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【過去の講演会、全養協フォーラム、全養協セミナー、全養協公開講座】2019/11更新 

 設立記念講演会 

 テーマ：「21世紀の日本語教育～これからの時代に求められる日本語教師～」 

 講師：水谷 修（名古屋外国語大学教授） 

 実施日：2001年 4月 13 日（金） 

 場所：豊島区立南大塚ホール 

 

 日本語教育学会春季大会 研究発表・パネルセッション 

 テーマ：「今後の一般日本語教師養成講座のあり方」 

 実施日：2002年 5月 26 日（日） 

 場所：お茶の水女子大学 

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 1 回 

 テーマ：「中国・韓国の日本語教育を語ろう」 

 講師：李 若柏（中国東北師範大学赴日本国留学生予備学校校長） 

    李 徳奉（韓国日本学会会長） 

 実施日①：2002年 9月 14 日（土）場所：札幌国際プラザ 

 実施日②：2002年 9月 16 日（月・祝）場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 2 回 

 テーマ：「21世紀の日本語教師の役割」 

 第１部 基調講演：「これからの日本語教師に期待される使命と責任を考える」 

 講師：水谷 修（名古屋外国語大学学長） 

 第２部 事例報告：「日本語教育の最前線から」 

 (1)「児童教育の現場実践から」 

  報告者：斎藤 ひろみ（東京学芸大学国際教育センター助教授） 

 (2)「地域の日本語教育活動から」 

  報告者：梶村 勝利（東京日本語ボランティアネットワーク代表） 
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 (3)｢ビジネス日本語の教育現場から｣ 

  報告者：綿引 眞知子（JAL アカデミー日本語科総括マネージャー） 

 実施日：2003年 12月 13日（土） 

 場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 3 回 

 テーマ：「開かれた社会と日本語教育」 

 第１部 基調講演：「開かれた社会と日本語教育」 

 講師：梶田 孝道（一橋大学大学院教授） 

 第２部(1)  基調講演を踏まえて「日本語教育の現在・過去・未来～求められる未来像～」 

 講師：春原 憲一郎（(財)海外技術者研修協会 日本語教育センター長） 

 第２部(2) 「（仮称）全養協日本語教員試験について」 

 講師：吉岡 正毅（全養協専務理事） 

 第３部 水谷先生と語る日本語教育「深化し拡大する日本語教育の将来像」 

 講師：水谷 修（名古屋外国語大学学長、全養協顧問） 

 実施日：2005年 1月 8 日（土） 

 場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

 （全養協設立 5 周年記念）全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 4 回 

 テーマ：「サブカルチャーと日本語教育の接点を探る」 

 第１部 プレゼンテーション「サブカルチャーの現在」 

 (1)「日本のアニメ文化」 

 講師：岡田 斗司夫（大阪芸術大学客員教授） 

 (2)「韓国でのサブカルチャー～韓国人の見た日本文化～」 

 講師：申 東淳（韓国アニメーション製作チーム aniB105 所属） 

 (3)「ソフトパワーとしてのサブカルチャー」 

 講師：勝又 美智雄（国際教養大学教授） 

 第２部 パネル討論「サブカルチャーと日本語教育」 

 パネリスト：岡田 斗司夫（大阪芸術大学客員教授） 
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    申 東淳（韓国アニメーション製作チーム aniB105所属） 

    勝又 美智雄（国際教養大学教授） 

    白井 義弘（東京中央日本語学院学院長） 

 第３部 「全養協・日本語教師検定」実施にあたって 

 吉岡 正毅（全養協専務理事、試験実施委員会委員長） 

 実施日：2006年 1月 7 日（土） 

 場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 5 回 

 テーマ：「今問われる、日本語教師の実践力 

          ～日本語教師の実践力とは何か、実践力を身につけるにはどうしたらよいか～」 

 第１部 講演：「日本語教師の実践力とは何か、実践力を身につけるにはどうしたらよいか」 

  講師：横溝 紳一郎（佐賀大学留学生センター教授） 

 第２部 第１回・日本語教師検定の実施状況と結果分析 

  吉岡 正毅（全養協専務理事、試験実施委員会委員長） 

 実施日：2007年 1月 13 日（土） 

 場 所：岡山県国際交流センター 

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 6 回 

 テーマ：「日本におけるこれからの言語政策を考える 

～CEFR と日本語教育スタンダード～」  

 第１部 講演：「日本におけるこれからの言語政策を考える～CEFRと日本語教育スタンダード～」 

  講師：嘉数 勝美（独立行政法人 国際交流基金 日本語事業部部長） 

 第２部 第３回全養協日本語教師検定結果報告と日本語教師に求められる実践力について 

 報告者：吉川 正則（全養協問題集 編集委員） 

 実施日：2008年 3月 29 日（土） 

 場 所：早稲田ゼミナール高田馬場校 
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 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 7 回 

