2013.4.1
「平成 25 年度看護・介護分野における日本語教育集中研修講座」
受講生募集要項
１． 主催
独立行政法人国際交流基金，公益社団法人日本語教育学会
２． 研修目的
近年，高齢化が急速に進む中で看護・介護の分野で働く外国人に対する日本語教育のニーズが高ま
っており，日本語教師には，こうした学習者の個別，多様なニーズに対応し得る高いスキルが求めら
れています。日本語教育学会は 2009 年以来，外国人看護師・介護福祉士候補者に対する「看護と介
護の日本語教育ワーキンググループ」を結成し，看護・介護と日本語教育の両分野の学際的な調査研
究と研修プログラムの検討を行ってきた結果，当該分野における日本語教師の養成は喫緊の課題であ
ると結論付けるに至りました。
こうした背景から，国際交流基金と日本語教育学会は,外国人看護師および介護福祉士候補者を対
象とした日本語教育の発展・強化のため，経済連携協定（EPA）に基づき来日する外国人看護師およ
び介護福祉士候補者や看護・介護の分野で働く外国人のための日本語教育に従事する質の高い日本語
教師の養成を目的とした集中研修講座を実施します。
３． 研修内容
【講義】2 時間×8 コマ（1 日 2 コマ×4 回）
(1)経済連携協定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入制度と日本語研修
(2)インドネシア・フィリピンの看護・介護事情
(3) 日本の看護事情と外国人受入れの現状
(4) 日本の介護事情と外国人受入れの現状
(5)看護師国家試験と日本語指導
(6)介護福祉士国家試験と日本語指導
(7)看護師・介護福祉士候補者に対する日本語教育（専門日本語の導入の仕方）
(8)日本語運用能力の習得と自律学習支援
その他，上記とは別に施設見学実習および教室訪問等（希望者のみ）
。
【講座担当者】
・宮崎里司（早稲田大学日本語教育研究科，統括・東京会場コーディネーター）
・西郡仁朗（首都大学東京，研修企画協力）
・春原憲一郎（財団法人海外産業人材育成協会（HIDA），研修企画協力）
・平井辰也（財団法人海外産業人材育成協会（HIDA），名古屋会場コーディネーター）
・片桐玲子（財団法人海外産業人材育成協会（HIDA），名古屋会場コーディネーター）

・小山悟（九州大学，福岡会場コーディネーター）
・溝部エリ子（活水女子大学，福岡会場コーディネーター）
・宇津木晶（早稲田大学，東京会場アシスタント）
・その他，各講義の担当講師（関連領域専門家）
４．実施会場と実施スケジュール
本研修は東京・名古屋・福岡の３会場にて行います。お申込みの際に一つだけ選択してください。
複数の会場にまたがって受講することはできません。また，基本的に全４回の講義に出席できる方
を募集いたします。1 講義だけ，1 日だけといった部分的な講義参加希望者は認めておりません。
また，施設見学実習と教室見学の日程は下記以外となり，詳細は各会場にて日程を調整いたします。
【東京会場】
場所：早稲田大学早稲田キャンパス 26 号館 1202 教室 （新宿区西早稲田）
アクセス：http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html
日程：①2013 年 6 月 16 日（日）
，②2013 年 6 月 23 日（日）
，③2013 年 6 月 30 日（日），
④7 月 7 日（日）の全４回，全て 13：00～17：15
※上記日程に加え，施設見学実習および教室見学等があります（基本平日，希望者のみ）
。
【名古屋会場】
場所：愛知大学名古屋キャンパス 講義棟 2 階 L204 教室 （愛知県名古屋市）
アクセス：http://www.aichi-u.ac.jp/sasashima/access.html
日程：①2013 年 6 月 22 日（土）
，②2013 年 6 月 29 日（土）
，③2013 年 7 月 6 日（土），
④2013 年 7 月 13 日（土）の全４回，全て 13：00～17：15
※上記日程に加え，施設見学実習および教室見学等があります（基本平日，希望者のみ）
。
【福岡会場】
場所：九州大学箱崎キャンパス 21 世紀交流プラザ講義室Ａ・Ｂ（福岡県福岡市）
※6 月 22 日のみ同キャンパス内の国際ホール
アクセス：http://www.kyushu-u.ac.jp/access/map/hakozaki/hakozaki.html
日程：①2013 年 6 月 15 日（土）
，②2013 年 6 月 22 日（土）
，③2013 年 6 月 29 日（土）
，
④2013 年 7 月 6 日（土）の全４回，全て 13：00～17：15
※上記日程に加え，施設見学実習および教室見学等があります（基本平日，希望者のみ）
。
５．応募資格
4 年制大学卒業以上の学歴を有し，且つ以下のいずれかを満たしている者。
a)大学で日本語教育を主専攻/副専攻として修了した者。
b)日本語教育に強い関心を持ち，国内外の中等・高等教育機関，日本語学校等の日本語講師
（非常勤を含む）として，1 年以上勤務した経験がある者。

