結果 平成14年度
n77-81 法務省ほか 首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言
n77-85 東京都 留学生・就学生の違法活動防止のための連絡協議会設置要綱
n77-89 厚生労働省 今冬の重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）対策について
n77-97 日振協 日本語教育機関の審査状況

200401 n78-09 水谷 修 日本語教育の将来
n79-01 文部科学省 中央教育審議会「新たな留学生政策の展開について」（答申）
n79-33 文部科学省 準備教育課程一覧 平成16年度
n79-35 日本国際教育協会 日本留学試験実施要項 平成16年度
n79-39 日本国際教育協会 日本留学試験シラバス（一部改訂）
n79-52 日本国際教育協会 日本留学試験（第2回）実施結果の概要 平成15年度
n79-76 首相官邸 犯罪に強い社会実現のための行動計画
n79-78 警視庁 来日外国人検挙件数・人員／就学生・留学生　罪種等別 平成11～15年
n79-87 日本国際教育協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成16年度
n79-89 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成14年度

n79-136 日振協 日本語教育機関の審査状況

平成16年度　－2004　　　№80－83　　
n80-01 日振協 第35回評議員会・第38回理事会報告
n80-06 日振協 日本語教育機関実態調査　結果報告 平成15年度
n80-15 日振協 日本語教育機関学生生活実態調査　概要 平成15年度
n80-32 日振協 日本語学校学生災害補償制度（新たに総合補償制度を実施） 2004年度

n80-58 日振協
日振協における不法就労・犯罪・不法滞在外国人問題に関する検討状況と
申し合わせ

n80-60 中国教育部 自費出国留学仲介機関名簿

n80-87 法務省
日本語教育機関に入学しようとする者の選考方法に関する日本語教育機関
への指導について

n80-88 日振協 在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料について

n80-92 法務省
在留資格「留学」及び「就学」の在留資格認定証明書の交付に係る審査につ
いて

n80-97 法務省 在留資格の取消し手続流れ図
n80-98 法務省 不法残留者数の推移／在留資格別 平成16年1月1日現在

n80-99 警察庁 来日外国人検挙人員比較等／　罪種等別　国籍等別　在留資格の有無別 平成10年　平成15年

n80-101 自由民主党 政務調査会法務部会入管政策等小委員会ヒアリング
n80-106 民主党 外国人留学生・就学生問題プロジェクトチームヒアリング
n80-112 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）応募者数 平成16年度
n80-113 国際交流基金ほか 日本語能力試験分析評価に関する報告書 平成14年度
n80-114 日振協 日本語教育機関の審査状況
n81-01 日振協 第36回評議員会・第39回理事会報告
n81-19 日振協 維持会員協議会報告 平成16年度
n81-22 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）実施結果の概要 平成16年度
n81-31 国際交流基金 海外日本語教育機関調査結果の概要 2003年
n81-34 日本国際教育協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成15年度

n81-52 日振協
平成16年10月以降に日本語教育機関に入学を予定する者の在留資格認定
証明書交付申請の取扱いについて

n81-62 日振協
在留資格「留学」及び「就学」の在留資格認定証明書の交付に係る審査につ
いての法務省通達について

n81-68 自由民主党 政務調査会法務部会入管政策等小委員会ヒアリング

200410

200308

200311

200402

200406
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n81-82 自由民主党 政務調査会法務部会入管政策等小委員会の関係各省ヒアリング
n81-95 日振協 日本語教育機関の審査状況