 「日本語教師のやりがいと楽しさ～教室で求められる日本語教育能力とは何か？～」  

 第１部：パネルディスカッション「教室で求められる日本語教師の教える力の育成」 

 司会：伊東 祐郎氏（東京外国語大学教授） 

 パネリスト： 片桐 史尚氏（明海大学准教授） 

       嶋田 和子氏（イーストウエスト日本語学校副校長） 

       永井 早希子氏（東京ギャラクシー日本語学校校長） 

       黒崎 誠氏（ラボ日本語教育研修所主任教員） 

 第２部：全養協が考える『日本語教師の実践力』とその取り組み 

 報告者：吉川 正則（全養協問題集 編集委員） 

 実施日：2009年 3月 28 日（土） 

 場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター  

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 8 回 

 「日本語教師に求められる資質・能力～多様化する学習者に対応して～」  

 第１部：基調講演「日本語教師に求められる資質・能力」 

 講師：西原 鈴子氏（前東京女子大学教授） 

 第２部：パネルトーク「多様化する学習者と日本語教師の資質・能力」 

 パネリスト：佐藤 睦氏（JICA 海外青年協力隊事務局 募集・広報課課長） 

    鈴木 勝代氏（東海日本語ネットワーク代表） 

    山本 弘子氏（カイ日本語スクール代表） 

       黒崎 誠氏（ラボ日本語教育研修所主任教員）[司会] 

 実施日：2009年 11月 14日（土） 

 場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター  

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 9 回 

 「日本語教師の多様化と求められる専門性・資格～現場で望まれる教師像に迫る～」  

 第１部：基調講演「日本語教師の多様化と求められる専門性・資格」 

 講師：西原 鈴子氏（文化審議会会長、元日本語教育学会会長、元東京女子大学教授） 
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 第２部：パネルトーク「現場で望まれる教師像とは」 

 パネリスト：遠藤 由美子氏（アークアカデミー） 

小山 紀子氏（千駄ヶ谷日本語教育研究所） 

佐々木 綾氏（静岡日本語教育センター） 

黒崎 誠氏（ラボ日本語教育研修所主任教員）[司会] 

 実施日：2010年 10月 30日（土） 

 場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

 全養協フォーラム：日本語教師・日本語教育 第 10 回 

 「日本語教師の実践力 ～現状を打破するスキルアップのために！～」  

 第１部：基調講演「現場で求められる日本語教師の実践力」 

 講師：伊東 祐郎氏（東京外国語大学教授・留学生日本語教育センター長） 

 第２部：パネルトーク「現場で求められる実践力とは？」 

 パネリスト：小島 真弓氏（東京外語専門学校） 

    小山 紀子氏（千駄ヶ谷日本語教育研究所） 

     高野 真司氏（アークアカデミー） 

    西川 寛之氏（明海大学） 

       黒崎 誠氏（ラボ日本語教育研修所主任教員）[司会] 

 実施日：2011年 11月 20日（土） 

 場 所：千駄ヶ谷日本語教育研究所高田馬場校 

 

 全養協セミナー：日本語教師・日本語教育 第 1 回 

 「日本語教師の実践力 ～ベテラン教師の視点とは？～」  

 第１部：基調講演「ベテラン教師の視点とは？」 

 講師：西川 寛之氏（明海大学外国語学部講師） 

 第２部：ワークショップ「授業分析の視点を養う」 

 講師：吉川 正則氏（全養協問題集編集委員） 

 実施日：2012年 11月 18日（日） 

 場 所：千駄ヶ谷日本語教育研究所高田馬場校 
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 全養協セミナー：日本語教師・日本語教育 第 2 回 

 「日本語教師の実践力 ～熟練教師は何が違う？～」  

 第１部：基調講演「熟練教師は何が違う？」 

 講師：西川 寛之氏（明海大学外国語学部講師） 

 第２部：ワークショップ「授業分析の視点を養う」 

 講師：吉川 正則氏（全養協問題集編集委員） 

 実施日：2013年 11月 17日（日） 

 場 所：千駄ヶ谷日本語教育研究所高田馬場校 

 

 全養協公開講座（第 13 回）：「多様化する日本語教育と求められる教師像 

～新たに始まった日本語パートナーズの事例から～」   

 第１部：基調講演「多様化する日本語教育と求められる教師像 

～新たに始まった日本語パートナーズの事例から～」 

 講師：西原 鈴子氏（国際交流基金日本語国際センター所長） 

 第２部：ワークショップ「“授業の見方”を学ぶ」 

 講師：吉川 正則氏（全養協問題集編集委員） 

 実施日：2014年 11月 29日（土） 

 場 所：千駄ヶ谷日本語教育研究所高田馬場校 

 

