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JALCについて 

Ｊ Ａ Ｌ Ｃ は 「 翻 訳 通 訳 業 務 及 び オ ー ス ト ラ リ ア 情 報 提 供 」 を 目 的 と し て 2000 年 に 創 設 さ れ た
“OZJAPAN2000Pty.Ltd.”によって、2005年にオーストラリア・シドニーにて語学センターとして設立されました。 
日本語教師養成講座、及び現地オーストラリア人に日本語を教える日本語クラスも開講し、2013年12月までの 
9年間、多くの優秀な人材を世界中へ輩出して参りました。  

2014年4月より「‘自分らしく幸せに豊かに生きる’社会を創造すること」を目的としてＪＡＬＣの主な運営メンバー
によって創設された “Japan Australia Life Company Pty. Ltd.” の教育部門の一つ、語学センターとして 
サンシャインコーストにて新たなスタートを切りました。教育部門では、現代の日本人が必要としている様々な教
育の提供を行なうことを目的として、日本語教師養成講座、日本語クラスの他にも今後各種講座を開講する予
定です。 ＪＡＬＣの日本語教師養成講座は、9年間の実績を基盤に運営されており、経験豊富な講師たちによる
質の高い授業内容は引き続き大変好評をいただいております。  

また、2008年に全国日本語教師養成協議会の認定を受けて以来、更なる日本語教育の発展に力を入れると
共に、実践力・教壇力を重視したカリキュラムを提供しつつ、広くこれからの世界に必要な人材を育てることに邁
進しております。 

 

はじめに – JALCが考える日本語教育の出発点 

    オーストラリアで日本語教師養成講座を受ける意義 

 

多くの方に「なぜオーストラリアで日本語教師養成講

座を開講したのか」と聞かれることがよくあります。たし

かに日本語を勉強する学習者はここオーストラリアより

日本のほうが多く、日本語教師の需要も日本国内の

ほうが多いのが事実です。そんな中、なぜオーストラリ

アに日本語教師養成講座を開講したのかと疑問に思

うのは普通のことでしょう。ですが、日本語学習者が多

くいるから、日本語教師の需要が多くあるから、といっ

て誰でも日本語教師になれる訳ではありません。日本

語学習者の国籍は多種多様になってきています。中

国、韓国、台湾、タイなどのアジア諸国をはじめ、世界

各国に日本語を勉強している学習者がいます。例えば、

日本国内で日本語教師養成講座を履修し日本語教師

となったとしましょう。そこでは初めて会う国籍の学習

者、そして初めて耳にする言葉など、異文化・異言語

に直面することと思います。 

ですが、オーストラリアは世界各地から異なった国籍

の人種が集まる多国籍な国として世界的に有名です。

JALCの教室を一歩出れば生で異文化・異言語が体験

できます。そして何よりも貴重なことは、カフェやレスト

ラン、買い物のときなどオーストラリアにいる限り、英語

を使うことになります。これは、皆さん自身が英語とい

う言語の学習者になるということです。 

日本語教師は言葉を教える仕事です。皆さんが身を

もって言葉の重要さ、難しさを体験することは日本語教

師として、とても大切なことだと私たちは考えています。

これがオーストラリアにJALCを設立した一番の理由で

す。そして、JALCがオーストラリアをはじめ、日本、世

界各国の日本語教育の発展に力添えできれば幸いに

思います。 

 

日本語教師養成講座 

日本語教師養成講座で提供するもの、それは当然のことながら日本語教師にな

るために必要なこと、もしくは大切なことです。文法などの日本語そのものに関す

る知識、分析力、それらを実践に移す際の教授法、更には教壇力、そして国際人

としての感覚を磨くことなど、これらは数えたらきりがないというのが正直なところ

です。 

講座受講中に、すべてのことを伝えるには、また吸収するには限界があるでしょう。

そこで私達は、講座中に効率よく学んで、卒業後はそれぞれが自分の力で学び

続けていくことができるような自律学習促進のカリキュラムを設けています。まず、クラス活動だからこそ意味

のある模擬授業・ディスカッション・グループワーク・プレゼンテーションなどは優先事項であると考えます。 

 これらは受け身の知識偏重主義から脱したオーストラリアの学習スタイルです。教師主導から学習者主導の

スタイルへの転換。自らがクラス活動の主体になることで、限られた学習時間内であっても、個人個人が卒業

後に自分一人でも学び続けていけるように訓練し、その学習スタイルを体得することが可能です。この自律学

習の理念、また学習者主導のスタイルは、みなさんが日本語教師となって学習者に指導するときにはもちろん

のこと、国際人として活躍する際にもまた、最も重要な考え方の一つになってきます。 

 JALCの日本語教師養成講座では、このような教育理念のもと、多くの国際人を世界中に送り出しています。  
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日本語学習の目的は、日本と世界経済の動向や日本と学習者の出身国の関係などによっても変

化しています。最近では日本のサブカルチャー(アニメ、J-POP、ファッションなど)が日本語

学習のきっかけになることも多くなってきています。過去 30年以上に渡って日本語学習者の

数は増加しており、それに伴って日本語教師の需要も増え続けています。国別に見てみると、 

(下記の表参照)アジア圏での日本語教師の需要が多いことがみてとれます。主な求人は中国、

韓国、台湾、ベトナム、タイからです。また、日本国内においてもアジア圏からの日本語学習

者が大多数を占めています。 
 
 

「日本語教育機関調査」による

と、日本国外で、およそ398万人

が学習しています。 

海外の日本語教師は全体でおよ

そ6万人。2009年の調査結果と比

較すると、学習者数は9.3％、教

師数は28.1％それぞれ増加して

おり、日本語教師の需要が顕著

なことがわかります。 

出典『2012年度 日本語教育機関調査』 

独立行政法人 国際交流基金 

Copyright 2012 

 

 

      

 学習者数 日本語教師数 

中国 1,046,490 16,752 

インドネシア 872,411 4,538 

韓国 840,187 17,817 

オーストラリア 296,672 2,685 

＜台湾＞ 233,417 3,938 

米国 155,939 4,270 

タイ 129,616 1,387 

ベトナム 46,762 1,528 

マレーシア 33,077 509 

過去 33年間の日本語教師数の推移 

過去 33年間の日本語学習者数の推移 
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英語を母語としない国における日本語の教え方のひとつの例として、また日本国内でも多国籍