200412 n82-09 山崎正親 これからのアジアと日本―日本語教育の立場から―
n83-01 浅野慎一 中国人就学生の実態と日本語学校の可能性

n83-27 日振協
日本語教育機関による就学生・留学生の受入れに関するガイドライン（一部
改定）

　

n83-33 日振協 ガイドライン運用委員会　活動の報告 200309～200410

n83-48 公明党 留学・就学生問題に関するプロジェクトチームヒアリング
n83-54 日振協 日本語教育実習生受入れ等の現状に関する調査結果 平成15年度
n83-70 日本学生支援機構 日本留学試験実施要項 平成17年度
n83-74 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）実施結果の概要 平成16年度
n83-84 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成17年度
n83-96 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成15年度

n83-105 国立博物館 「留学生の日」を実施
n83-107 法務省 第4次入国管理政策懇談会報告書
n83-111 法務省 在留資格取消制度（入管法施行規則一部改正）
n83-115 法務省 入管法改正ポイントＱ＆Ａ
n83-122 法務省 在留資格認定証明書交付申請受理・交付状況 平成15・16年
n83-123 法務省 不法残留者数／教育機関別 平成15年中
n83-124 警察庁 来日外国人検挙人員／罪種等別　在留資格の有無別 平成16年中
n83-125 国際交流基金 世界における日本語教育の重要性を訴える
n83-129 閣議 個人情報の保護に関する基本方針
n83-145 日振協 日本語教育機関の審査状況

平成17年度　－2005　　　№84－89　　
n84-01 日振協 第37回評議員会・第40回理事会報告
n84-13 日振協 日本語教育機関実態調査　結果報告 平成16年度

n84-21 日振協
日本語教育機関からの報告―不法残留、不法就労、犯罪等の防止、学生受
入れの確保等に向けて―

n84-43 法務省 不法残留者数の推移／在留資格別 平成17年1月1日現在

n84-44 法務省 入管法違反事件 平成16年
n84-45 法務省 外国人及び日本人の出入国者統計 平成16年
n84-47 法務省 第3次出入国管理基本計画
n84-49 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）応募者数 平成17年度
n84-50 東京都 専門学校・各種学校の留学生・就学生受入れ等に係る管理指針

n84-54 文部科学省
学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事
業者が講ずべき措置に関する指針等について

n84-56 日振協 日本語教育機関の審査状況
n85-01 日振協 第38回評議員会・第41回理事会報告
n85-29 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）実施結果の概要 平成17年度
n85-37 日本国際教育支援協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成16年度
n85-55 中国教育部 自費出国留学仲介服務機構名簿
n85-57 日振協 日本語教育機関の審査状況
n86-01 日振協 研修の改善及び実施体制の強化に向けて
n86-16 日振協 韓国留学協会（KOSA）との合意書の終了及び今後の新しい取扱い
n86-19 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）応募者数 平成17年度
n86-21 日振協 個人情報の保護に関する方針及び規則の制定
n86-48 法務省 第3次出入国管理基本計画（英語版）
n86-49 日振協 日本語教育機関の審査状況
n87-01 野田尚史 日本語学的な文法に縛られない日本語教育の可能性
n87-21 大塚敏弘 日本留学試験（ＥＪＵ）第1回の実施について
n87-31 日振協 中国から日本への就学・留学に係る諸問題の調査・協議報告
n87-60 日振協 日本語教育実習生受入れ等の現状に関する調査結果 平成16年度
n87-70 警察庁 来日外国人検挙人員／罪種等別　在留資格の有無別 平成17年上半期

n87-71 国立博物館 「留学生の日」を実施 平成17年度
n87-72 日振協 日本語教育機関の審査状況

n87-90 日振協
在中国　日本大使館広報文化部及び総領事館への学校案内等の資料送付
の希望調査について（お知らせ）

200502

200505
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n87-91 日振協
在タイ　日本学生支援機構回外需務書への学校案内等の資料送付の希望
調査について（お知らせ）

n88-07 佐藤次郎 日本語学校をめぐる最近の動向について
n88-16 西尾珪子 これからの日本語学校―多様化に対応する日本語教育
n89-01 中国大使館 これからの日中留学・就学交流を考える
n89-20 日振協 日本語教育機関実態調査　結果報告 平成17年度
n89-28 日本学生支援機構 日本留学試験実施要項 平成18年度
n89-31 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）実施結果の概要 平成17年度
n89-42 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成18年度
n89-43 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験　結果の概要 平成17年度
n89-51 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成16年度
n89-77 文部科学省 準備教育課程 平成18年度
n89-80 法務省 不法残留者数／教育機関別 平成16年中
n89-81 警察庁 来日外国人検挙人員／罪種等別　在留資格の有無別 平成17年中
n89-82 日振協 日本語教育機関の審査状況

