第 13 回全養協日本語教師採用合同説明会
日 時：2022 年 1 月 21 日（金）16:00～20:00
場 所：東京・池袋 としま区民センター 8 階（多目的ホール）
主 催：一般社団法人全国日本語教師養成協議会
ご来場の皆さまへ
本日は、ご来場いただきありがとうございます。一人でも多くの方に日本語教育に携わっていただき、今後ご活
躍いただきたいと思い、感染症対策を講じた上で合同説明会を実施することといたしました。通常とは異なり、
皆さまにはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
一般社団法人全国日本語教師養成協議会 事務局
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
感染症対策に関するご理解とご協力のお願い
（会場での対策）


来場者とスタッフを含めて、会場収容定員人数の半数以下とします。
来場者数により入場制限を行う場合がございます。



会場は機械設備により 15 分毎に外気を取り込み、換気が行われています。



会場内の消毒を行っています。



会場に手指消毒液を設置します。



来場時にスタッフを含めて全ての方に検温を実施します。

（お願い等）


会場内では常にマスクをご着用ください。マスクを着用されない方の参加はお断りいたします。



発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水・鼻づまり、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや充血、頭痛、
関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐などの症状があり、体調が優れない場合は来場をお控えください。



受付で検温を実施いたします。発熱（37.5 度以上）のある方の参加はご遠慮いただく場合がございます。



会場内では検温済みであることを示すシールを必ず見えるところに貼ってください。
シールが確認できない場合、確認のためスタッフがお声がけすることがございます。



各機関との面談につきましては、1 機関につき 10 分程度を目安にしてください。



会場における咳エチケット、手洗い・手指の消毒、ソーシャルディスタンスにご協力をお願いいたします。



周囲の皆さまへのご配慮をお願いいたします。
ご協力いただけない場合、ご退室をお願いすることがございます。



来場者に感染者が発生した場合、保健所等の公的機関に対して来場者の氏名および連絡先を必要に応じて
提供いたします。

その他
 会場内でのお食事はお控えください。お飲み物等のごみは必ずお持ち帰りください。
 自動販売機は 7 階（ラウンジ内）、5 階、2 階に設置されています。
 としま区民センターは全館禁煙です。喫煙室もございません。
 コピー機は 3 階に設置されています。
 お荷物・貴重品等の管理は各自でお願いいたします。数に限りはありますが、ロビーにコインロッカーがござ
いますのでご利用ください。会場内においての紛失・盗難・破損等につきましては、当協議会では一切の責任
を負いかねますのでご了承ください。

1

会場案内図
必ず受付をしてから入場してください。受付で【受付済みシール】をお渡しいたします。
再入場をする場合も、入口で受付済みシールを提示してください。

（日本語教師採用募集職種一覧）

「全養協相談ブース」
日本語教育全般に関するご相談は「全養協相談ブース」で受け付けます。
※感染症対策のため、お一人様 10 分程度を目安にご相談ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

としま区民センター
8 階多目的ホール

●全館禁煙です。喫煙スペースもありません。
●自動販売機は 2F,5F,7F にあります。
●ゴミはお持ち帰りください。
●コピー機は 3F にあります。
●再入場の場合も必ず受付にお立ち寄りください。
●ホール 2 階観覧席への主催関係者以外の立入は
禁止です。

※採用条件等の詳細は各機関のページをご覧いただき、
ご質問等は各機関のブースで直接お伺いください。
※感染症対策のため、1 対 1 での面談は 1 機関 10 分程度
を目安にご相談ください。
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第 19 回全養協公開講座
ポストコロナにおける国際教育・国際教育交流・そして日本語教育
～コロナ禍での経験から広がる今後の可能性～
苦難を伴う様々な経験は、日本語教育現場にどのような新たな学びをもたらすのでしょうか。会場参
加者とも意見交換を通して掘り下げ、今後の日本語教育の在り方を考え、日本語教育と日本語教師養
成の裾野を広げる場を設けたいと考えております。
日時：2022 年 2 月 5 日（土） 13:30～16:30（13:00 開場）
会場：東京・池袋（IKE・Biz としま産業振興プラザ 6 階 多目的ホール）
定員：120 名（先着順）＊事前申込制
参加費：2,000 円（資料代）