の日本語学習者に教える方法として、目標言語（学習する言語、当講座では日本語）だけで目

標言語を教える「直接法」が多くの日本語学校で用いられています。当講座でも日本の日本語

教師養成講座で採用されている「直接法」を基本とし、採用しています。この「直接法」を学

ぶことで、世界各国で日本語が教えられるようになります。しかしながら「直接法」だけにと

らわれることなく、下記のような様々な教授法を学び、実践していく中で、受講生ひとりひと

りが、それぞれの学習者ひとりひとりのことを考え、学習者の環境、状況、ニーズに適した教

授法を見つけ出し、授業を作り出していけるようになることもこの講座の特徴であり、目標で

もあります。  

 

 

 

 

 

 

 

とう 

 

 

     

 

  

直接法 と オーラル・メソッド 

Direct Method  and  Oral Method 

直接法の授業では、目標言語のみを使用して指

導することを前提にしているので、初級の授業ほ

ど教えることが難しくなります。つまり、それだけ

高度なテクニックが必要とされることになるわけ

です。 

例えば、限られた日本語で音声の指導をしたり、

語彙や文の意味を伝えるにはどうしたらよいか、

また、会話における演技力、板書での略画技法

なども当然必要とされます。特に初級の授業で

はレアリア(実物教材)の提示、ジェスチャー、絵

などによる視覚的補助なくしては授業は進めら

れません。 

また、日本語教育の直接法は、場面の中での言

語の習得に重きを置くと同時に、文法を易しいも

のから難しいものへと積み上げて行くプロセスを

採る、オーラル・メソッドが 1920 年代からベース

になっています。 

コミュニカティブアプローチ 

Communicative Approaches 

コミュニカティブアプローチとは、「学習

者中心」の考え方から成っており、学習者

のニーズを分析し、学習項目を学習者が必

要とする順に並べることから始まり、言語

の機能面に注目し、コミュニケーション能

力の習得に重きを置くアプローチです。 

アクティビティーと呼ばれる活動を行な

い、教師は飽くまでも学習者のヘルパー的

存在に徹することを目標としています。 

 

 

 

オーディオリンガルメソッド 
Audio-lingual Method 

オーディオリンガルメソッドとは、パターンプラ

クティスによる代入、ドリルなどの口頭練習に

重点をおいた教授法です。反復練習を用い

て目標言語が自動的に発話されることを目

標としています。 

JALCの日本語教師養成講座 

日本語教育で使われる主な教授法の例 

１クラス最大６名

の少人数制で、 

これらの特色を

活かした講座を

提 供 し て い ま

す。 
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JALCでは旧文部省が1985年に定めた規定時間である420時間及び、文化庁が2000年に定めた教育内

容に基づき、JALCオリジナルのカリキュラムにより授業を行なっていきます。コースは授業内活動

から成るセクションA(約330時間)と課外活動として設けたセクションB(約90時間)から構成されて

おり、最短では11週間で修了できるようになっています。下記にあるものは一例です。この他にも

多くのことを11週間で学んでいきます。またJALCは海外の日本語教師養成講座で唯一、全国日本語

教師養成協議会（日本国内外の日本語教師養成講座及び日本語教師の質的向上を図り、日本語教育

に関心を持つ人々を幅広く支援する団体）の認定を受けており、更なる日本語教育の発展に力を入

れると共に、実践力・教壇力を重視したカリキュラムを提供しております。    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクション A 

セクションＡでは主に下記の項目に関し、クラス内において 

毎日、講義・ディスカッション・デモンストレーション（模擬授業）・

プレゼンテーションなどを行ないます。 

 

  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会・文化・地域 

言語と社会 

言語と教育 

言語と心理 

言語一般 

文化庁が定めた教育内容に沿ったシラバス 

世界の日本語事情、世界各国の習慣・事情、日本語教育の歴史、異文化接触など 

社会言語学、言語のバラエティ、マルチカルチャリズム、非言語行動など      

コースデザイン、クラスマネージメント、教材・教具論、教授法と指導法など  

クラス見学アナリシス、バイリンガリズム、異文化心理、文化摩擦など  

言語学概論、音声学・音韻論、文字・表記、対照言語学、日本語の文法体系など  

会話表現 

例）自己紹介、あいさつ表現、勧誘表現、提案表現、断り表現、擬態語の表現、など 

基本的な文法・文型 

例）指示代名詞、存在動詞、形容詞（含：比較表現）、副詞、変化を表す表現、 

  動詞（含：変形に伴う表現、自動詞・他動詞、授受、受身、使役、使役受身）など 

 

 
聴解教育 

例）様々な種類の聴解教材を使用する授業、ワークシート作成、など 

読解教育 

例）様々な種類の読解教材を使用する授業、ブレインストーミング、など 
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日本語教師になるには知識も大切ですが、知識より重要なのが「教壇力」。 

この「教壇力」は理論中心の講座や通信講座では身につけることができません。   

JALCでは「知識を得たら即実践」「実践しながら身体で覚える」。毎日の模擬授業で 

この「教壇力」を養成していきます。講座修了後、すぐに教壇に立てる日本語教師を

輩出しています。 
 

セクション B 

 

セクションＢでは下記の項目を授業時間外にそれぞれ研究・課題作成・準備をし、授業中に発表して

いただきます。発表後、それぞれの課題に対してレポートを提出し、すべての課題を修了することで

約90時間分の講義を受けたことと同等であると見なされます。『教育実習』は、実際に日本語を学習

している学習者に対して授業を行ないます。（実習前にデモンストレーションの練習有り）事前にクラ

ス活動のプランを立て、作った教材を使って実習を行ないます。 

 

・ 異文化,異言語体験 ・文法研究 

・ 教案作成 ・文化研究  

・ マテリアル作成              ・教育実習  

・ 授業見学,参加,アシスタント  ・ポートフォリオ評価 

・ コースデザイン,教科書研究,カリキュラム作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALCでは、受講生ひとりひとりの個性、学習のニーズや要望を大切にしたいと考えています。 

2014年から取り入れた新システムでは、受講料は11週間で修了するコースと変わらず、受講

生各個人の学習ペースや要望によって、出席する頻度を変更し、受講期間を長くしたり、 

11週間の受講期間が終わった後に再受講したりするなど柔軟な対応が可能になりました。 

個人のニーズとぺースに合わせると同時に、クラスとしてのグループワークの利点も両方取

り入れた贅沢で欲張りなコースにパワーアップした日本語教師養成講座をご提供しています。 

 

講座修了後・・・ 
 
 

 

 

  

ファイリングを評価法に応用！ 

 
ポートフォリオ評価とは、オーストラリ

アや欧米では学校教育にも一般的に取

り入れられている教育の新しい考え方

です。ファイルには自らの意志で手に入

れた情報や成果などを集積していき、 

その結果を時系列で俯瞰することで、 

学習や仕事のプロセス全体から数値化

できない個々の評価を可能とします。 

コース修了時には厳選したものだけを

取り出して纏める凝縮ポートフォリオ

も作成するので、就職面接で即アピール

できます!  