平成18年度　－2006　　　№90－95　　
n90-01 日振協 第39回評議員会・第42回理事会報告

n90-17 日振協
日本語教育機関からの報告―アルバイトの管理、学生の入学選考、不法残
留者防止・犯罪防止等の確保に向けて―

n90-34 日本国際教育支援協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成17年度

n90-52 日振協
日本語能力試験（海外受験者分）成績照会制度の実施に関する需要調査
結果概要

n90-55 日振協 日本語教育機関の審査状況
n91-01 日振協 第40回評議員会・第43回理事会報告
n91-34 日振協 日本語教育機関学生生活実態調査　概要 平成17年度
n91-50 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）実施結果の概要 平成18年度
n91-62 日振協 日本語教育機関の審査状況
n92-01 自由民主党 政務調査会法務部会入管政策等小委員会ヒアリング
n92-11 江崎禎英 外国人労働者問題―課題の分析と望ましい受入制度の在り方について―
n92-28 吉島 茂 外国語教育の最前線―ヨーロッパ参照枠を通して―
n92-56 金田泰明ほか 世界の言語教育の潮流と日本語学校の未来

n92-117 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）応募者数 平成18年度
n92-119 警察庁 来日外国人検挙人員／罪種等別　在留資格の有無別 平成18年上半期

n92-120 日振協 日本語教育機関の審査状況
n93-01 日振協 中国の大学入学統一試験等の認証システムの発足
n93-03 日振協 日本語能力試験（海外受験者分：中国）早期成績照会制度の発足
n93-06 井上 洋 外国人受入れ問題と日本語教育
n93-12 国立博物館 「留学生の日」を実施 平成18年度
n93-13 日振協 日本語教育機関の審査状況
n94-01 山口芳幸 外国人研修と日本語教育
n94-06 日本学生支援機構 留学生受入れの概況 平成18年版
n94-19 日本学生支援機構 日本留学試験実施要項 平成19年度
n94-22 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）実施結果の概要 平成18年度
n94-35 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成19年度
n94-37 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験　結果の概要 平成18年度
n94-40 文部科学省 準備教育課程一覧 平成19年度
n94-43 法務省 不法残留者数／教育機関別 平成17年中
n94-44 法務省 出国命令制度
n94-48 法務省 個人識別情報を利用した新しい入国審査手続きの導入
n94-50 日振協 日本語教育機関の審査状況
n95-11 江副隆秀ほか 日本語学校の教育現状の把握と課題
n95-37 細川英雄 日本語教育における連携の必要性―これからの日本語学校の役割―

200701
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平成19年度　－2007　　№96－100　　
n96-01 日振協 第41回評議員会・第44回理事会報告

n96-08 池田輝司ほか
大学・専門学校等と日本語学校の連携の推進―外国人留学生の選考・勉
学・生活・就職―

n96-43 日振協
日本語教育機関からの報告―中国の大学・高校の統一試験の認証システム
発足に伴う入学選考の在り方、アルバイトの管理、不法残留者及び犯罪の防
止等について―

