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■お知らせ 

◆◆日本台湾交流協会からのお知らせ 



NEW◇2017年度日本語教師勉強会（3月 24 日：高雄）のお知らせ 

  テーマ：文化を取り入れた授業－切り紙を体験して考えよう－ 

  講  師：黒岩幸子（ 日本台湾交流協会 高雄事務所日本語専門家） 

  日 時：2018年 3月 24 日（土）13:30 ～15:30 (受付 13:00 より) 

  場 所：実践大学高雄市教学中心（高雄市苓雅區苓南路 2 號） 

詳しくはこちら↓ 

【中国語】https://www.koryu.or.jp/kaohsiung-tw/ez3_contents.nsf/Top 

      2017年度第二次日語教師學習會「剪紙講座」〔文化(活動介紹)〕 

 

NEW◇日本台湾交流協会台北事務所 松原一樹広報文化部長より着任のご挨拶 

本年１月，日本台湾交流協会台北事務所の文化室が「広報文化部」に格上げされ，新しく

広報文化部長として着任しました。今後，日台間の教育交流，文化交流や人的交流を更に促

進していくとともに，日本の魅力や政策に関する情報発信の強化に努めていく所存です。 

台湾には優秀な日本語教師・学習者がたくさんいらっしゃり大変嬉しく思っています。皆さ

まは，日台関係の重要な基盤であり，かつ貴重な財産であると認識しています。皆さまのご

支援をいただきつつ，日台間の友好関係・交流を更に発展させていきたいと思っております

ところ，今後とも，宜しくお願い申し上げます。 

 

NEW◇日本台湾交流協会台北事務所 塩澤雅代前文化室長より離任のご挨拶 

この度、3年半の任期を終えて、2 月末日に日本台湾交流協会台北事務所を離任いたしまし

た。在任中、日本語教育関係の皆さまにたいへんお世話になりました。台湾における日本語

教育が、多くの先生方の日々のご尽力によりこのように発展してきたことを痛感し、頭の下

がる思いでおりました。学校訪問やシンポジウム等で先生方・学生の皆さんにお目にかかる

たび勇気と元気をいただきました。感謝の気持ちは言葉に尽くせません。 

台湾を離れますが、今後も台湾における日本語教育の一層の発展、日台交流のさらなる発展

を心からお祈りしております。本当にありがとうございました。 

 

NEW◇日本台湾交流協会台北事務所 浅田雅子文化室主任より着任のご挨拶 

2 月に台北事務所広報文化部に着任いたしました、浅田雅子と申します。これまでは国際交

流基金東京本部において青少年交流や日本語教育に関する業務に携わってまいりました。今

回が初めての海外赴任となりますが、台湾でお仕事をさせていただけることは大変嬉しく、

光栄に思っております。台湾における日本語教育や台日交流に貢献できるよう尽力してまい

りたいと考えておりますので、皆様ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

NEW◇日本台湾交流協会台北事務所矢崎満夫専門家より離任のご挨拶 

   この度日本台湾交流協会との１年の契約期間を終了し，３月末日にて日本へ帰国すること



になりました。短い期間ではありましたが，関係者の皆様には大変お世話になりました。心

より御礼申し上げます。この台湾の地においても，学校での授業や研修会，講座等を通じて，

数多くの笑顔と出会うことができました。それが私自身にとって一番の思い出であり，励み

でもあります。これからも「楽しい日本語」の具現化を目指して，精進を重ねてまいります。

１年間，本当にありがとうございました。 

 

NEW◇日本台湾交流協会高雄事務所黒岩幸子専門家より離任のご挨拶 

   この 3月をもちまして，高雄事務所を離任いたします。本当にあっという間の 3年間でし

たが，振り返ってみると，台湾の日本語教育の層の厚さがとても印象に残ります。台湾では

本当に様々な場所，形態で日本語教育（学習）がなされていて，私自身勉強させていただく

ことも多かったように思います。皆様のご支援とご協力に改めて感謝を申し上げます。 

台湾の皆様の優しい笑顔を胸に刻むとともに，台湾の日本語教育の益々のご発展と皆様

のご活躍を心よりお祈りいたします。 

 