c)日本語教育能力検定試験に合格した者。
d)日本語教師養成講座 420 時間を修了した者。
６．定員
東京・名古屋・福岡会場，各会場 30 名，合計 90 名
＊締切後に，書類選考のうえ受講者を決定いたします。
＊研修催行最少人数は，東京会場 20 名，名古屋会場 20 名，福岡会場 10 名です。
７．受講料
１５，０００円（税込）
＊講座に使用する講義レジュメ等の配布資料は受講料に含みます。毎回講義の際に配布します。
＊書籍，教科書等の参考図書については，受講料に含みません。購入希望者は各自受講者実費負担
となります。参考図書の詳細については，各講義内で講師等より紹介します。
＊講義会場および見学や実習施設への交通費，昼食代，茶菓子等は，受講料には含まず，参加者の
実費負担となりますのであらかじめご了承ください。
８．受講申込方法

＊次ページに受講申込書フォームがあります。

「受講申込書」にご記入のうえ，11.の研修講座事務局までメール添付または FAX，郵便にてお送り
ください。折り返し，ご連絡いたします。メールの場合はメールの題名を「看護介護研修講座申込」
としてください。郵送及び宅配便で送付の場合は，封筒の表に「看護介護研修講座申込」と朱書して
ください。なお，提出された書類は返却しません。
９．受講申込締切日
２０１３年 ５月２０日（月）必着
＊締切日までに到着したものに限り，書類選考のうえ受講者を決定いたします。
＊受講可否については６月１日までにＥメールにてご連絡いたします。
10.

受講料納入締切日
２０１３年 ６月１０日（月）
＊受講決定者には銀行振込口座をご連絡いたしますので，受講料納入締切日までにお振り込み願い
ます。なお，研修途中でご自身の都合により受講をとり辞めたり，欠席する場合も，一度納入さ
れた受講料は返却いたしません。

11．受講申込書の送り先および問合先（研修講座事務局）
公益社団法人日本語教育学会事務局（担当：白石）
〒101-0065 東京都千代田区西神田 2－4－1 東方学会ビル新館 2 階
電話 03-3262-4291

FAX 03-5216-7552

E-mail: kangokaigo@nkg.or.jp

送付先：日本語教育学会事務局宛
2013 年５月２０日(月)必着
〒101-0065 東京都千代田区西神田 2－4－1 東方学会ビル新館 2 階
FAX:03-5216-7552 ／ E-mail:kangokaigo@nkg.or.jp
記入日

年

月

日

「平成 25 年度看護・介護分野における日本語教育集中研修講座」
受

講 申

込

書

希望会場（○をつけてください）： 東京 ・ 名古屋 ・ 福岡
施設見学実習： 希望する

・希望しない（理由：

）

教室見学：

・希望しない（理由：

）

希望する

氏 名 (漢字)：

生年月日： 19

(ローマ字)：

年

月

日生

性別（○をつけてください）：男 ・ 女

会員番号 (日本語教育学会会員の方はご記入ください)

No.