 

 JALC420時間修了のサティフィケート（全養協認定）を発行。 

 成績優秀者は JALC日本語クラスで教えることも可能です。 

 アシスタント派遣プログラムへの参加も可能です。 
 

★通学制日本語教師養成講座初の柔軟な受講システムを導入★ 
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ここでは一般的な日本語教育に関することと、 

当センターに寄せられるご質問を４つの項目に分けてお答えいたします。 
  

 
 

Q.日本語教師とはどのようなお仕事ですか？ 

A.日本語学習者に対し、日本の文化、習慣、歴史などを織り交ぜながら、コミュニケーションとしての日本語の習

得を手助けする仕事です。日本語の文法、音声、構造なども指導していきます。 

 

Q.どうすれば日本語教師になれるのですか？ 

A.民間の日本語学校などで教える場合には、ほとんどの機関が以下の条件の内どれかひとつを満たす方として

います。「大学にて日本語教育を主専攻又は副専攻」で修了した方、「日本語教師養成講座420時間」を修了

した方、「日本語教育能力検定」合格者などです。また公立の学校などで教える場合には上記の条件とは別

に教員免許が必要になるところもあります。 

 

Q.「日本語教師養成講座」を受講しようと思っているのですが、学校の数が多く、どのような学校を選んだら良い

か迷っています。 

A.近年、日本語教師養成講座420時間コースを開講する学校が増えてきました。しかし、420時間を修了すると

いうことが重要ではなく、あくまでも日本語教師養成講座のカリキュラムの内容に注目し、学校を選ぶべきだと

思います。自分が目指す日本語教師像、そしてどこで誰に日本語を教えたいのかという将来のビジョンも大切

だと思います。そして、自分に合ったコースカリキュラムを設定している学校を選ぶことをお勧めします。 

JAL Cでは実践、理論、日本語クラス見学・アシスタント、コースデザイン・カリキュラム作成、教育実習と教師

に必要な総合的な技術が効率よく身に付くようカリキュラムを組んでいます。知識を得て即実践に移したり、実

践してみて各自に必要なものを補ったりしながら教師として大切な「教壇力」を 

ベースに、それぞれが自分らしく働ける力を養っていくのが当コースの特徴です。 
 

 

 

 
Q.観光ビザでの受講は可能でしょうか？ ワーキングホリデービザでの入国も考えていますが、学生ビザでは

就学できないのですか？ 

A.観光ビザでもワーキングホリデービザでも受講可能です。当センターはいわゆる学校ではなく、言語に関する

サービスを提供するセンターですので、学生ビザの取得はできません。観光ビザの場合は滞在可能期間が限

られているので、入国日を慎重に決定してくださるようお願いしております。 

  

Q.英語は挨拶程度しか出来ませんが、受講は可能でしょうか？ 

A.英語力について心配する必要はございません。日本語教授法には大きく分けると「直接法」と「間接法」の2種

類があります。「間接法」は、学習者の母語や学習者間の共通語などの媒介語を使用して教えなければなりま

せんが、「直接法」は日本語のみを使い授業を進めていくので英語ができなければならないということはありま

せん。当センターでは「直接法」を学んでいただきますので、英語力に自信がない方でも安心して受講してい

ただけます。しかしながら、常に比較対象として英語と比べながら日本語について考えて行くので、英語の能

力向上にも役立ちます。 

 

Q.前もって準備しておいたほうがよいもの（こと）がありましたら教えてください。 

A.日本からいらっしゃる場合、ノートやペン、色鉛筆、画用紙、マグネットシートなどの文房具類は授業内、模擬

授業で多く使用する場合がございますのでご用意されるといいかと思います。オーストラリアにおいても購入

が可能ですが、日本に比べると質が悪く値段が高い場合がございます。 

また受講中にはレッスンプランやカリキュラムを作成する機会があり、その書き方についても討議を行なって

参ります。これらの作業は手書きでもできますが、将来的にプロとしても加筆修正を行ないながら、それらの教

案を使用していくことが可能になりますので、文書作成ができるパソコンなどをご使用になると良いと思います。

当センターにも受講生用のパソコンがございますが、時間や場所などに左右されずに作業をなさりたい方は、

ご持参されることをお勧めします。  
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Q.JALC の 420 時間と日本の養成講座 420 時間の内容的な違いなどはありますか？またどのようなテキストを

使用していますか？ 

A.オーストラリアに来て受講してくださるということで、私たちは日本とは異なるものを提供することに意味がある

と考えております。JALC の養成講座は欧米スタイルのオーストラリアの教育の良いところと日本の教育の良

いところを組み合わせてデザインされています。少人数制により、ひとりひとりの個性を活かし成長させていく

という理念のもと、欧米スタイルの実践重視の考え方に則って、模擬授業やディスカッション、プレゼンテーショ

ンも講座内に毎日のように取り入れております。 

テキストは当センターのオリジナルテキストを使用し、市販されている特定の日本語教科書の内容だけに沿っ

て指導法を学んでいくわけではありませんので、世界中の様々なニーズの学習者に対応できる応用力が身に

付けられます。市販の日本語教科書に関しては講座中に 15 種類以上を比較分析して行きます。 

 

Q.デモンストレーション（模擬授業）について詳しく教えてください。 

A. 受講生がクラスメイト(日本人)を日本語学習者に見立てて、10～20分 のデモンストレーションを行ないます。

その後、講師を含めクラス全員でフィードバックを行ないます。コース前半では事前の講義で学習したところの

デモンストレーションを行ない、後半になるに連れ、講義で学習していない未知の項目についても取り組み、卒

業までには自分一人でどんな授業でも作れるように徐々に鍛え上げられるようなカリキュラム構成になってお

ります。これは教えるということだけではなく、学習者の立場になるという意味でも意義があります。 

 

