
６－２　日本語ボランティア向けの講座　 平成３０年１０月調査

市町村名 名称 実施主体 内容 時間数（日数）
参加者数
（見込み）

新基本講座（基礎編）
（公財）千葉市国際交流協
会

これから日本語活動を始める人、平成26年度
以降の研修を未受講の日本語交流員を対象
に、活動に必須の基礎知識とスキルを学ぶ。

2時間×3回×4
期

各回15人

新基本講座（実践編）
（公財）千葉市国際交流協
会

基礎編を受講した人を対象に、対話型日本
語活動の具体的な実践方法を学ぶ。

2時間×2回×4
期

各回10人

東京オリンピック・パラリ
ンピックで外国人と日本
語で話そう

（公財）千葉市国際交流協
会

外国人とやさしい日本語で会話ができるよう
にヒントをつかんでもらう。

2時間×1回×2
期

各回20人

クラス支援者研修（文
法・読み書き・テーマ）

（公財）千葉市国際交流協
会

日本語クラスを進行できる支援者の育成
1.5時間×1回
×3期

各回5人

2 銚子市
日本語教育ボランティア
ワークショップ

千葉科学大学留学生別科
銚子市国際交流協会

第1部ワークショップ：地域日本語教育ボラン
ティアの現状について、銚子市・神栖市・香取
市からそれぞれ発表いただいた。
第2部講演：「地域日本語ボランティア活動の
かたち～多文化共生町づくりをめざして～」と
題して（一社）アクラス日本語教育研究所代
表理事嶋田和子先生が地域ボランティアの
あり方・問題点など事例を挙げながら講演い
ただいた。

7月1日
13：30～16：30

40人

3 市川市
日本語ボランティア養成
講座

市川市
日本語ボランティア教室で活動するボランティ
アを養成するための講座を開催。

12 24

4 船橋市
日本語学習支援者養成
講座（初級）

船橋市国際交流協会

外国人が地域社会に参加できる程度の日本
語の習得を支援することを目的に市内８ヶ所
で日本語教室を開催している。この日本語教
室で活動するボランティアを養成するための
講座を行っている。

14日間（初回、
最終回は2時間
半、それ以外
は2時間）

16名

日本語ボランティア養成
講座

日本語ボランティア会
日本語教室の新規ボランティア養成のための
教室

年20回程度

レベルアップ講座 日本語ボランティア会
既存の日本語ボランティアのスキルアップj研
修

年1～2回

ボランティア養成講座 国際交流協会
日本語を教える上での初歩的な知識を、外部
講師を招き学習する

2時間（7回） 25人

レベルアップ講座 国際交流協会
動詞や助詞のなど、各品詞をテーマにした講
演を依頼

2時間（3回） 30人

7 茂原市
多文化共生社会のため
の異文化コミュニケー
ション

茂原市国際交流協会

異文化体験シュミレーションゲーム「バーン
ガ」を通じ、地域に暮らす外国人やマイノリ
ティの「心」を疑似体験し、参加者同士で感じ
たこと、気づいたことをふりかえりながら、多
文化共生社会のためにできることを考える。

1日 42名

日本語ボランティア養成
講座

成田市公民館
日本語教室の新規ボランティア養成のための
教室

6日 14人

日本語ボランティアブ
ラッシュアップ研修

成田市公民館
既存の日本語ボランティアのスキルアップ研
修

4日 26人

9 佐倉市
日本語支援ボランティア
養成講座

佐倉市
日本語ボランティアの心得、日本語の基礎知
識など地域で役立つ支援の方法を学ぶ。

2日間×3時間 40名

日本語ボランティア養成
講座

習志野市国際交流協会
日本語指導の第1歩から学ぶ連続講座
実施日:8月30日から12月13日（全16回、いず
れも木曜日）

― 23名

日本語ボランティア研修
会

習志野市国際交流協会

活動中の日本語ボランティアのリフレッシュ、
指導方法の向上・日本語学習支援内容の変
化に対応するため、また日本語ボランティア
間の情報交換のため研修会を開催(年2回開
催）

各回3時間 各回40人

1 千葉市

6 野田市

8 成田市

松戸市

10 習志野市

5

22 
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日本語教室指導者研修
会

柏市中央公民館
日本語教室の講師等を対象に、スキルアップ
研修会を実施。

3時間×2回 各回30名

日本語ボランティアス
タッフ研修会（スキル
アップ研修会）

柏市国際交流協会（柏市
指定管理事業）

日本語教室の日本語スタッフ（ボランティア講
師）を対象に，学習支援能力向上に向けた研
修

年１回　半年 20名程度

12 流山市
外国人おもてなし語学
ボランティア育成講座

主催：千葉県
共催：流山市

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開
催を見据え、外国人観光客等が安心して千
葉県に滞在できる環境を整えることを目的と
して行われる。
内容は異文化コミュニケーションについての
映像視聴及びグループワークによる「おもて
なし講座」。

３時間３０分（１
日間）

定員６０名

日本語ボランティアレベ
ルアップ講座（合同研修
会）

我孫子市国際交流協会

目的：ボラ講師間の経験交流を基本に相互に
切磋琢磨する機会とする。
内容：ボランティア講師混成の小グループを
編成し、事前聴取した指導体験に基づく問題
意識－
例：ボラ講師が直面した／する課題、苦労
話、克服策・対応策、残る課題(宿題)、直接教
授法の是非など－
をテーマに自由討論し、論点を各グループの
発表者が報告する。

2018年7月14日
(土)

30名

日本語ボランティアレベ
ルアップ講座

我孫子市国際交流協会 日本語教室指導者レベルアップ講座
2019/2/24開催
予定
3時間

30名予定

14 鎌ケ谷市 ボランティア養成講座 鎌ケ谷市

外国の方に日本語指導等を行う通訳ボラン
ティアの養成、レベルアップを目的とした講座
で、多文化共生推進連絡協議会が推薦する
外部講師による講義

7/21　3時間 53名

15 君津市
日本語ボランティアレベ
ルアップ研修

君津市国際交流協会
AJALTから講師を招き、生活日本語の教え
方のコツ、話す力をつけるための指導法の講
演

2時間 20名

日本語学習支援グルー
プ入門講座

浦安市国際交流協会
日本語学習支援者募集を目的とした「入門講
座」を開催

（年2回） 各20名

日本語学習支援グルー
プスキルアップ講座

浦安市国際交流協会
日本語学習支援者が日ごろ支援活動を行っ
ている際に、疑問に感じていたり、説明しにく
かったりすることについて、講演会を開催

（年5回） 各60名

17 四街道市 スキルアップ講座 四街道市国際交流協会 日本語ボランティアのスキルアップ 随時 平均13人程度

18 富里市
日本語ボランティア講師
養成講座（予定）

富里国際交流協会
日本語教室の講師等を対象に、講師養成講
座を実施予定。

H30日程調整中
３～4日間

１０～１５名

浦安市

我孫子市

11

11 柏市

13

23 