n96-67 春原憲一郎
ブリッジ産業人財・アジア人財基金（留学生）・ＦＴＡ／ＥＰＡにおける人の移動
と日本語教育

n96-79 公明党 留学・就学生問題に関するプロジェクトチームヒアリング

n96-87 日振協
日本語教育機関からの更新・変更申請及び学年始期の変更に伴う取り扱い
についての一部改正について

n96-94 法務省 卒業生の進学状況等の把握及び適正な指導について
n96-97 日振協 日本語教育機関実態調査　結果報告 平成18年度

n96-105 日本国際教育支援協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成18年度
n96-124 国際交流基金 今こそ、世界に開かれた日本語を―教育、普及体制の強化を訴える
n96-134 法務省 本邦における不法残留者数について 平成18年中
n96-141 法務省 入管法違反事件について 平成18年中
n96-144 警察庁 来日外国人検挙人員／罪種等別　在留資格の有無別 平成18年中
n96-146 外務省 在瀋陽日本国総領事館の査証申請の取扱い変更について
n96-147 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成17年度
n96-184 日振協 日本語教育機関の審査状況
n97-01 日振協 第42回評議員会・第45回理事会報告
n97-55 佐藤健志 外国人労働者の受入れ問題について
n97-60 日本学生支援機構 日本留学試験の実施について 平成19年度
n97-63 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）実施結果の概要 平成19年度
n97-74 日本学生支援機構 日本留学フェアの実施について 平成19年度
n97-75 法務省 在留資格認定証明書交付状況等 平成19年1月期生～7月期生

n97-76 日振協 日本語教育機関の審査状況
n98-01 田中和美 ヨーロッパ言語共通参照枠組みと日本語教育の現状
n98-23 嘉数勝美ほか 日本語教育スタンダードと教育実践

n98-63 日振協
日本語教育機関からの報告―平成19年度新任主任教員研修及び平成19年
度現職主任教員研修の研修レポートから―

n98-76 滝澤 豪 外国人労働者問題について
n98-88 日振協 日本語教育機関の運営に関する基準等の一部改正について

n98-111 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）応募者数 平成19年度
n98-113 国際交流基金 海外日本語教育機関調査結果の概要 2006年
n98-118 警察庁 来日外国人検挙人員／罪種等別　在留資格の有無別 平成19年上半期

n98-119 日振協 日本語教育機関の審査状況
n99-09 山本弘子ほか 今求められる日本語学校の新しい専門性―あなたの学校で何ができるか―
n99-33 春原　憲一郎 地域の日本語教育と民間の連携

n100-01 中野 敦 地域における日本語教育―文化庁の日本語教育政策について―
n100-12 日本学生支援機構 留学生受入れの概況 平成19年度
n100-25 日本学生支援機構 日本留学試験実施要項 平成20年度
n100-28 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）実施結果の概要 平成19年度
n100-41 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成20年度
n100-43 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験　結果の概要 平成19年度
n100-46 文部科学省 準備教育課程一覧 平成20年度
n100-48 国立博物館 「留学生の日」を実施 平成19年度
n100-49 日振協 日本語教育機関の審査状況

平成20年度　－2008　　№101－104　　
n101-01 日振協 第43回評議員会・第46回理事会報告
n101-09 池田輝司ほか 外国人受入れ問題と日本語教育機関の果たす役割

200802
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n101-25 日振協
日本語教育機関からの報告 ―中国の大学・高校の統一試験の認証システ
ム発足に伴う入学選考の在り方、アルバイトの管理、不法残留者及び犯罪の
防止等について―

n101-40 王立生 中国大学入学統一試験等の認証システムについて
n101-47 中山昌秋 出入国管理行政の課題と動向
n101-55 日振協 日本語教育機関実態調査　結果報告 平成19年度
n101-63 日振協 日本語教育機関学生生活実態調査　概要 平成19年度
n101-79 日振協 事業譲渡による設置者変更の申請について
n101-80 日振協 日本語教育機関実習生受入れ等の現状に関する調査結果 平成18年度
n101-99 法務省 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正について

n101-100 法務省 「就学」の日本語教育機関に係る資格外活動の試行的緩和について
n101-102 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）応募者数 平成20年度
n101-104 日本国際教育支援協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成19年度
n101-123 法務省 本邦における不法残留者数 平成19年中
n101-130 法務省 入管法違反事件について 平成19年
n101-133 法務省 不法残留者数／教育機関別 平成18年中
n101-134 警察庁 来日外国人犯罪の検挙状況 平成19年中
n101-136 文部科学省 準備教育課程一覧 平成20年度
n101-138 日振協 日本語教育機関の審査状況
n102-01 日振協 第44回評議員会・第47回理事会報告
n102-44 文部科学省ほか 「留学生30万人計画」骨子
n102-80 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）実施結果の概要 平成20年度
n102-92 法務省 在留資格認定証明書交付状況等 平成20年1月期生～7月期生