第 17 回全養協日本語教師検定
日本語教師の実践力を測る！
第 17 回全養協日本語教師検定（2022 年 2 月 20 日実施）ホームページにてお申込受付中。
詳しくは、ホームページまたは実施要項をご覧ください。
試験日：2022 年 2 月 20 日（日）
申込期間：～2022 年 1 月 27 日（木）17:00 【締切厳守】
会場：福島、東京、横浜、静岡、大阪、岡山、福岡、沖縄
受検料：6,000 円

全養協日本語教師検定
【公式問題集】

全養協日本語教師検定準拠問題集 「日本語教師の実践力」
選択式の「基礎編」と授業の映像を見て考える「実践編」で構成。
初級・中上級授業各 3 本の DVD 付き。問題についての解答と応用
力が身につく詳しい解説付き。 ￥1,980（税込）
全養協日本語教師検定≪問題集・第 2 冊≫ 「日本語教師の実践力」
過去問題を、検定 1 回分にほぼ相当する形で一冊に。それぞれの
問題に詳しい解説付き。映像問題(初級編・中上級編)を収録した
DVD も付いています。 ￥1,650（税込）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
本日のご来場特典として…
上記公式問題集も販売している全養協オンラインショップ（https://zenyoukyou.official.ec/）
で使用できるクーポンをプレゼントいたします。 全品 20％OFF でご購入いただけます。
ご来場者様限定 20％OFF クーポンコード

D46PM5UT
有効期限 2022 年 2 月 28 日
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ブース番号

1
勤務地

国際交流基金（JF） アジアセンター
日本語パートナーズ派遣事業
海外
担当者 国際交流基金アジアセンター日本語事業第 2 チーム
メール nihongopartners@jpf.go.jp

連絡先

電話番号 03-5369-6055
URL https://jfac.jp/partners/

当日の履歴書受付

日本語パートナーズウェブサイト

不可
（1）東南アジアを中心としたアジアの中学校や高校等で現地教師や生徒のパートナーとして日

活動内容
および
募集予定時期

本語教育を支援する
（２）派遣先校の生徒や地域の人たちに日本文化の紹介を通じた交流活動を行う
（３）現地の言語、文化、社会を学び、体験を日本に発信する
募集予定時期：未定。募集の詳細は決定次第公式ウェブサイトでお知らせします。
•満 20 歳から満 69 歳であること（年齢基準日は該当の募集要項に記載）
•日本国籍を有し、日本語母語話者であること

応募資格・条件

•日常英会話ができること
•派遣前研修（約 4 週間）に全日程参加できること
•基本的なパソコン操作ができること
※派遣先からの要請により、学歴等の応募要件が追加される場合があります。

内定後の

合宿形式で約４週間行われる「派遣前研修」に必ず全日程参加いただく必要があります。

研修内容

現地語の研修や日本語教育に関する講義など、さまざまな講義を用意しています。

雇用形態

合意書に基づく業務委嘱 ※JF と日本語パートナーズは雇用関係にありません。

待遇

JF の規程に基づき滞在費（10～１４万/月※派遣先により異なる）、往復航空券（ディスカウン
トエコノミー）、旅費等の支給と住居の提供を行います。詳細は募集開始後、ご確認ください。
JF は、国際文化交流を総合的に実施する日本で唯一の専門機関です。「日本語パートナーズ
派遣事業」では、幅広い世代の人材を海外に派遣し、日本語教育を支援しています。
●公式ウェブサイト ： https://jfac.jp/partners/
●公式 Facebook ： https://www.facebook.com/jfnihongopartners

機関ＰＲ

採用担当者から
みなさんへ

日本語パートナーズは、２０代から６０代まで幅広い年代と経歴の方々が活躍しています。
まずは、公式ウェブサイトや Facebook で現地での活動の様子や帰国後の経験の活かし方、
応募要件、待遇の詳細等をご覧ください。当日も、お気軽にブースにお立ち寄りください！
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ブース番号

2
勤務地
（住所/最寄駅）

ヨシダ日本語学院
東京都新宿区西早稲田１－２３－１４
JR 山手線 高田馬場駅・東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩 1２～１５分
担当者 一条 初枝

