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Ⅰ NP派遣事業の概要
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 2013年12月、東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議において日本政府が表明した新しいア
ジア文化交流政策「文化のWA（和・環・輪）プロジェクト～知り合うアジア～」の中核事業として、
2014年度より、ＡＳＥＡＮ各国における日本語教育支援、双方向の草の根交流促進を目的として
開始

 2014年～2020年までの7年間で3000人以上のシニア・学生等の人材を、現地の日本語教師や生
徒の日本語学習のパートナーとしてASEAN諸国を中心とするアジアに派遣

第１期パートナーズ派遣前に安倍首相を表敬訪問

現地での活動の様子

※2016年度には、 “大学連携パートナーズ” 66名（インドネシア7、タイ39、マレーシア9、ミャンマー1、カンボジア1)、短期8名（マレーシア2、ベトナム6）含む

※中国には既存の「ふれあいの場」事業の一環として「ふれあいパートナーズ」を派遣

“日本語パートナーズ” 派遣事業

（2017年3月現在）

国・地域名
2014年度
（実績）

2015年度
（実績）

2016年度
（実績）

合計

1 インドネシア 48 74 153 275

2 タイ 29 52 99 180

3 マレーシア 8 20 41 69

4 ベトナム 10 12 41 63

5 フィリピン 5 9 10 24

6 ミャンマー － 1 5 6

7 シンガポール － 1 1 2

8 カンボジア － － 2 2

9 ラオス － － 1 1

10 ブルネイ － 1 1 2

11 中国 － － 5 5

12 台湾 － － 5 5

派遣人数合計 100 170 364 634

アジアでの仕事、生活の経験を
通じて、グローバル人材(日本語教
師含む）を育てる
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“日本語パートナーズ”の応募要件
≪応募要件 共通≫

(1) 本事業の趣旨及び派遣制度を理解し、日本とアジアとの架け橋となる志をもった方
(2) 現地の一般的な水準の生活環境（住居、暮らしぶりなど）に対応できる方
(3) 満20歳（応募締切日時点）から満69歳（20**年*月**日時点※）で、日本国籍を有し、
日本語母語話者である方 ※募集の都度異なる

(4) 日常英会話ができる方（英語で最低限の意思疎通が図れる程度）
(5) 国際交流基金が指定する派遣前研修全日程（合宿形式）に参加できる方
(6) SNS、ウェブサイト等を活用して本事業の広報や活動についての情報発信に協力できる方
(7) 基本的なパソコン操作ができる方（Eメールの送受信、簡単な文書や資料の作成など）

【ベトナム、カンボジアの追加要件】
・ 4年制大学卒業

【インドネシアの追加要件】
・4年制大学在学中、または4年制大学卒業

【シンガポールの追加要件】
・ 4年制大学卒業以上かつ1年以上の社会人経験
・上記（4）が異なる
社会生活及び業務においてコミュニケーションが可能な英語力

（英検2級以上、TOEIC500点以上、TOEFL470点以上）
【以上、2017年5月現在】

日本語教育の知
識・経験は要件
としていない
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“日本語パートナーズ”派遣事業がもたらしている変化

【受入機関側の変化】

日本語学習の広がり、日本への関心が上昇

・日本語履修者数が増加：38.5％

・日本語授業数が増加：28.1％

・現地雇用の日本語教師が増加：15.6％

・日本語クラブ等が立ち上がり継続中：47.9％

・日本の学校との交流が始まり継続中：27.1%

【パートナーズの変化】

帰国後も交流を継続

・日本語教育に携わっている：44.2％

・赴任校との交流を継続：73.1%

・赴任国の言語学習を継続：57.7％

・パートナーズ派遣事業への参加を周囲に

勧めた：92.3％

【2015年度に帰国し、帰国後6ヶ月以上経過したパートナーズ96名への

調査 有効回答52名中 2016年6月】

【ＮＰ帰任後6ヶ月以上経過した受入機関96機関（インドネシア1・2期、
タイ1期、フィリピン1期、マレーシア1期）への追跡調査 2016年6月】



Ⅱ NPのミッションと
派遣前研修
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NPのプロフィール
（インドネシア3-4期76名の場合）

性別 男14 女62

年代 20代 47 30代 5 40代 7 50代 5 60代 6

学歴（カッコ内は日本語
教育専攻/副専攻）

大学在学中 47(20) 修士課程在学中 1(1)
大学卒 28(1)

日本語教育の知識（注1） 有 59 無 17

日本語教師経験（注2） 有 3 無 73

注1)便宜的に①大学・大学院の主・副専攻 ②420時間の養成講座 とする
注2）個人指導、教壇実習、TA経験はカウントしない。

2017年3月現在、日本語教師数
（進路判明分のみ）

EPA講師 12（1＋11）
日本語学校講師（日本国内） 3（2＋1）
＊日本語教育専攻大学院在学中 1

＊プロフィールは応募時の申請書に基づく
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NPのミッションと仕事