 

 全養協公開講座（第 14 回）：「就職率・やりがいナンバーワン！～日本語の先生はこんなに楽しい！！～」 

 第１部：基調講演「日本語教師のやりがいと楽しさ」 

 講師：嶋田 和子氏（アクラス日本語教育研究所代表理事） 

 第２部：パネルトーク「就職率・やりがいナンバーワン！～日本語の先生はこんなに楽しい！！～」 

 パネリスト：（50音順） 

小山紀子氏（千駄ヶ谷日本語教育研究所副所長） 

永井早希子氏（東京ギャラクシー日本語学校校長） 

増田麻美子氏（文化庁文化部国語課日本語教育専門職） 

山本弘子氏（カイ日本語スクール代表） 

黒崎誠氏（ラボ日本語教育研修所） 

 実施日：2016年 1月 16 日（土） 

 場 所：千駄ヶ谷日本語教育研究所高田馬場校 
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 全養協公開講座（第 15 回）：「日本語教師を仕事にする！～自己実現と社会貢献を目指して！！～」 

 第１部：講演「海外の日本語教育と日本語教師の現状」 

 講師：西原 鈴子氏（独立行政法人国際交流基金日本語国際センター所長） 

 第２部：講演「文化庁の日本語教育施策と日本語教育人材の養成研修について」 

 講師：小松 圭二氏（文化庁文化部国語課日本語教育専門官） 

 実施日：2017年 1月 14 日（土） 

 場 所：SYD ホール 

 

 全養協公開講座（第 16 回）：「魅力ある日本語教育、日本語教師！ 

～広がる教育の場と求められる日本語教師～」 

 第１部：講演「これからの日本語教育の可能性～広がる教育の場と求められる日本語教師～」 

  講師：石井 恵理子氏（東京女子大学教授・公益社団法人日本語教育学会会長） 

第２部：ワークショップ「日本語教師の“実践力”ワークショップ」 

  講師：吉川 正則氏（全養協問題集編集委員） 

実施日：2018年 1月 13日（土） 

 場 所：中央大学駿河台記念館 

 

 全養協公開講座（第 17 回）：「社会の動きとこれからの日本語教育 

～ますます広がる日本語教師の可能性～」 

 第１部：講演「これからの日本語教育の可能性～広がる教育の場と求められる日本語教師～」 

  講師：伊東 祐郎氏（東京外国語大学副学長・文化審議会国語分科会日本語教育小委員会主査） 

第２部：ワークショップ（過去の全養協日本語教師検定出題問題を使用したワークショップ） 

  講師：吉川 正則氏（全養協問題集編集委員） 

実施日：2019年 2月 16日（土） 

 場 所：中央大学駿河台記念館 
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  全養協実践力公開講座  

 全養協では、2007年から「日本語教師の実践力」をテーマとした実践力公開講座を全国各地で開催しています。
講座では、2006年 12月に刊行した『全養協日本語教師検定 準拠問題集「日本語教師の実践力」』をテキストとし
て、問題集編集委員がワークショップ形式の講義を行っています。前半は、日本語教育の現場で求められる実践能力
と学習活動の実際について、会場参加者と共に考える形で解説し、後半では、日本語クラスの授業風景のＶＴＲを見
ながら、教室における学習活動の中で教師に求められるものは何かを、参加者との双方向のやり取りを通して具体的
に考えていきます。 

 

― 過去の公開講座の日時・場所 ― 

・2007年 09月 29日（東京）国立オリンピック記念青少年総合センター 

・2008年 03月 09日（福岡）九州英数学舘国際言語学院 

・2008年 10月 21日（東京）明海大学 

・2008年 11月 29日（那覇）日本文化経済学院 

・2009年 09月 05日（札幌・仙台） 札幌ランゲージセンター、仙台イングリッシュセンター（同時中継） 

・2009年 09月 12日（大阪）アークアカデミー梅田校 

・2009年 11月 28日（那覇）琉球大学 千原キャンパス 

・2009年 12月 05日（福岡）九州英数学舘国際言語学院 

・2010年 09月 11日（大阪）アークアカデミー梅田校 

・2010年 10月 02日（福岡）九州英数学舘国際言語学院 

・2010年 10月 16日（沖縄）沖縄国際大学 

・2010年 11月 27日（東京）千駄ヶ谷日本語教育研究所 

 