連絡先

メール ichijo@yosida.com
電話番号 03-3202-0828
URL

https://www.yosida.com

当日の履歴書受付

可能

募集職種および

①非常勤講師：2022 年 4 月、7 月

採用予定時期

②専任講師：2022 年 4 月
①非常勤講師、②専任講師は下記のいずれかの条件を満たす方。
・４年制大学卒以上かつ日本語教師養成講座 420 時間以上受講修了（修了予定も含む）

応募資格・条件

・４年制大学卒以上かつ日本語教育能力検定試験合格
・大学/大学院の主専攻もしくは副専攻で日本語教育科目を履修・修了
※資格取得見込みの方はご相談ください。
採用後、１か月～2 か月間は、週 1 回以上、当校教員の授業見学をし、担当教員の指導のもと教

採用後の

案作成をしながら当校での授業の進め方等について見識を深めます。その後、実習（授業＋指

研修内容

導教員からのフィードバック等）を経て、授業を担当してもらいます。この間、当校規定による
研修費の支給があります。
①非常勤講師 : 午前クラス８：４５～１２：４５／午後クラス１３：００～１７：００

雇用形態・
勤務形態

＊年に 1 回、主任教員による授業見学・講師面談を実施。
＊専任登用あり。
②専任講師 : 月～金 ８：４５～１７：４５
＊土曜日、日曜日、国民の祝祭日は休日
①非常勤講師 : 授業給 2,000 円～/コマ（授業 1 コマ 45 分）

待遇

交通費支給（1 日 1500 円まで ）
②専任講師 : 年俸 30０万～、交通費支給、賞与あり
20２１年１２月現在、１９か国の学生が日本内外で学ぶ多国
籍な学校です。中国など漢字圏学習者の割合は約２０％、
そのため、授業の進め方も学習者への対応にも、他とは違

機関ＰＲ

う難しさ、面白さがあります。進学するための日本語にと
どまらず、その後の人生設計をも視野に入れた日本語・生
活能力の獲得を目指しています。

採用担当者から
みなさんへ

日本語学校の教室は、教壇に立っているのが教師で、座って聞いているのが学習者とは限りま
せん。よりよい学校づくり、よりよい日本語教育のために、ともに学んでいきましょう！
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ブース番号

3
勤務地
（住所/最寄駅）

学校法人滋慶学園 東洋言語学院
東京都江戸川区西葛西 7-6-3
東京メトロ 東西線 西葛西駅 徒歩 8 分
担当者 渋谷隼人

連絡先

メール join@tls-japan.com
電話番号 03-5605-6211
URL https://www.tls-japan.com/for_japanese_language_teacher

当日の履歴書受付

可能

募集職種および

非常勤講師（専任登用あり）：2022 年 4 月期・7 月

採用予定時期

採用プロセス：書類選考⇒学校説明会⇒書類選考⇒一次面接⇒二次面接
①告示基準を満たしている方
②未経験可

応募資格・条件

③①の日本語教師の資格を持ち、かつ以下のような能力を持つ方を募集しています。
・IT スキルの高い方／日本語教育の専門性の高い方／児童、幼児教育領域の実務経験のある
方／企業研修の実務経験のある方／カウンセリングスキルのある方／営業力のある方
①契約後 3 か月から 6 か月は専任職員との TA 研修を実施します。

採用後の
研修内容

雇用形態・
勤務形態

②3 か月に 2 度の授業見学フィードバック、講師会、習熟度別のスキルアップ研修を実施して
います。
①TA 研修時期：パート契約

（週に 2 日～3 日）

②非常勤講師：業務委託契約 （週に 2 日以上）
① パート契約：時給 1,041 円～

待遇

交通費支給

② 業務委託契約： 1 コマ 90 分報酬：3,630 円（消費税含む）
※上記①②とも交通費、会議を支給します。
本校は専門学校を中心とする滋慶学園グループに属し、国内外のネットワークを広く持つ学校

機関ＰＲ

法人の日本語学校です。学校の方針を理解し、チームとなって学生のサポートのできる先生を
募集しています。37 カ国を超える国籍の学生たちが在籍し、日本語学校の New Normal を
考えています。学校の詳細はホームページでご確認ください。
SNS で様々な情報を発信しています。ぜひご覧になってください。

その他、
画像など（任意）

Website http://www.tls-japan.com
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCEPo1WPd2BD0GBE6i4u0aNw
Facebook https://facebook.com/tls.japan
Twitter https://twitter.com/tls_teacher
現時点では新規留学生の入国の見通しが立たない状況ですが、これからの業務展開に向けて、