 

 

 

Q.講座受講後、日本語教師として働くチャンスがありますか？ 

A.JALCでコースを修了した後、当コースにある日本語クラスで働くチャンスがあります。（但し、就労可能なビザ

を所持していることが条件となります。）その他、毎週JALCに寄せられる日本、世界各国の求人情報をアップ

し、提供しております。JALCの養成講座を修了し、オーストラリアをはじめ日本、アジア圏を中心に、南北アメ

リカ大陸、ヨーロッパ、ロシアで活躍している卒業生たちも多くいます。そのような卒業生たちの実績が認めら

れ、最近では世界中の日本語教育機関から一般公募前に直接求人の案内をいただくことも多くなりました。 

次のページから記載している「活躍する卒業生」のコメントも参考になさってください。 
 

   
ここに記載されていないご質問などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

フレンドリーなスタッフがあなたのご質問にお答えいたします。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JALC で学んだことは、今、私が日本語教師として教えていることに直接繋がっている

ので、色々な面で本当に役に立っています。JALC では全ての授業がとても実践的で、 

先生方は非常に熱心に指導してくださり、わからないことがあると先生方やクラスの皆で

とことん話し合いをします。1つの授業を作り上げるにも色々なことを考慮し、試行錯誤

しながら教材や授業内活動を考えます。そして授業で大切なことは、学習者によって臨機

応変な対応ができる柔軟性と、相手に伝わりやすい表現をするための補助となる演技力だ

と思います。言語が違う学習者に身振り手振りと日本語のみで言葉の意味を伝えることは 

  

 

 

 

 

受
講
生
の
声 

平田 友紀子 

2010年 2月卒業後、 

オーストラリアにて 

日本語家庭教師及び公立学校で

アシスタント教師として活躍 

 

非常に難しく、まだまだ学ばなければいけないことは多いで

すが、JALCで学んだことを生かして、日々の授業を行って

います。 

日本人として日本語や日本文化を紹介できることは、 

とても素晴らしいことだと思います。私は、オーストラリア

に来て本当に良かったと思っています。 

これから、日本語教師を目指す方、日本語教師になるか 

迷っている方、是非チャレンジしてみて下さい。 

また、違った自分に出逢えると思います。 
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JALCの400名にのぼる卒業生は、世界中で活躍しています。ここでは、ほんの一部をご紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

    渡辺 成美 

     2006 年 10 月卒業後、 

日本にて活躍 

 

 JALCの講座で学んだことは？ 

実際に自分が働き始めてわかったのですが、JALCの講座は本

当に実践的だったのですごく役立っています。クラスメイト

が行なった模擬授業も頭に入っているので、自分の授業の 

教案(レッスンプラン)作成がとても楽です。 

 日本語教師の仕事を選んだ理由は？ 

日本にいても異文化交流・異言語体験が出来る職業に大いに

興味が有り待遇以上にそういった仕事内容に魅力を感じた

結果、遠回りしましたが日本語教師になることを決心しまし

た。 

 

  本石 琴恵 

    2006 年 12 月卒業後、 

中国にて活躍 

 

 JALCの講座で学んだことは？ 

模擬授業をたくさんさせていただいたのではじめて中国で

教壇に立った日もあまり緊張しませんでした。また模擬授業

後のフィードバックを思い出して授業に役立てています。 

 JALCの講座を選んだ理由は？ 

短期間で 420時間を履修できること。日本ではなく、オース

トラリアで講座を受けることにより、異文化・異言語を生で

体験できることです。 
 

        梅宮 育子 

             2007年 3月卒業後、  

       JALCにて活躍 

 

 日本語教師になろうと思ったきっかけは？ 

外国の方に日本語を教えて欲しいと言われ、実際に教えてみ

たら、どうやって教えたらいいのかわからず、理解してもら

えませんでした。日本人だからといって日本語が教えられる

訳ではないと思い、日本語教師に興味を持ちました。 

 模擬授業を通して学んだことは？ 

自分で考えた教案(レッスンプラン)通りに授業が進まない

ことがわかりました。模擬授業後には経験豊富な先生方やク

ラスメイトからのフィードバックを受けることができるの

でとても参考になりました。 

 塩川 岳志 

2007年 5月卒業後、シドニーの大学 

及び、JALCの日本語クラスを経て 

東京で活躍 

 

 JALCを選んだ理由は？ 

当初は日本の養成講座に行こうと思っていたのですが、JALC

の講座を見学し、非常に実践的な内容を見せていただき、 

オーストラリアに来て JALCに通うことを決めました。 

 受講される方へのメッセージ 

日本にいると、自分が日本人であることに案外気が付かない

ものです。あたりまえに日本語が通じる社会にいるからで

す。でもオーストラリアでは自分が日本人であること、そし

て日本語と英語あるいは他の言語との違いを嫌でも強く意

識せざるを得ません。その環境でこそ、日本語の本質に気づ

く機会が生まれるのではと思います。中身の濃い３ヶ月は、

ある意味人生観さえ変えるかもしれません。 
 

伊牟田 翼 

2007年 9月卒業後、タイの工科大学 

日本語科の専任講師として活躍 

 

 模擬授業を通して学んだことは？ 

初めは失敗ばかりでしたが、実践を何度も重ねるうちに、少しず

つですが「こういう風にするんだ」と実感することができました。 

またオーストラリア式の授業を通じて、これまで受けてきた日本

の「教育」に対する考えも大きく変わり、その視点は今後の人生

にも大きなメリットになると思います。 

 日本語教師をしていて良かったことは？ 

授業中はもう、毎瞬「楽しい」の一言です。JALCで学んだ「学

習者主体」の授業はタイでは珍しいようで、そういった点で

も「やりがい」を感じます。教壇に立って、改めて日本語教

師の楽しさを学びました。 

 

  谷澤 沙織 

     2006 年 10 月卒業後、 

JALC にて活躍 

 