NEW◇日本語能力試験 JLPT 2018年第１回実施案内 

試 験 日：7月 1日(日)  

申請期間：3月 25日（日）～4月 10 日（火） 

詳しくはこちら↓ 

https://www.lttc.ntu.edu.tw/JLPT_registration.htm 

               

◇日本語専門家派遣事業について      

   当協会では、教育現場でさまざまな課題を有する日本語教師の先生方を支援するため、およ

び教育機関が実施する日台交流活動を促進するために、日本語専門家の派遣を行っております。

お申し込みをお待ちしております。 

    詳しくはこちら↓ 

  ◎台北事務所 

   【日本語】： http://u0u1.net/BatL 

   【中国語】： http://u0u1.net/BatQ 

  ◎高雄事務所 

   【中国語】： http://u0u1.net/BatX 

 

◇浴衣等の日本文化紹介物品(文化啓発品)について    

  台湾の皆様に日本の文化に直接触れ、理解を深めて頂くような日台間の交流活動を支援する

ため、浴衣や茶道具など日本文化関連の物品を無料で貸し出しています。 

    詳しくはこちら↓ 

   ◎台北事務所 

http://u0u1.net/BatL
http://u0u1.net/BatQ
http://u0u1.net/BatX


      【日本語】 http://u0u1.net/Bau2 

      【中国語】 http://u0u1.net/Bau8 

   ◎高雄事務所 

    【中国語】： http://u0u1.net/Bauf 

  

◇台湾における日本文化関係団体の紹介 

  台湾には日本語による文芸、茶道、華道などの日本伝統文化や武道等を行っている日本 文

化関係の団体が数多くあります。大部分は台湾の方が中心となって運営され、「日本語世代」か

ら小学生まで幅広い年齢層の方々が日本文化に親しんでおられます。一部をご紹介します。 

   詳しくはこちら↓ 

    【日本語】： http://u0u1.net/Baun 

    【中国語】： http://u0u1.net/Bauq 

 

◆◆他団体からのお知らせ 

NEW◇国際交流基金「JFにほんご e ラーニング みなと」多言語化のお知らせ 

   国際交流基金はインターネットを通じて日本語を学べる日本語学習プラットフォーム「JF

にほんご eラーニング みなと」を一般公開しています。2018 年 1 月より日本語，英語の他，

5 言語（中国語，インドネシア語，タイ語，ベトナム語，スペイン語）が解説に加わり，使い

やすくなりました。 

    「みなと」では、パソコン、タブレット、スマートフォンなどを利用して、いつでもどこで

も日本語を学べる日本語オンラインコースが提供されています。 

     ぜひご活用ください。 

     詳しくはこちら→ https://minato-jf.jp/   

 

NEW◇日本語教育質的研究会(TAE台湾)-第 31 回勉強会 

<日  時> 4月 14日(土)13:30-16:30 

<場  所> 日本台湾交流協会台北事務所 2 階セミナー室 

<内  容> ①末武康弘他編(2016)『「主観性を科学化する」質的研究法入門』金子書房 

        第 14章-2(pp.267-290)講読 

       ②各自研究進捗報告 

<連絡先> tae.taiwan@gmail.com (事務局田中) 

      参加証明ご希望の方は事前連絡 

 

◇<日本文学・言語・文化>2018年文藻外語大学日本語文系国際研究集会のお知らせ 

<主 催>：文藻外語大学日本語文系 

<後 援>：公益財団法人日本台湾交流協会 

http://u0u1.net/Bau2
http://u0u1.net/Bau8
http://u0u1.net/Bauf
http://u0u1.net/Baun
http://u0u1.net/Bauq
https://minato-jf.jp/
mailto:tae.taiwan@gmail.com