採用担当者から

本校の考え方を理解し、新しいプロジェクトの力となる新たな人材を募集しています。日本語

みなさんへ

教師の経験がなくても、みなさんがこれまで培ってきたスキルには価値があると考えていま
す。
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ブース番号

4
勤務地
（住所/最寄駅）

株式会社アークアカデミー
東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル地下 1F
JR 新宿駅 徒歩５分 / 出張レッスン都内近郊 / オンラインレッスン
メール saiyou@arc-academy.net

連絡先

電話番号 03-5909-2055
URL

当日の履歴書受付

募集職種および
採用予定時期

https://kenshu.arc-academy.net

可能
・非常勤講師
・随時募集
※応募資格のいずれかを満たし、且つ、応募条件のいずれかに該当する方
応募資格
・日本語教育能力検定試験合格
・大学または大学院における日本語教育に関する教育課程修了
・日本語教師養成 420 時間講座修了（受講中の方は応相談）

応募資格・条件

応募条件
・各言語において上級レベルの方。
・介護専門資格取得者（初任者研修、実務者研修、介護福祉士、看護師など）
・外国人特定技能 14 業種のいずれかで、実務経験等があり試験対策指導対応が可能な方
・海外教育機関、送り出し機関とのパイプがあり、アークアカデミー（IJEC 事務局）での日本語
研修企画立案ができる方（応相談）
・生活在住者向け日本語支援プロジェクトの企画立案ができる方（応相談）
回数 / 期間 1 か月程度（２、３回）

採用後の
研修内容

内容 研修は個々の資質や能力に合わせて行います。主な内容は、教案添削指導、
模擬授業など。オンラインレッスン対応のための研修も適宜行います。
8:00～20:00

雇用形態・

※45 分、1 時間、1 時間半授業等、また毎週授業、隔週授業等授業形態はさまざまです。

勤務形態

※土曜日、日曜日、早朝、夜間の授業の可能性もあります。
※校内レッスン、出張レッスン以外にオンラインレッスン担当があります。
2,000 円（1 コマ 45 分）以上

待遇

交通費支給、早朝・夜間諸手当あり、昇給あり
アークアカデミー研修事業部では、ビジネスパーソン、生活者への日本語支援をはじめ、EPA

機関ＰＲ

に基づく看護師・ 介護福祉士候補者に対する日本語研修事業など、幅広い分野の日本語教育
に貢献しています。
レッスンは留学生以外を対象としたビジネスパーソン、日本在住者、介護施設で働く人達等へ

採用担当者から
みなさんへ

のマンツーマン、少人数グループを中心に日本語授業を行っています。レッスン形態は、プライ
ベート・グループ・対面・オンラインと様々です。
「いろいろなことに挑戦」し、「教師としての成長」を一緒に目指していきましょう。
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ブース番号

５
勤務地

連絡先

JICA 海外協力隊 （国際協力機構）
海外
担当者

JICA 海外協力隊募集事務局（応募前専用:応募に関するお問い合わせ）

メール

contact@jocv.info

電話番号 042-404-5021
URL

当日の履歴書受付

事業の概要
募集職種
および
募集時期

https://www.jica.go.jp/volunteer/index.html

不可

JICA 海外協力隊は開発途上国からの要請に基づいて派遣され、現地の人々と共に開発途上
国の課題解決に取り組みます。
JICA 海外協力隊 職種「日本語教育」
※2022 年春募集は、2022 年 5 月中旬ごろの開始を想定しています。決まり次第、上記「連
絡先」欄に記載のホームページに掲載します。
■一般案件（職種を選んで応募する）
20 歳～69 歳の日本国籍を持つ方が応募可能。一部の要請は 45 歳以下の方が対象。
■シニア案件（一定以上の経験・技能が必要な個別案件に応募する）
20 歳～69 歳の日本国籍を方が応募可能。実務経験が 15 年程度以上等の条件あり。