1)現地教師の
アシスタントとして
授業運営に携わる。

2)派遣校や地域の人た

ちへ日本文化紹介を通
じた交流を行う。

3)NP自身も現地の言葉

や文化を学び、それを発
信する。

生徒の学習意欲を高める

日本のファンを増やす

成田(1988)生活の中で目標言語に

接することの少ない環境では統合
的動機付けの高い学習者のほうが
成績が高い。

9



本物の情報を使う

仲間意識を育てるほめる

阿部・中村（2006）「やる気を引き出す授業のテクニック」に基づく

手作りハンコでほめる 賞状でほめる グループで調べ学習

生徒の得意なものを活かす

生徒作の連想法カード 写真バンク 校内案内「Nはどこですか？」

1)現地教師のアシスタントとして授業運営に携わる
【生徒の学習意欲を上げるNP活動事例】
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展示や掲示で

2)派遣校や地域の人たちと日本文化紹介を通じた交流を行う

授業や日本クラブで

日本の季節 書道 高校制服体験

日本文化紹介のポイント
＊生徒が興味を持つテーマを「や
さしい日本語」で、やりとりしながら
紹介する。

＊異文化に触れることを通して、
生徒が自国文化について考える
きっかけ作りをする。
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NP派遣前研修（4週間）
現地語 一般科目日本語教育

STEP①
NPの役割・

派遣国の
事情を知る

STEP②
TTを知り、
やってみる

STEP③

日本事情・
日本文化
を紹介して
みる

「日本語教育の
キャリア」
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Ⅲ NPと日本語教師に求められる
能力の共通点と差異
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インドネシア元NPの日本語教育キャリア例

海外派遣

JF JICA JMC(日本マレーシア高等教育連合)

EPA（講師） J-Leap（TA） JOCV ブラジル

日本語学校

日本国内 海外 インドネシア

大学

海外 インドネシア

大学院進学

H29尼EPA講師
31名中12名が尼3-4期NP

ヒューマンアカデミージャカルタ校
日本人講師3名全員元尼NP ブラビジャヤ大学
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NP経験で、日本語教師としての仕事に役立っていること

１．学習者が興味を持つもの、喜ぶもの、当たり前だと思うこと、
驚くポイントなどがわかる。

２．学習者１人１人に気を配ることができる。
３．学習意欲を上げる工夫がわかる。

４．学習者がなぜ間違えたのか、現地語と照らして考えられる。
５．日本事情・日本文化紹介のリソースやノウハウがわかる。

６．現地教師とのコミュニケーションのしかた、配属先との上手な
関わり方がわかる。

７．自分自身が現地（外国）の生活にスムーズに溶け込めた。

（日本語教師になった元NP9名が記入した質問紙より）

＊やさしい日本語を使って、やりとりしながら進める。
＊一方的に日本を伝えるのではなく、生徒が自国に
ついて考えるきっかけ作りをする。
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元NPが感じているギャップ

１．教科書、教授法の違い
現地語で書かれた教科書⇔日本語で書かれた教科書

間接法⇔直接法
２．1人で教える責任：準備、授業の技術、評価等

３．授業以外に時間をとられる煩わしさ

４．現地教師との協働の難しさ
TAとしての協働 ⇔ 教師同士の協働

５．学習者の違いに戸惑う
学習意欲：低 ⇔ 学習意欲：高
教師への期待：低 教師への期待：高
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１．TT授業の際、生徒が間違えやすいところをメモしておく。
２．担当するTT授業の教案を（１人で教えると仮定して）
書いてみる。可能であれば、NP仲間やJF専門家等に見て
もらう。

３．授業の隙間時間をもらって、1人で日本事情などを
教えてみる。

４．折り紙、太鼓、マンガ等、何でもいいので、日本人と
して紹介できるネタを増やす。

５．受入校以外の日本語教育機関（EPA、日本語学校、大学
など）の授業を見学したり、関係者に会って話を聞いた
りする。

（日本語教師を目指すために）
NP派遣中に心がける＆実行するとよいと思うこと
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企画・実行力
わかりやすく伝える力
相手を話に巻き込む力

異文化間調整・協働能力

クラスコントロール
学習意欲を高める力

任国日本語教育事情
やさしい日本語

NPと日本語教師に必要な知識・能力

STEP①
任国の教育事情がわか
る。任国の教師や生徒
にわかりやすい話し方
ができる。

STEP②
日本語授業で、適切に
教師を補佐したり、生徒
を励ますことができる。

STEP③
平易な日本語で、双方
向型の日本事情・日本
文化紹介ができる。

NPに求める能力 NPには求めない
日本語教師の能力例

日本語学
（文法・音声・
語彙・表記等）

（直接法による）
教授法

教材分析・開発

評価法

コースデザイン
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