n102-93 国際交流基金ほか
日本語能力試験2010年改定に向けて検討続く―年複数回実施とレベル編成
の改定等へ―

n102-102 文化庁 国内の日本語教育の概要 平成18年度・19年度

n102-133 日振協 日本語教育機関の審査状況
n103-01 日振協 第45回評議員会・第48回理事会報告

n103-07 法務省
法務省、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第63条第2項の要
件に適合する法人として日振協を認定

n103-08 日振協 〔平成20年度日本語学校教育研究大会〕日本語教育スタンダードの構想
n103-08 奥田純子ほか パネル1：日本語教育機関の取り組み
n103-31 金田智子ほか パネル2：国際交流基金、国立国語研究所の取り組み

n103-47 杉谷眞佐子
〔平成20年度日本語学校教育研究大会〕『ヨーロッパ言語共通参照枠』と
Profile deutsch 『ドイツ語プロフィール』の表現力育成の観点――日本語教
育への示唆――

n103-72 大沢 徹ほか
日本語教育機関からの報告――平成20年度新任主任教員研修及び平成20
年度現職主任教員研修の研修レポートから――

n103-85 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）応募者数 平成20年度
n103-87 日本学生支援機構 日本留学試験（試行試験　日本語）行われる 平成20年度
n103-89 警察庁 来日外国人罪種等別在留資格の有無別検挙人員 平成20年上半期

n103-90 日振協 日本語教育機関の審査状況
n104-01 日振協 日本語教育機関実態調査　結果報告（速報値） 平成20年度
n104-03 日振協 日本語教育実習生受入れ等の現状に関する調査結果 平成19年度
n104-21 日本学生支援機構 留学生受入れの概況―外国人留学生在籍状況調査結果― 平成20年度
n104-34 日本学生支援機構 日本留学試験実施要項 平成21年度
n104-37 日本学生支援機構 日本留学試験（第2回）実施結果の概要 平成20年度
n104-50 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験　結果の概要 平成20年度
n104-53 文部科学省 準備教育課程一覧 平成21年度
n104-55 国立文化財機構 国立博物館、「留学生の日」を実施 平成20年度

n104-56 法務省
留学生及び就学生の受入れに関する提言―出入国管理政策懇談会から法
務大臣へ報告―

n104-66 日振協 日本語教育機関の審査状況
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平成21年度　－2009　　　№105　　
n105-00 日振協 第46回評議員会・第49回理事会報告
n105-01 江﨑典宏ほか 留学生30万人計画の実施と日本語教育機関の果たす役割

n105-02 日振協
日本語教育機関からの報告―中国の大学入学統一試験等の認証システ
ム、不法残留・犯罪・資格外活動、世界的不況からくる学生への影響―

n105-03 中山昌秋
出入国管理行政の現状と今後の日本語教育機関の役割―「留学生30万人
計画」の実現に向けて―

n105-04 日振協 日本語教育機関実態調査　結果報告 平成20年度
n105-05 日本学生支援機構 日本留学試験（第1回）応募者数まとまる 平成21年度
n105-06 日本国際教育支援協会ほか 日本語能力試験　結果の概要 平成20年度
n105-07 日本国際教育支援協会 日本語教育能力検定試験実施要項 平成21年度
n105-08 法務省 不法滞在者5年半減計画の実施結果
n105-09 法務省 本邦における不法残留者数について
n105-10 法務省 入管法違反事件について 平成20年
n105-11 警察庁 来日外国人犯罪の検挙状況 平成20年中
n105-12 日振協 日本語教育機関の審査状況
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