 日本語教師になろうと思ったきっかけは？ 

ハワイ留学を通して日本語の重要性とグローバルさ、需要の

多さに気づきました。また、学生時代に日本文化について学

び、多くの外国人に日本について伝えたい、興味を持ってほ

しいと思ったからです。 

 JALCの講座で学んだことは？ 

学習者にとってどのような教材・授業がわかりやすいか、ク

ラスメイトたちとアイデアをシェアする、試行錯誤しながら

何度も作り直す、そのような経験を通してよりよいものが作

れるようになりました。 

 日本語教師編 
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山崎 彰子 

2007 年 8 月卒業後、 

     シドニーの学習塾で活躍 

 

 模擬授業を通して学んだことは？ 

アイデアの大切さ、適度な緊張感の大切さ、自分で納得して授業

に臨むことの大切さ。そして、何より他のクラスメイトの模擬授業

をたくさん見られて、先生や他のクラスメイトのコメントもたくさん

聞くことができたので、考え方の幅が広がりました。 

 日本語教師をしていて良かったことは？ 

学習者が「日本語が好きです。楽しいです。」と言っているのを聞

いた時や、私が教えた語彙や文型を使って私に話しかけてきた

り、他の日本人に話しかけているのを見た時、日本語教師として

働いていて良かったと思います。 

 

久保田 麻希 

 2007 年 9 月卒業後、 

日本の専門学校で活躍 

 

 JALC を選んだ理由は？ 

短期間で集中して学べるところと、海外で学べ、日本とは違う学

習方法だったからです。JALC では先生が授業を作るのではな

く、私たち受講生が授業を作り、自分たちで考え発見できる授業

でした。また、模擬授業もたくさんでき、実践に近い授業だったの

で JALC を選んでよかったです。 

 日本語教師をしていて良かったことは？ 

「先生」と呼ばれるところです。いつも、私は先生なんだと実感し

ています。また、日本語を全く話せなかった学生たちがドンドン日

本語を話せるようになっているときに、とても嬉しくなります。 

 

川原 裕美 

 2007 年 9 月卒業後、 

中国・上海にて活躍 

 JALC を選んだ理由は？ 

JALC で勉強していること自体、自分自身が「外国で暮らす外国

人」という立場になれることです。日本語教師になった時留学生

の立場を理解し易いと思いました。３ヶ月で勉強だけに集中でき

たのもよかったです。 

 日本語教師をしていて良かったことは？ 

疲れていても、学習者の一生懸命な姿を見るとやる気がでます。

授業のあとに「わかった！」という表情をされるとやはり嬉しいで

す。 

 

清水 有子 

2008 年 12 月卒業後、 

インドの Hayakawa Japanese Language 

School & Cultural Center にて活躍 

 

 どのような学習者に教えていますか？ 
当初(2009年)は、上記機関から地元の工科大学に派遣されて、 

日本語を教えていましたが、現在は、オフィスで開講している日本語

クラスで教えていると共に経営にも関わっています。学習者は、日本

語を勉強し、JLPTにパスして、仕事に活かしたいという目的の人が

殆どです。また、現在は、アニメ等を中心に日本文化に興味を持つ

方が増えているので、文化紹介のイベントを企画したり、就職の機会

を与える手助けをしたり、日本の方向けにインド体験プログラムを実

施したりしています。 

 日本語教師を目指す人々へのメッセージ 

日本語を教えることは、日本そのものを教える、または、自分をさら

け出すことでもあると思っています。特に海外の場合、学習者が初め

て会う日本人が、自分であることも少なくなく、教師の一挙手一投足

に学習者は反応します。新たな発見が常に有るとともに、ある種の

責任感も感じます。自分の全ての経験が、教えるときに活きてくるの

が、日本語教師ではないかと思います。 

 

西谷 洋平 

 2008年 3月卒業後、JALCとタイの 

 日本語学校で２年弱経験後、現在は 

  ホツマインターナショナル(岐阜校)にて、 

日本語教師と日本語教師養成講座講師を兼任 

 

 JALCで学んで役に立ったことは？ 
全部です。逆に役に立たなかったことを探してみましたが見当た

りませんでした。実際に授業をする上で必要なことを叩き込まれ

ました。他のJALC卒業生何人かとも一緒に働いてきましたが、

JALC以外の養成講座を出たての人ができないことでも、JALC卒業

生は当たり前にしていることは多いです。教育の現場はどんどん

進化しています。教材や教育理論は新しいものが生まれ、それを

利用することでよりよい授業が展開できます。JALCの講義も私が

学んでいた頃からは相当進化していると聞いています。ただ、ど

んなに良い教材や理論があってもそれをうまく使いこなすため

には、基礎となる考え方や技術が必須です。JALCではその一番大

事な部分が学べたと感じます。 

現在は養成講座も担当していますが、JALC でも学んだように講

座を修了した後も学び、成長していけるような教師になってもら

うにはどうアプローチするべきかということを考えています。 

そのときに、自分が受けた講座は大いに参考になっています。 

 

          

 寺上 陽子 

2008年 10月卒業後、フィリピンにて活躍 

 JALCで学んで役に立ったことは？ 
ずばり授業の流れです。また、教務主任の幸香先生がよく 

おっしゃっていた「学習者を好きな人(彼氏)だと思って接した

ら、その人が本当にわかっているかどうか心配でしょ？その人の

考えていることをもっと色々知りたいでしょ？」という言葉がい

つも頭にあり、愛情たっぷりの授業をしています。 

 

 日本語教師になって良かったと思うことは？ 
学習者の日本語が上達したら嬉しいし、試験に合格してくれたら

また嬉しいし、学習者も嬉しいし、大変でも皆の頑張りに救われ

て、そして私も学習者もお互いにHAPPYになれることです。こち

らもやる気になり、学習者と一緒に頑張っている感じがおもしろ

くて、教師になって本当によかったと思います。 
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高橋 史樹 

 
2010 年 6 月卒業後、台湾にて活躍 

 

 JALC で学んで役に立ったことは？ 
日本語学校に応募をした時に教案（レッスンプラン）も提出しまし

たが、他の応募者より内容がしっかりしていたと言ってもらえまし

た。僕自身、他の養成学校の教案（同僚の先生の教案）を見せ

てもらいましたがシンプルな物が多く、JALCで習う教案は非常に

しっかりしていると思います。＊その分大変ですけど(笑) 

 

 日本語教師になって良かったと思うことは？ 

学習者さんが少しずつ話せるようになってくるとうれしいです。そ

して何より、日本語教育を通じて現地の友達がたくさんできま

す！ 
 

 