応募資格・
条件

※要請ごとに資格条件が異なりますが、職種「日本語教育」の多くの要請で、「日本語教育に関
する資格」を資格条件の 1 つとしています。「日本語教育に関する資格」とは、以下 3 つのうち
いずれかを満たしていることを指します。
1）420 時間程度の日本語教師養成講座(通信講座を含む)の修了
2）大学または大学院の日本語教育主専攻・副専攻などの修了
3）日本語教育能力検定試験合格
現地生活費： JICA が国ごとに定めた金額を支給。受入国の住民と同等程度の生活を営むに
足る金額を、物価や為替変動等を勘案の上、定めている。
住居

派遣中の

： 原則として、受入国政府の提供による現物支給

往復交通費： 日本と受入国と往復にかかる赴帰任時の旅費（航空賃・交通費・日当・宿泊費等）

待遇
※待遇や諸制度に関する詳細は、以下をご覧ください。
JICA 海外協力隊トップページ（https://www.jica.go.jp/volunteer/index.html）→募
集情報→JICA の支援制度→待遇と諸制度
「JICA 海外協力隊 日本語教育ガイド」
JICA 海外協力隊経験者の体験談のほか、
担当者から

応募を検討されている方に参考になる情

みなさんへ

報を掲載しています。ぜひご覧ください。
※当日は 16 時、17 時、18 時、19 時開始、
各 45 分の概要説明と質疑応答を行います。
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電子ブック版

PDF 版

ブース番号

6
勤務地
（住所/最寄駅）

連絡先

東京ギャラクシー日本語学校
〒104-0033 東京都中央区新川 1-15-13
茅場町（日比谷線・東西線）徒歩 5 分
担当者

道木容子/会田由紀子

メール

kaida@tokyogalaxy.ac.jp

電話番号 03-6280-5830
URL

当日の履歴書受付

募集職種および
採用予定時期

http://www.tokyogalaxy.ac.jp

可能
日本語非常勤講師・常勤講師・専任講師
採用は随時受け付けております。
学期（4 月、7 月、１０月、1 月）の始まる 1 か月前までにご応募ください。
未経験者可。下記のいずれかを満たす方。

応募資格・条件

①4 年制大学卒以上で日本語教師養成講座（420 時間以上）修了。
②日本語教育能力検定試験合格。
③大学/大学院の主専攻もしくは副専攻で日本語教育科目を履修・修了。
研修期間は、初めの 3 か月。研修が充実しており、未経験の方でも責任を持って指導します。

採用後の
研修内容

①専任による教案指導。
②授業を撮影し、自分自身で見てフィードバック。その後専任からアドバイス。
③勉強会（同じレベルを担当する講師同士、同じ時期に入社した講師同士）
④初中級指導法について週 1 回 2 時間、計 10 回の研修。

雇用形態・
勤務形態

①非常勤講師：能力と経験に応じ、月-金の週 2-5 日勤務可。1 日４-6 コマ。（1 コマ 45 分）
②常勤講師：週 5 日勤務。授業の他に教務事務の作業があります。社会保険の加入も可です。
③専任講師：非常勤、常勤から専任登用の道もあります。勤務時間 8:45～17:45 です。
45 分/1600 円～（検定合格者）

待遇

ビジネス系プライベートレッスン：60 分/1800 円～（検定合格者）
担任手当、進学指導手当、就職指導手当は別途支給。
交通費は往復 1 日 1500 円まで。
選択科目や特色のあるクラスで、多様な教え方ができ、教師として成長していけます。現在、約
20 か国の学生が在籍しており、国籍も多様です。留学生中心のクラス授業以外に、ビジネスマ
ン対象のプライベートレッスンも担当してもらうことがあります。

機関 PR

８F 建てのきれいな校舎です！
20 か国以上の学生がいます！

研修制度が整っているので、未経験の方でも安心してご応募ください。
採用担当者から
みなさんへ

資格は、日本語教師養成講座修了（または修了見込）、大学の日本語教育課程主専攻または副
専攻、日本語教育能力検定合格、のいずかを満たしていれば応募可です。
疑問点、不安に思っていることなど、何かございましたら遠慮なくお問い合わせください。
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ブース番号

