日本語教師登録のお願い
国際交流基金ニューデリー日本文化センター（JFND）では、インド国内では「日本語教
育ワークショップ」
「まるごとワークショップ」など各種教師研修を実施しており、2016 年
度は国内累計約 200 名前後の先生方にご参加いただきました。また日本国内におきまして
も「海外日本語教師短期研修」
「海外日本語教師長期研修」を実施しており、1989 年以来イ
ンドからの参加者は 291 名に上っています。
こういった教師研修をより効果的なものにしていくためには、ご参加される先生方のバ
ックグラウンドを知り、よりきめ細かいニーズに合わせた研修内容を考え、提供していく
ことが不可欠となっています。そのため JFND では、インドで日本語を教えているみなさま
に別紙のような「日本語教師登録」をしていただきたいと考えております。ご登録いただ
くことにより、国際交流基金や JFND が企画実施するさまざまな事業、教師研修などの情報
をいち早くお届けできるようになります。
なお、ご登録いただいた情報は国際交流基金と JFND 内部で上記内容に沿った目的に限り
使用いたします。

Request for Japanese Teacher Registration
The Japan Foundation, New Delhi conducts various Japanese Language Education
Workshops, “Teacher Training workshop” and “Workshops on Marugoto” in India. In
Fiscal Year 2016, total of around 200 teachers participated. Also in Japan, we have
conducted "Overseas Japanese Language Teacher Training course”, and since 1989 there
have been 291 participants from India.

In order to make such Teacher Training Programs more effective it has become
necessary to know more in detail about the needs and background of the teachers who
are participating, so as to make the content of the training program accordingly. This is
the reason that JFND would like to do “Japanese Teacher Registration” for Teachers
teaching Japanese in India. By registering, we will be able to deliver information on
various projects and teacher trainings implemented by the Japan Foundation, New
Delhi, India on time.
The information you registered will be used only within the Japan Foundation and JFND
for the purposes described above.
2017 年 5 月 15 日

15th May 2017
国際交流基金ニューデリー日本文化センター
所長 宮本

薫

Kaoru Miyamoto Director General
The Japan Foundation, New Delhi
5-A, Ring Road, Lajpat Nagar-4, New Delhi -110024

とうろく ようし

インド日本語教師 登 録 用紙
Registration form for Japanese Teachers in India
登録日 Date of registration：2017 年

月

日

①氏名（英語）Name (English)
②氏名（日本語）Name (Japanese)
③電子メールアドレス E-Mail Address
④電話番号 Tel No
⑤機関名 Organization Name
⑥機関住所 Organization Address
⑦生年月日 Date of Birth
きょうじゅれき

⑧日本語 教 授 歴 （How long have you been teaching Japanese?）
⑨JLPT（Level, Year of acquisition）

＊当センターに対するご意見、ご要望があればお教えください。
＊Please let us know if you have any comments or requests for The Japan
Foundation New Delhi.

*Please attach one recent passport sized photograph and send at
himani.rawal@jfindia.org.in
ありがとうございました
Thank you.