<日 時>：2018年 3月 17日（土） 9：20-17：00 

<会 場>：文藻外語大学至善楼１３階 

詳しくはこちら↓ 

http://c025.wzu.edu.tw/article/299364 

 

◇台湾十二年国民基本教育第二外国語カリキュラム教師研修会（中部地域）開催ご案内 

<日 時>：2018年 5月 12日（土）9:00～16:30 

<テーマ>：午前：キャンパスから国際社会への連結 

午後：国際交流もしくは異文化理解の授業活動導入の可能性 

～小・中・高校における第二外国語学習（日本語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・韓

国語・英語）を例に～ 

<使用言語>: 中国語 

<会 場>：靜宜大學任垣樓國際會議廳 

<申込締切>：2018年 4月 20 日（金曜）まで 

<申込方法>：以下のウェブサイトをご確認の上、「線上報名」よりお申し込みください。 

http://activity.pu.edu.tw/actnews/index.php?Sn=207 

<連絡先>：靜宜大學外語學院 助手：李胤融 04-26328001 #12002、12003  

pu20500@pu.edu.tw 

 

◇台中日本語教師勉強会のご案内 

   勤務校、所属機関の垣根を越えて、日本語教師が自由に意見交換できる「場」を目指して

勉強会を行っています。    

   http://blog.roodo.com/inuyamanihongo/archives/cat_607669.html 

 

◇Facebook グループ「日語勉強會」のご案内 

    「教育部職業学校外語群科中心」の E ニューズレターの執筆教師グループによる、学習者

のための Facebook グループです。 

   https://www.facebook.com/groups/jpbenkyokai/ 

 

◇Facebook グループ「台湾日語教師交流會」のご案内 

   現職日本語教師のための Facebook グループです。（キーワードは「台灣日語教師交流會」） 

   ※「台湾」「交流会」では検索できないので漢字に注意してください。 

   ※承認は「台灣日語教師交流會」が会の基準に基づき行っています。 

    https://www.facebook.com/groups/jpteacher/ 

 

■イベントカレンダー 

http://c025.wzu.edu.tw/article/299364
http://activity.pu.edu.tw/actnews/index.php?Sn=207
mailto:pu20500@pu.edu.tw
http://blog.roodo.com/inuyamanihongo/archives/cat_607669.html
https://www.facebook.com/groups/jpbenkyokai/
https://www.facebook.com/groups/jpteacher/


 3月 16 日（金）銘伝大学 2018年国際シンポジウム（桃園） 

3 月 17日（土）2018年文藻外語大学日本語文系国際研究集会（高雄） 

3 月 24日（土）第 16回文藻杯日本語ディベート大会（高雄） 

3 月 25日（日）～4月 10日（火）2018年第 1回日本語能力試験申込期間 

5 月 12日（土）台湾十二年国民基本教育第二外国語カリキュラム教師研修会（中部地域） 

6 月 17日（日）2018年度日本留学試験（EJU） 

================================================================== 

★日本語教師や学習者にプラスになる非営利の公開イベントがありましたら、ぜひお知らせくだ

さい。 

★本メルマガがご不要な場合、恐れ入りますが日本台湾交流協会台北事務所文化室 

<nihongo-k1@koryu.or.jp> までメールをお送りください。 

================================================================== 

発行:公益財団法人日本台湾交流協会 

◎台北事務所文化室 

<ウェブサイト> http://u0u1.net/Baus 

<Facebook> https://www.facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture?hc_location=timeline 

◎高雄事務所文化室 

<ウェブサイト> http://www.koryu.or.jp/kaohsiung/ez3_contents.nsf/24 

 

mailto:nihongo-k1@koryu.or.jp
http://u0u1.net/Baus
https://www.facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture?hc_location=timeline
http://www.koryu.or.jp/kaohsiung/ez3_contents.nsf/24