      片山 恵 

 
2009 年 4 月卒業後、JALC 及びフィリピンと  

        アメリカの公立高校の日本語教師（国際交流   

         基金派遣）を経て、現在は再びフィリピンにて、 

          EPA programme(国際交流基金派遣の 

  看護師介護士候補者への日本語予備教育)にて活躍 

 

 どのようにして就職先を見つけましたか？ 
当時 JALC 講師だった美和先生の紹介で国際交流基金のことを

知り、基金の HP の公募を見て。 

 

 JALC で学んで役に立ったことは？ 
講師からの一方的なインプットだけの授業ではなく、クラスメイト

同士のディスカッションで、自ら考え意見を言う力がついた。その

ため、学習者の力を引き出すような授業づくりを常に意識するこ

とができている。 

 

 日本語教師になって良かったと思うことは？ 

たくさんの人と出会うことができ、1人でも多くの人に日本語だけ

ではなく、日本文化をも紹介することができて、非常にやりがい

のある仕事だと思う。また、自分自身も行った国の言語や文化を

知ることができる。何より、どこの国に行っても働くことができる。 

 

 

大武 由利子 

 
2010 年 10 月卒業後「東南アジア、 

南アフリカを考える会」(神奈川)の 

日本語教室で活躍 

 

 JALC で学んで役に立ったことは？ 
繰り返し行なう模擬授業、JALC が開講している日本語クラスで

のアシスタント、教育実習での体験を通して人と人との信頼関係

を大切にする事を学びました。 

 

 日本語教師を目指す方々へのメッセージ 

JALC で学んだ熱い心で世界に羽ばたけ日本語教師！ 

 

斉藤 遼 

 
2012 年 8 月卒業後、 

ベトナムの日本語学校を経て、現在は 

ホツマインターナショナル(東京) 

にて活躍 

 

 就職活動で苦労したことは？ 

二校とも JALC のおかげで苦労しませんでした。 

一校目は偶然にも応募先の学校に JALC 卒業生がいたため、面

接がスムーズに進み、現在の学校は JALC 元講師の白木先生

にお誘い頂きました。 

 

 前職はなんでしたか？転職して良かったことは？ 

住宅メーカーの営業でした。前職の営業の仕事もおもしろかった

ですが、日本語教師は、教師も学習者も売買の感覚が薄いの

で、お互いの気持ちがまっすぐ伝わり、より深い人間関係が築け

るので、もっとおもしろいです。 

 

 

金城 翔太 

 
      2011 年 4 月卒業後、 

 アメリカのワシントン DC のハイスクールで 

 2 年の任期（国際交流基金派遣）を経て、 

 現在は、日露青年交流センターの派遣で、 

ロシアのサンクトペテルブルグの大学（二校兼任）で活躍 

 

 JALC で学んで役に立ったことは？ 
JALC では、単に日本語教師としての知識を学ぶだけではなく、

人間として大きく成長できました。自分に正直になること、他人へ

の愛、物事の探究心、分析と判断力、仕事に対する誠実さなどを

学び、JALC を卒業して人生の歯車が回り始めました。今やっと、

なりたい自分になれたことの幸せを噛み締めて生活しています。

もし、今後日本語教師の仕事を辞めたとしても、JALC で学んだ

ことは一生の糧になると思います。 

 

 日本語教師になって良かったと思うことは？ 

自国の言語や文化を媒体として教えながら、教育に携われること

です。日本語を教えるだけに留まらず、学習者の心に日本の気

遣いやマナー、交流の種を植えつけられることが何よりの喜びで

す。自分の教えた学習者が数年後、社会に貢献できる人物にな

っていることがとても楽しみです。 
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真木 理衣 

 

2008 年 12 月卒業後、 

国書日本語学校(東京)での日本語教師を 

経て、現在は私立高校にて 

国語科教員として活躍 

 

 どうやって日本語教師の仕事を見つけましたか。 

JALC受講中から卒業後の就職先をインターネットで調べ始

めたり、JALCの壁にも求人情報が貼ってあったので、こまめ

にチェックしたり、先生方に相談したりして見つけました。

私は日本帰国前に就職先を決めたかったので、JALCとイン  

ターネット以外の情報はありませんでしたが、日本に帰って

きてみると日本語教師の卵の集まりなどがあり、心にも余裕

ができて色々な情報が集められると思います。 

 

 JALCで学んで役に立ったことは？ 
日本語教師としては、まずは授業の基本の流れを身に付けら

れたこと、また短い期間の中で精神的にも強くなり、自信を

持つことができたことです。実際、経験を積んで授業に慣れ

るということは、働いてからしかできません。働いても悩ん

で、悩んで･･･だけど、JALCで日本語教師として自信を持て

たこと、日本語のことを沢山考えて日本語を好きになれたこ

となど、沢山の模擬授業を通して身につけることができたの

で「いつもJALCがいる！チームメンバーと一緒！」という気

持ちで働くことができました。帰国直後の面接時の模擬授業

で「しっかりした授業をするね」と面接官に誉められたので、

JALCを信じていれば大丈夫です☆ 

現在でも、国語の授業やクラスのHR、生徒と関わる時間を通

じて、日本語や言葉の大切さを教えているので、JALCで培っ

たものは多いに役立っています。 

 
 

坂田 充優 

2008 年 10 月卒業 

 

 

 どこの国でどんな仕事をしていますか。 

ベトナム社会主義共和国のハノイ市で日本語教師として 2 年間携

わった後、ホーチミン市で PasonaTech Vietnam（HR Agency）という

人材紹介会社で、HR Consultant をしています。 

また、本年度は日本の経済産業省の「中小企業海外高度人材育

成確保支援事業」の「日本企業文化講座」や「JobFair」を担当しま

す。ですので、日本語教師としてではないですが、再度教壇に立

つ予定です。直接日本語を教えることはしていないですが、日本

語学習者の出口の部分で携われているので、過去の教師経験が

活きています。 

 

 就職活動をする上で JALC を修了していたことは、どう役立

ちましたか？ 

海外での就職を考える上では、アドバンテージがあると思います。

私の場合、海外での生活の経験や、ベトナムのハノイで日本語教

師をしていたことから、日本語学習者を知っているということで現

職に就く事ができました。 

 

 受講される方々へのメッセージ 

JALC 卒業生は特徴ある方が多いので、とても刺激になります！

世界各国で働いていますし、そのコミュニティーは財産になりま

す。その一人になってみませんか？ 

お待ちしております☆ 

 