住 所：

Tel:
Fax:
携帯電話など，日中連絡がとれる番号：
E-mail（携帯不可）：

＊本講座の連絡等は基本的に全てE-mailでのやりとりとなりますので，必ずご記入ください。
所属機関：

職名：

学歴：4年生大学卒業資格
年

月

大学

学部

卒業

＊最終学歴が上記と異なる方は，こちらにお書きください。
年

月

卒業

日本語教育の経験を簡単にお書きください。(機関名，期間，対象者，授業科目や内容)
＊日本語教育経験年数：

年

看護・介護分野における経験がある方はお書きください。（機関名，期間，対象者，内容等）
＊看護・介護分野における経験年数：

年

本講座の受講動機を簡単にお書きください。
※文字数等は問いませんが受講申込書全体がA4，2枚以内に収まるようお願いいたします。

この研修を何で知りましたか。該当するものに☑をつけ，（ ）に具体的にお書きください。
□(1)メール □(2)ホームページ □(3)学校・機関（
）□(4)その他（
）
※応募書類は返却いたしません。この募集に関して集めた個人情報は，本研修の実施及び実施報告（個人名非公開）
以外の目的には使用いたしません。また，払い込まれた受講料はお返しできませんので，あらかじめご了承ください。
※本講座は記録のために写真撮影を行いますので，ご了承ください。公開する場合は事前に確認いたします。

国際交流基金・日本語教育学会共催 平成25年度看護・介護分野における日本語教育集中研修講座
＜東京会場カリキュラム＞
＊講師・予定は変更になる場合があります。
【講義】
日にち

会場：早稲田大学 26号館 1202教室
時間

科目名

担当講師

オリエンテーション
経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師・介護福祉士候補者の
受入制度と日本語研修

宮崎里司（早稲田大学）
飯澤展明（国際交流基金日本語事業運営部ＥＰＡ研修チーム）

15:15-17:15

インドネシア・フィリピンの看護・介護事情

石川陽子（首都大学東京）

13:00-15:00

日本の介護事情と外国人受入れの現状

村上隆宏（特別養護老人ホーム 「ケアポート板橋」）
植村康生（特別養護老人ホーム 「ケアポート板橋」）

15:15-17:15

日本の看護事情と外国人受入れの現状

竹内美佐子(袖ヶ浦さつき台病院)

13:00-15:00

看護師国家試験と日本語指導

奥田尚甲(袖ヶ浦さつき台病院)

15:15-17:15

介護福祉士国家試験と日本語指導

遠藤織枝（元文教大学）

看護師・介護福祉士候補者に対する日本語教育
（専門日本語の導入の仕方）
日本語運用能力の習得と自律学習支援
まとめ

岡田朋美（ヒューマン・アカデミー）
中野玲子（すみだ日本語教育支援の会）

13:00-15:00
① 6月16日（日）

② 6月23日（日）

③ 6月30日（日）

④ 7月7日（日）

13:00-15:00
15:15-17:15

【見学実習】

施設見学実習

受講期間内平日

(社福）賛育会 特別養護老人ホーム・デイサービス施設予定
・特別養護老人ホーム 東京清風園
・マイホーム新川（中央区 日比谷線八丁堀）
・たちばなホーム（墨田区 東武亀戸線東あづま），他

教室見学

受講期間内
（金）15-19時

すみだ日本語教育支援の会（東京都墨田区）
「すみだ 外国人介護ヘルパーのための日本語教室」

宮崎里司（早稲田大学）

コーディネーター アシスタント

宮崎里司

宇津木晶

宮崎里司

宇津木晶

宮崎里司

宇津木晶

宮崎里司

宇津木晶

国際交流基金・日本語教育学会共催 平成25年度看護・介護分野における日本語教育集中研修講座
＜名古屋会場カリキュラム＞
＊講師・予定は変更になる場合があります。
【講義】