7
勤 務 地
（住所/最寄駅）

連絡先
当日の履歴書
受付

ISI グローバル株式会社
①ISI ランゲ―ジスクール：東京都新宿区高田馬場 2-14-19（高田馬場駅）
②ISI 外語カレッジ：東京都豊島区南池袋 1-13-13（池袋駅）
③ISI ランゲ―ジスクール京都校：京都府京都市中京区西ノ京両町 6-6（円町駅）
④長野ビジネス外語カレッジ：長野県上田市中央 3-5-18（上田駅）
⑤ ISI キ ャ リ ア 外 語 ア カ デ ミ ー 原 宿 校 ： 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 6-25-14
(明治神宮前駅/原宿駅)
担当者 豊嶋美佐子
メール m_toyoshima@isi-global.com
電話番号 070-3344-8012
URL https://www.isi-education.com/ja/recruit
可能

募集職種および
採用予定時期

募集職種： 非常勤講師、准専任講師、専任講師、
採用予定時期：2022 年 4 月、7 月

応募資格・条件

下記のいずれかの条件を満たす方。
・４年制大学卒以上で日本語教師養成講座（420 時間以上）修了
・日本語教育能力検定試験合格
・大学/大学院の主専攻もしくは副専攻で日本語教育科目を履修・修了

採用後の
研修内容

事前に、初級授業の進め方、模擬授業、事務作業などの研修を行います。勤務後は、個別教案
指導、学期末振り返り研修、中級研修、上級研修、ICT 研修など、レベルにあった研修を行いま
す。また、対象者には担任研修、進路研修を行っています。研修システムが整っていますので、
未経験や経験の浅い方も、安心してご応募いただけます。

雇用形態・
勤務形態

【専任講師】
8：30～17：30（フレックスタイム制あり）週当たり勤務時間 40 時間
完全週休 2 日制（土曜・日曜）、祝日休み
【准専任講師】
8：30～17：30（フレックスタイム制あり）週当たり勤務時間 30 時間、
完全週休 2 日制（土曜・日曜）、祝日休み
【非常勤講師】業務委託契約
①②③④⑤ 8:50～12:00 / 13:00～16:10 （1 コマ：90 分）
⑤ 上記に加えて 18：30～21：00，19：00～21：30（1 コマ：90 分）

待遇

【専任講師】月給 ２１万円～35 万円
各種社会保険（健康保険・厚生年金）、労働保険(雇用保険・労災保険）完備、賞与、扶養手当、地
域手当(都内校・京都校)
【准専任講師】月給 15.75 万円～26.25 万円
各種社会保険（健康保険・厚生年金）、労働保険(雇用保険・労災保険）完備、賞与、扶養手当、地
域手当(都内校・京都校)
【非常勤講師】コマ給➀②③④⑤ 3,400 円～4,800 円（1 コマ 90 分授業）
交通費支給：日 1,500 円まで／月 2.75 万円まで

機関ＰＲ

グローバル人材育成に 40 有余年の実績を積み重ねてきた ISI グループ。
日本語学校運営、専門学校運営、大学運営、留学事業を有し、世界 110 カ国・地域から約
14,500 名の外国人留学生を受け入れてまいりました。現在は国内 5 カ所で日本語学校を運
営しています。新卒で日本語教師としての就職ご希望の方、今後更なるキャリアアップをお考
えの方、ISI の仲間といっしょに働きませんか？

採用担当者から
みなさんへ

ISI 日本語学校は様々な学習者のニーズに応えるため、多様なレベルと分野の日本語教育の実
践を目指しています。実際の現場には幅広い年齢、経歴を持つ教師が多数在職し、大変活躍さ
れています。既に教師としての経験をお持ちの方はもちろん、未経験の方も、どうぞお気軽に
ご応募ください。
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一般社団法人全国日本語教師養成協議会（全養協）
加盟機関（2022/1 時点）
アークアカデミー

千駄ヶ⾕⽇本語教育研究所

(学) 新井学園⾚⾨会⽇本語学校

(学) 東京国際学園 東京外語専⾨学校

⼤原⾔語教育センター

東京中央⽇本語学院

岡⼭外語学院

日本東京国際学院

三幸日本語教師養成カレッジ

(公財)ラボ国際交流センター ラボ⽇本語教育研修所

(学)滋慶学園 東洋⾔語学院

(学)綾紘学園 環球⽇本語学習院

(学)静岡⽇本語教育センター

早稲田文化館

新白河国際教育学院

Japan Australia Language Centre

賛助会員（2022/1 時点）
イカロス出版株式会社 株式会社スリーエーネットワーク 株式会社凡⼈社
株式会社アルク 株式会社アスク出版
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