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日本語教育研究所メールマガジン 

2016年 4月 4日配信 
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｜～MENU～～～～～～～～～～～ 

｜ 

―● 会員登録更新受付中  

｜ 

―○ オンライン日本語レッスン 

｜ 

―● JLPT N1, N2 e-learningコース 

｜ 

―○ 登録会員の業務実績 

｜ 

―● 研究活動 

｜ 

―○ その他 

｜ 

―● 今後開催予定の講座 

｜ 

｜～～～～～～～～～～～～～～～ 

  

┌┐ 

└■ 会 員 登 録 更 新 受 付 中 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

2016年度会員登録の更新手続きはお済みでしょうか。 

求人や講座のご案内は会員の方に優先的にお送りしております。 

  

┌┐ 

└□ オ ン ラ イ ン 日 本 語 レ ッ ス ン 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

企業様から、スカイプを利用したオンラインレッスンのご依頼が増えてまいりました。 

3月の実施状況は次のようになっております。 

  

企業数：  4社（前年同月 5社） 

受講者：  47名（前年同月 19名） 

講師：        22名 

  

受講生は初級者から上級者までおり、日本国内だけでなく、 

アジア各国、ヨーロッパ、アメリカからのレッスンもありました。 

新入社員の入社前研修などにも活用され、 

今後も更に需要が増えていくことが予想されます。 

引き続き、会員の皆様のお力を必要としております。 

  

スカイプでのオンラインレッスンにご興味のある方は、 

是非、当研究所までご連絡ください。 

  

講座： 新しい一歩！日本語オンライン講師への道  

日時：講師とスケジュール調整の上、決定。 



http://www.npo-nikken.com/event/event15/online2015.html 

  

お問合せをお待ちしております。 

  

┌┐ 

└■ JLPT N1, N2 e-learning コ ー ス 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

本コースは、6回の練習問題と 1回の模擬試験と全 7回の試験直前の 

総まとめのコース（3ヶ月間）で、4月と 9月開始の年 2回開講しています。 

  

ぜひ JLPT受験を希望している学習者の方がいらっしゃいましたら、 

本コースをご紹介いただけると、うれしく思います。 

http://www.npo-nikken.com/nihongo_study/JLPTj/jlpt.htm 

  

┌┐ 

└□ 登 録 会 員 の 業 務 実 績 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

2015年 1月～現在まで、人材バンクにご登録いただいている会員の方に、 

以下のような 業務に従事していただきました。 

日本語授業  外資系企業（東京）  担当講師 1名 

外資系企業（東京）  担当講師 1名 

外資系企業（東京）  担当講師 1名 

外資系企業（東京）  担当講師 1名 

外資系企業（東京）  担当講師 2名 

日系企業（東京）  担当講師 1名 

日系企業（東京）  担当講師 1名 

日系企業（東京）  担当講師 1名 

日系企業（東京）  担当講師 1名 

日系企業（東京）  担当講師 1名 

日系企業（東京）  担当講師 1名 

日系企業（東京）  担当講師 2名 

日系企業（東京）  担当講師 6名 

日系企業（広島）  担当講師 2名 

日系企業（神奈川）  担当講師 15名 

日系企業（神奈川）  担当講師 2名 

日系企業（栃木）  担当講師 1名 

プライベートレッスン（東京）  担当講師 1名 

プライベートレッスン（東京）  担当講師 1名 

プライベートレッスン（東京）  担当講師 1名 

プライベートレッスン（神奈川）  担当講師 1名 

大学（東京）  担当講師 1名 

タイ語授業  日系企業（愛知）  担当講師 1名 

ドイツ語授業  日系企業（群馬）  担当講師 2名 

イタリア語授業  日系企業（東京）  担当講師 1名 

ボランティア養成  通訳ボランティア養成講座  担当講師 1名 

eラーニング  オンラインレッスン  担当講師 23名 

作文添削＋オンラインレッスン  担当講師 6名 

作文添削  担当講師 8名 

作文添削＋電話会話  担当講師 5名 

教材作成  eラーニング用教材作成   6名 

翻訳   1名 

  