会場：愛知大学 名古屋キャンパス 講義棟 2階 L204教室

日にち

時間

科目名

担当講師

13：00-15：00

オリエンテーション
経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師・介護福祉士候補者の
受入制度と日本語研修

宮崎里司（早稲田大学）
飯澤展明（国際交流基金日本語事業運営部ＥＰＡ研修チーム）

15：15-17：15

インドネシア・フィリピンの看護・介護事情

奥島美夏（天理大学）

13：00-15：00

日本の看護事情と外国人受入れの現状

二文字屋修（NPO法人AHPネットワークス）

15：15-17：15

日本の介護事情と外国人受入れの現状

安里和晃（京都大学）

13：00-15：00

看護師国家試験と日本語指導

益加代子（愛知県立大学）

① 6月22日（土）

② 6月29日（土）

③ 7月6日（土）
15：15-17：15
④ 7月13日（土）

13：00-15：00
15：15-17：15

介護福祉士国家試験と日本語指導
看護師・介護福祉士候補者に対する日本語教育
（専門日本語の導入の仕方）
日本語運用能力の習得と自律学習支援
まとめ

【見学実習】

施設見学実習

未定

医療法人 偕行会（ＥＰＡ看護師就労施設予定）
・名古屋共立病院
・老人保健施設かいこう
・介護付き有料老人ホームのぞみ，他

教室見学

未定

一般社団法人グローバル人材サポート浜松予定
介護ワーカーのための日本語教室

山内ゆみ（特別養護老人ホーム「サンライフ彦坂」）
サエラン・アスリ・フジアンティ（特別養護老人ホーム「サンライフ彦
坂」）
川崎美佐子（グループ四次元ポケット）
西郡仁朗（首都大学東京）

コーディネーター

平井辰也
片桐玲子

平井辰也
片桐玲子

平井辰也
片桐玲子

平井辰也
片桐玲子

国際交流基金・日本語教育学会共催 平成25年度看護・介護分野における日本語教育集中研修講座
＜福岡会場カリキュラム＞
＊講師・予定は変更になる場合があります。
【講義】

会場：九州大学 箱崎キャンパス 21世紀交流プラザ講義室Ａ・Ｂ（22日のみ同キャンパス内国際ホール）

日にち

時間

科目名

担当講師

13：00-15：00

オリエンテーション
経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく看護師・介護福祉士候補者の
受入制度と日本語研修

宮崎里司（早稲田大学）
飯澤展明（国際交流基金日本語事業運営部ＥＰＡ研修チーム）

15：15-17：15

日本の介護事情と外国人受入れの現状

福島智子（特別養護老人ホーム「もみじ苑」）

13：00-15：00

インドネシア・フィリピンの看護・介護事情

小川玲子（九州大学）

15：15-17：15

日本の看護事情と外国人受入れの現状

平野裕子（長崎大学）

13：00-15：00

看護師国家試験と日本語指導

小原寿美（IGL健康福祉専門学校）

15：15-17：15

介護福祉士国家試験と日本語指導

溝部エリ子（活水女子大学）

① 6月15日（土）

② 6月22日（土）

③ 6月29日（土）

13：00-15：00
④ 7月6日（土）
15：15-17：15

看護師・介護福祉士候補者に対する日本語教育
（専門日本語の導入の仕方）
日本語運用能力の習得と自律学習支援
まとめ

【見学実習】
施設見学実習

未定

未定

教室見学

未定

未定

細井戸忠延（IGL健康福祉専門学校）
宮崎里司（早稲田大学）

コーディネーター

小山悟
溝部エリ子

小山悟
溝部エリ子

小山悟
溝部エリ子

小山悟
溝部エリ子

