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■お知らせ 

◆◆日本台湾交流協会からのお知らせ 

NEW ◇2018年度第 1回日本語教育研修会(7月 7日：台北、8日：高雄)実施報告 HP掲載 

7 月に実施した研修会の報告を当協会ＨＰに資料と共に掲載しました。当日参加された方も参加

できなかった方もぜひご覧下さい。 

テーマ： 教室で e ラーニング教材を活用しよう 

   講 師： 熊野七絵先生（国際交流基金関西国際センター専門員主任）    

＊当日の内容詳細及び資料についてはこちら↓

https://www.koryu.or.jp/business/japanese/training/tabid1558.html 

 

https://www.koryu.or.jp/business/japanese/training/tabid1558.html


NEW ◇2018年度中等教育日本語教師セミナー（8/18：台北、8/21：高雄）余席あり！ 

 申込み受付期間を延長しました。16 日（木）昼 12 時まで受け付けます。ふるってご参加ください。 

テーマ： 授業に使えるアイデア・素材―教師も学習者も楽しめる授業のために― 

講 師：  当協会台北事務所・高雄事務所所属の日本語専門家 3 名 

日 時： 【台北】：8月 18日（土）10：30 -16:30 （受付開始 10:00） 

        【高雄】：8 月 21 日（火）10：30 -16:30 （受付開始 10:00） 

場 所： 【台北】：台北事務所 B1 文化ホール 

        【高雄】：実践大学高雄校区高雄市教学中心 

〈日本語〉https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=838&dispmid=4259 

〈中国語〉https://www.koryu.or.jp/tw/news/?itemid=839&dispmid=4266 

 

NEW ◇【台湾高校生日本留学事業】第 1期生 15名無事に帰国，第 2期生 24名まもなく出発！ 

 当協会では日本と台湾の架け橋となる知日派人材を育成するための新たな取り組みとして、

「台湾高校生日本留学事業」を 2017年度から実施しています。第 1期となる 15名の高校生

が 2017年 8月から約 11ヶ月間日本各地の高校に留学し、7月 21日全員無事に帰国しました。

第 2期生は 24名が 8月下旬出発予定です。第 3期生募集については 2019年 1月頃に当協会

ホームページ等でお知らせいたします。 

 

NEW ◇【“日本語パートナーズ”派遣事業】第 3期（15名）9月中旬来台！ 

 「“日本語パートナーズ”派遣事業」とは、日本からアジアの中学・高校等に“日本語パー

トナーズ”（日本人ティーチング・アシスタント）を派遣し、現地の日本語教師と協力して授

業運営に携わるとともに、日本文化の紹介等交流活動を通じて日本語教育を支援する事業で

す。当協会では、独立行政法人国際交流基金からの委託により、2017年より台湾での事業を

実施しています。これまでに第 1期 5名（約 5ヶ月間）、第 2期 10名（約 10ヶ月間）が台湾

各地の高校で日本語教師のアシスタントとしてティーム・ティーチングや日本文化紹介など

の活動を行ってきました。第 3期は 15名が 9月中旬に到着，台湾各地で活動を開始する予定

です。 

 

◇日本語専門家派遣事業について 

  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】〈日本語〉：https://www.koryu.or.jp/business/japanese/consign/index.html 

〈中国語〉：https://www.koryu.or.jp/tw/business/japanese/consign/index.html 

【高雄】〈中国語〉：https://www.koryu.or.jp/tabid1402.html  

 

◇浴衣等の日本文化紹介物品(文化啓発品)について 

当協会では、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。 

https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=838&dispmid=4259
https://www.koryu.or.jp/tw/news/?itemid=839&dispmid=4266
https://www.koryu.or.jp/business/japanese/consign/index.html
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詳しくはこちら↓ 

【台北】〈日本語〉：https://www.koryu.or.jp/about/taipei/culture/culture/detail2/ 

〈中国語〉：https://www.koryu.or.jp/tw/about/taipei/culture/culture/detail2/ 

【高雄】〈日本語〉：https://www.koryu.or.jp/about/kaohsiung/tabid1430.html 

〈中国語〉：https://www.koryu.or.jp/tw/about/kaohsiung/tabid1424.html 

 

◆◆他団体からのお知らせ 

NEW ◇日本語能力試験（JLPT）2018年第 2回（12月実施）の申込み案内 

       試験日：2018年 12月 2日(日)  

申込期間：8月 25日～9月 10日 

＊今年は受付期間が早まっています。ご注意ください。↓詳しくはこちら↓ 

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

 

NEW ◇国際交流基金『日本語教育通信』更新のお知らせ 

国際交流基金日本語国際センターの『日本語教育通信』が更新されました。↓ 

http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/index.html 

日本語教育ニュース：「みんなの教材サイト」全面リニューアル！ 

この度、「みんなの教材サイト」がリニューアルし、より便利なサイトになりました！ 

どんな教材が増え、どんな機能が追加されたのか紹介しています。ぜひご覧ください。↓ 

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/news/201808.html 

 

NEW ◇国際交流基金「JFにほんご eラーニング みなと」から新規コース開講のお知らせ 

2つのコースが新規開講しました。どちらも自習コースですので，いつからでも，自分の

ペースで参加できます。ちょっと覗いてみてください。 

1）8/1開講：まるごと A2-3（かつどう・りかい）自習コース。『まるごと』初級 2（A2)の

L1-10にあたる新規コースです。↓ 

https://minato-jf.jp/CourseDetail/Index/KC18_MGRS_A203_EN01 

2）8/6開講：関西弁入門 A2自習コース。関西弁でのコミュニケーションが学べます。↓ 

https://minato-jf.jp/CourseDetail/Index/KC18_KSBS_A200_EN01 

 

◇博報財団「第 14 回博報財団国際日本研究フェローシップ」募集 

博報財団では、海外で日本語・日本語教育・日本文学・日本文化に関する研究を行っているすぐ

れた研究者を日本へ招聘し、滞在型研究の場を提供することで、世界における日本研究の基盤を

より充実させ、研究者の活動を通じて、日本への理解を深めることを目的とした 「博報財団国際日

本研究フェローシップ」を公募しています。 

  第 14 回のフェローシップは、2018年 6月 8日から 10 月 31 日まで、応募を受け付けています。 

詳しくはこちら↓ 

博報財団ホームページ：https://www.hakuhofoundation.or.jp/program/ 
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◇台中日本語教師勉強会のお知らせと報告 

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&page=3 

 

◇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（中国語のみ）。  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（中国語のみ）。 

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 

8 月 18 日（土） 中等教育日本語教師セミナー (台北) 

8 月 21 日（火） 中等教育日本語教師セミナー （高雄） 

8月 25日（土）～9月 10日（月） 2018年第 2回日本語能力試験(JLPT)受験申込み 

9月中旬 “日本語パートナーズ”第 3期（15名）来台 

10月 7日(日) 第 19回全国高校生日本語スピーチコンテスト（台北） 

10月 27日(土) 2018年全国大学生スピーチコンテスト(台北) 

10月 27日（土）・28日 (日) アジア太平洋文化の日(台北) 

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

★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広報文化部 

<nihongo-k1@tp.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 
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