人材バンクの登録内容に変更はございませんか？ 

新しい業務を行った、勤務先の学校が変わったなど、 

内容の更新がある方は、ぜひご連絡ください。 

現在こちらでお預かりしている登録をメールにてお送りすることもできますので、 

更新内容を追加し、ご返信ください。 

  

「人材バンクデータ更新希望」と件名にご記入の上、ご送信下さい 

nihongo-nikken@npo-nikken.com 

  

まだ、人材バンクにご登録されていらっしゃらない方は、 

この機会にぜひご登録ください。 

ご希望に合ったお仕事がありましたら、優先的にお声掛けします。 

こちらの登録用紙にご記入の上、メールか FAXでお送りください。 

http://www.npo-nikken.com/about/bosyu.html 

  

┌┐ 

└■ 研 究 活 動 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

2015年度は以下のような研究活動・発表を行いました。 

  

■2015年 8月 9日（日） 

平成 26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」 

http://www.nisshinkyo.org/news/detail.php?id=1174&f=event 

「中級向け eラーニング教材（ビジネス文書・文法）」 

発表者：藤本かおる 

 

  

 

■2015年 11月 21日（土）22日（日） 

 

シンガポールビジネス日本語教育国際研究大会 

 

https://sites.google.com/site/bjgsg2015/ 

 

「外国籍グローバル人材への継続研修の意義－企業の導入事例を元に」 

 

発表者：藤本かおる 武田聡子 

 

  

 

■2016年 2月 12日（金） 第 17回ビジネス日本語研究会 

 

ビジネス日本語教育研究・実践（ポスター発表）～今後のビジネス日本語教育を考える～ 

 

http://business-japanese.net/archive/archive_017.html 

 

「ビジネス日本語教師養成講座実践例報告」 

 

発表者：武田聡子 長崎清美 

  

■（株）デンツー やさしい日本語 開発協力 

外国人観光客に向けた「やさしい日本語」の開発のために、 



福岡県柳川市で外国人旅行者とともに観光名所を回り、 

観光事業従事者の日本語の現状調査とインタビューを行い、報告書をまとめました。 

  

今年度も研究発表を行います。 

  

■平成 28 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 教材展示会」    

開催日：8月 22日（月） 

 

  

 

■日本語教育国際研究大会 BALI  ICJLE2016 

 

主催：インドネシア日本語教育学会 共催：日本語教育グローバル・ネットワーク（GN） 

 

会場：バリヌサデュアインターナショナルコンベンションセンター 

 

開催日：9月 9日（金）・10日（土） 

 

http://bali-icjle2016.com/ 

 

  

┌┐ 

└□ そ の 他           

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

以下の業務も継続して行っています。 

  

・日本企業で働く外国人社員の日本語研修 

・作文添削 ／ビジネスライティング e-learningコース 

  

┌┐ 

└■ 今 後 開 催 予 定 の 講 座 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

■ 新しい一歩！日本語オンライン講師への道 随時開講！ 

日時：講師とスケジュール調整の上、決定。 

http://www.npo-nikken.com/event/event15/online2015.html 

  

■第 6期 短期集中！ビジネス日本語教師養成講座 募集中！ 

日時： 

ガイダンス 4月 15日（金）17：45-19：45 

教案検討会 4月 22日（金）17：45-19：45 

実習授業  5月 8日（日）10：00-13：00 

  

■ 第 7期 短期集中！ビジネス日本語教師養成講座 満員御礼 

日時： 

ガイダンス 5月 28日（土）16:30-18:30 

教案検討会 6月 4日（土）16:30-18:30 

実習授業  6月 12日（日）10:00-13:00 

http://www.npo-nikken.com/event/event15/Business2015.html 

  

---------------------------------------------------- 

本メールマガジンは年 3回配信しております。 

次回の配信は 8月の予定です。 



  

**メール配信停止について** 

メールマガジンの配信停止をご希望の方は、お手数をおかけいたしますが、 

その旨を下記メールアドレスにお知らせください。 

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

特定非営利活動法人 日本語教育研究所 

NPO Research Institute for Japanese Language Education 

〒102-0085 東京都千代田区六番町１３－４ 浅松ビル 1F 

℡ 03-3222-1761  Fax 03-3222-1762 

E-mail: nihongo-nikken@npo-nikken.com 

URL：http://www.npo-nikken.com 
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