JALC 卒業生は日本語教師以外の仕事でも 

受講経験を活かして世界中で活躍中！ 

澤田 有里 

2008 年 12 月卒業 

 

 どこの国でどんな仕事をしていますか。 

大阪の学習塾で小・中・高校生に、主に英語と数学を教えて

います。また、個別授業のマネージメントもしており、講師

の割り振りや生徒達の管理もしています。 

 

 就職活動をする上で JALCを修了していたことは、どう

役立ちましたか？ 

模擬授業や実習があったお陰で、いろんなシチュエーション

にも対応できると自信を持って臨む事ができました。 

 

 今の仕事をする上で JALCで学んで一番役に立ったこと

は？ 
全て役に立っています。あえて言うならば、日本語の仕組み

と模擬授業でしょうか。塾での英語の学習の中で和訳するス

キルも教えているのですが、JALCは特に英語圏にある養成講

座だったため、日本語と英語を文法や文化の観点から比較し

ながら学習できたので、非常に役立っています。そして、模

擬授業があったお陰で、生徒達の反応もおおよそ見当がつき

ます。 

 

 

 

  

 

 

脇野 真梨江 

2010 年 2 月卒業後、オーストラリアでの      

日本語家庭教師を経て、 

   中国にあるホテルにて活躍 

 

 どのような学習者に教えていますか？ 

日本人のお客様と関ることのある中国人従業員に日本語（ホテル

内必要用語）を教えています。 

 

 どのようにして現在の就職先を見つけましたか？ 

「教える場所は学校だけでは無い」と可能性を求めて現地の人材

派遣会社へ行き「日本人のお客様が多いホテルならそこのホテル

の従業員さん達も日本語教育が必要なのでは？！」と人材派遣

会社の人に（半強引に笑）相談し求人募集をしていたホテル側に

連絡をとってもらい今に至ります。 

 
 JALC で学んで役に立ったことは？ 

やはり「教壇力」が身についたことです。 子どもの頃から人前に立

つことが苦手で、日本語教師になると JALC に通う事を決めたとき

も周りの人達から心配されましたが、嫌でも週に一回以上ある

JALC の模擬授業から人前に立つ事に以前程の抵抗を感じなくな

りました。これは日本語を教えるという事だけに限らず、仕事上で

も大変役に立っています。 
 

 



JALC (Japan Australia Language Centre) 

13 

         

松橋 真理子 

2011年 2月卒業 

 

 

 どこの国でどんな仕事をしていますか。 

JALCで日本語教師の経験をした後、現在は日本の公立小学校

で英語講師として働いています。2012年には市の教育委員会

から委託を受け、小学校で外国人児童を対象に日本語指導を

しておられる先生方に向けて、日本語で日本語を教える直接

法の教授法講義を年に数回行いました。 

 

 就職活動をする上で JALCを修了していたことは、どう

役立ちましたか？ 

JALCで培った行動力で、日本に帰国してすぐに自ら市の教育

委員会に出向き、日本語講師か英語講師の採用はないか問合

せに行きました。残念ながら日本語講師の募集はなく、がっ

かりしていた直後、急きょ特別企画として上記の日本語教授

法の講義を依頼されました。現場で教えている講師は講習な

ど受けたことがなく我流で授業を行っているので、420 時間

の養成講座を修了していることや実習などの経験を積んで

いた私に、ぜひ講師のクオリティアップのためにお願いした

い！とのことでした。依頼を受けた時は本当にうれしかった

です！ また、面接で JALC についての質問をされた際に、

オーストラリアで日本語学習者さんとのふれあいや実習を

通して生きた講座を受けられたことを説明したら「普通の人

には中々できない素晴らしい体験をされたんですね」と褒め

てもらえて嬉しかったです。 

 

 受講される方々へのメッセージ 

日本語教師を目指されている方、興味のある方はぜひ JALC

での受講をお勧めします！JALCの先生方は本当に熱心で、受

講者が理解・納得するまで真剣に付き合ってくれる学校で

す。マニュアルはなく、受講者のやりたい授業、内容を大切

にしてくれるので自分で一から調べたり考えたりする力が

存分に付きますよ＼(^▼^)／縁あって出会えた先生方や仲

間は私にとっての誇りです。これからもずっと繋がっていた

い家族のような存在です！ 

 
 

山下 佐和 

2010年 6月卒業後、漢科学校(香港)での日本語教師を経て、

現在は飲食店(香港)を経営 

 

 JALCで学んで役に立ったことは？ 
日本語教師としては、授業を進めるにあたっての注意点・留

意点、模擬授業をした時にもらったアドバイスやクラスメイ

トの模擬授業を見て気付いたことなどがとても役に立ちま

した。授業準備をする時にはJALCでの教案を見直すことがよ

くありました。自分のメモなどにもポイントは書いておいて

ありますが、JALC受講中に実体験として経験して得たものの

方が授業に活かしやすいと思います。 

現在は日本語教師としての活動は休止中ですが、香港には日

本語学習者が多いので、スタッフやお客様とのコミュニケー

ションツールとして使ったり、即席教師になることはあり、

今の生活にも活きています。 

 

  

 

 

       横田 弘基 

      2013年 6月卒業 

 

 どこの国でどんな仕事をしていますか。 

中国の山东省济南にある北京大学天公システムジャパンと

いう会社で IT ソフトウェア開発（オフショア開発）と日本

人社員の中国語研修に携わっています。 

 

 就職活動をする上で JALCを修了していたことは、どう

役立ちましたか？ 

弊社では、中国人（社員）への日本語研修制度があり、日本

語教師の資格を持っていることにより面接時に明らかに有

利だった。今後はこの研修でも活躍の場を期待されていま

す。 

 

 今の仕事をする上で JALCで学んで一番役に立ったこと

は？ 
日本語の授業で必要な技術は当然ながら、ディスカッション

能力、人前に立つことの勇気、自分で試行錯誤することが役

に立った。 

 

 JALCを選んだ理由は？ 
オーストラリアで日本語教師の資格が取れて、且つ英語も勉

強できて、オーストラリアの文化や習慣に触れることができ

るから。 

 

 

 

 

  

 

 JALC では現地オーストラリア人を主に対象とした日本語クラスも開講してい

ます。養成講座受講中にセクション B の課題としてクラス見学・参加・アシス

タントがあります。実際の日本語クラスの授業風景、学習者に触れることは

日本語教師を目指す上でとても大切です。そして養成講座卒業後に講師と

して教壇に立てるチャンスもあります。現在も養成講座を卒業し、非常勤講

師として日本語クラスを担当している講師もいます。 
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年 8回の定期入学日（下記参照）＋ いつからでも始めたい時期を応相談！ 

最短で１１週間（３ヶ月）のコースとなります。 

都合により多少変更になる場合がございますので、予めご了承ください。 

２０１５年度 コース日程（修了日は 11 週間で修了する場合） 

  開始日          修了日  開始日          修了日 

1 月 20 日  ～   4 月  2 日 (*)  7 月  6 日  ～   9 月 25 日 

2 月 23 日  ～   5 月  8 日 8 月 17 日  ～  10 月 30 日 

4 月 20 日  ～   7 月  3 日 (*)  9 月 28 日  ～  12 月 18 日 

5 月 25 日  ～   8 月  7 日 (*)  11 月 9 日  ～   2 月 5 日 （年越し講座） 

（＊）の開始日からスタートする方はコース開始 5 週間後に 1 週間の中休みがございます。 
 

 

最短１１週間修了コースの場合、週に約３０時間のクラス活動がございます。 

（＊他に課外活動による課題提出あり） 

月曜日 ～ 金曜日  ９：００ ～ １６：００  

* クラスの進行状況によりクラス活動の時間が 16：00 を越える場合もございますので、ご了承ください。 

* 祝日・受講人数などにより変更する場合がございますので、ご了承ください。 

* 上記の正規授業時間に加え、日本語クラスへの参加等の課外活動が必修となることもございますので、 

ご了承ください。 

   

 

 

 

                             

           

 

                                    

 

 

 

 

JALCでは420時間のコースを学びやすい価格で提供しています。（テキスト代は含まれています） 

 

料金： AU$  5,000 学費        

AU$   400  教材費＋管理費 

AU$   100  入学金 

AU$  5,500  合計 
 

*この宿泊料金は、食事なしで一人部屋を利用する場合です。この他にも、食事を付けるオプションや 

二人で相部屋を申し込む場合の料金設定などもございますので、詳しくはお問合せください。 

 

 教材作りの際に発生する費用や、課題作成にかかる費用（交通費、通信費、再試験）などは 

個人負担とさせていただいております。 

ホームステイ費用の例 

手配料 AU$240 

宿泊料 AU$180/週*から 

空港出迎え料 AU$85 （ブリスベン空港の場合） 

JALC は本当に温かくて、誰でも受け入れてくれるところがすごく好きです。JALC を受講して後悔は絶対しな

いと思います。何より自分が想像してた以上のことを学ぶことができました。達成感や充実感、講師陣の知

識の豊富さ、何を取ってもJALC以上の養成講座はないと思います。 ただ、個人的な感想を話すとすれば、

辛い時もありましたし、ものすごく不安に感じたこともあります。時には壁にぶつかり涙することもありました。

しかし、JALC のスタッフの愛のあるサポートと喝入れが僕を卒業まで導いてくれました。 

JALC はやる気と目標への努力を惜しまなければ必ず最後までサポートをしてくれます。 

みなさんもぜひ JALC で頑張っていただきたいです。 

卒業式のあの何とも言えない感動をいつか共有できたらいいなと思います。        2013 年 6 月卒業 

                            横田 弘基 

 

受
講
生
の
声 

開講日 

受講時間 

受講料 
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JALCは 

 

 

 
 

 

JALC ではホームステイ斡旋業者と提携し、希望する受講生にホームステイをご案内しています。 

斡旋業者は、サンシャインコースト内で長年ホームステイとホームシェアの斡旋を行なっている大手

の業者です。特にホストファミリーの選定にあたっては、厳しい基準を設けており、オーストラリア政府

から適切な斡旋業者として表彰を受けています。コーディネータ自らがすべての家に足を運び、受講

生の皆さんが安心して滞在できるファミリーを厳選しています。 
 

 
 

 

 

 

 

【空港出迎え料-希望者のみ】 ブリスベン空港の場合 $85 

      （サンシャインコースト空港／ゴールドコースト空港からの場合はお問い合わせください。） 

【手配料】$240 

【宿泊料】一週間あたりの料金 （下記の他にも宿泊形態がありますので、お問い合わせください。） 

食事のオプション 一週間あたりの宿泊費 

食事なし $180 

夕食のみ $235 

平日（朝食・夕食）週末（3 食） $260 

全日 3 食 $285 

※手配料と宿泊料金には、その滞在先で起きた怪我や事故などに対する保険料及び、 

 24 時間の英語での電話サポート（通訳サービスも利用可）が含まれています。 

  

【代行手数料】$100 

   現地のホームステイ業者との英語でのやりとりや申し込み手続きなどを全て JALC が代行します。 

   英語での書類手続きなどに不安がある方は、ぜひご利用ください。 

 
 

 

 

 

日本語教師アシスタント派遣プログラムとは、オーストラリアの現地校で日本語を教えている先生の

ア シ ス タ ン ト と な っ て 、 日 本 語 の ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー と し て 会 話 練 習 の 指 導 を し た り 、 

日本文化を紹介したりしながら、実際の日本語教育の現場を肌で体験できる貴重な機会です。JALC

で日本語の指導法・理論を学び、そして教壇力を身につけてからアシスタント教師になれば、 

より一層日本語教師としての貴重な経験を積めることになるでしょう。 
 

 

日本語教師アシスタントは、たとえ現地の先生方のアシスタントであったとしても、

ある意味で日本人の代表です。日本語や日本文化について聞かれたときに日本

人として恥ずかしくない知識、あいまいでない説明が必要だと思います。私は、外

国語としての日本語は、日本人であるからといって簡単に教えられるものではな

いと思いアシスタント教師に参加する前にJALCの講座を受講しました。講座では、

ひとつの意味を導入する際に様々な例文や 

状況を考えていたので、生徒からの質問に対しても、自信を持って対応することができています。 
 

※参加ご希望の方はお問合せ下さい。 

プログラム参加者の声 

 

提携サービス 

 オーストラリアの文化、生活習慣を体験 

 食事や生活面で安心 

 英語の学習に最適 


