
2023年度生 募集
日本語アシスタント教師派遣プログラム

オーストラリア・ニュージーランド

オーストラリア・ニュージーランドの小・中・高校で
日本語を教えてみませんか

英語教師希望者にも最適



海外の子供達に日本語を教えることは、言葉だけでなく日本の文化を紹介することになります。
それは、その子供達の夢実現に、あなたは貢献することを意味します。

私共OKCがめざすものは留学・インターンシップを通じて世界的視野で考え行動
する。その体験が人生の貴重な財産となり真の自立に繋がることです。
学校の国際教育事業においては私共が提案する教育プログラムやお手伝いが、学校
の独自性の確立や国際教育の一助となり、更なる学校の発展に繋がり、そして参加
した学生が社会に巣立つ為の道標になることを願っています。
日本がますます国際社会において重要な役割を求められる中で、OKCの提案が次代
を担う若者の育成に役立ち、新たな人生の発見に貢献出来ましたら、これほど
喜ばしいことはありません。
OKC 代表 西村 紘史

OKCは日本で最初の

オーストラリア・ニュージーランド
専門留学代理店

O K C S I N C E 1 9 8 5

オーストラリア政府より
留学団体では唯一の受賞

ビジネスアワード受賞

THE

AUSTRALIAN

AWARDS
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世界中で日本語学習者が増加する中、特にオーストラリア、ニュージーランドは小、中高生の日本語学習者が多い国で
す。しかし学習者の増加とは逆に、各国においての教師不足が深刻な問題となっています。日本語学習がこれほど急激
に人気の高いものになるとは予測できなかったのが主な原因になるのですが、教師の養成と供給が間に合っていないの
が現地の実情です。
アシスタントを採る一番の目的というのは、彼らを通して、生徒に日本を知ってもらうということです。生徒にとって
地図の上の小さな島でしかなかった日本が彼らの存在により、すごく身近になるのです。そうしたことにより、今まで
わけのわからない文法の羅列でしかなかった日本語が息づき、実際の生きた言語として彼らの中に残ります。実際、ヒ
デオ(アシスタント名)が来てから、日本語を習得した後、いずれ日本に行って、生活をしてみたいという生徒が増えまし
た。これはすごいことです。彼が、生徒と日本の間に文化の架け橋となるといってもいいすぎではないでしょう。とて
も感謝しています。そして参加者にとっても日本文化や日本語に興昧を持っている現地の子供達に直接日本を伝える
日々は必ずや充実したものとなるでしょう。

Q
A

日本語を勉強する目的は何ですか?

オーストラリア・ニュージーランドの小・中・高校生に聞きました‼

A.日本の文化に関する知識を得るため

B.日本語によるコミュニケーションができるようにするため

C.日本語という言語そのものへの興味

D.国際理解、異文化理解の一環として

E.将来の就職のため

F.大学や資格試験の受験準備のため

■
■
■
■
■
■
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月 火 水 木 金 土日

9:30～10:00 1、2年生

6年生

2年生

休日

10:00～10:30 1年生
1・2年生

10:30～11:00 4、5年生 5年生

11:30～12:00
(空き時間)
授業準備
等に使う

2年生

12:00～13:30

13:30～14:00 3年生 4年生

14:00～14:30
5年生 4年生 3年生 1年生 4、5年生

14:30～15:00

実施期間

オーストラリア・ニュージーランドの学期制度
1学期／1月下旬～4月中旬 2学期／4月下旬～7月中旬 3学期／7月下旬～9月中旬 4学期／10月上旬～12月中旬
・1学期から3学期までいずれの学期からでも開始可能です。
・いずれの場合も4学期終了時までの派遣が最長となり、年を越しての派遣はできません。
・研修期間を含み最長でも1年間の派遣プログラムとなります。

9:00 授業・教材の準備

10:00
12年生授業 漢字

ティーブレイク

11:00
｜

12:00

10年生授業 クラス会話補助

9年生授業

低学年向け ひらがな教室

13:00 昼食

14:00
12年生授業 宿題

8年生授業 宿題

15:00 1日のアシスタント業務終了

■ 中・高校派遣の場合 ■ 小学校派遣の場合

派遣内容

派遣校

オーストラリア：主としてシドニー周辺及びニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州内地域の小･中高校

ニュージーランド：ニュージーランド全土の中高校

日本語アシスタント教師派遣期間
（現地小・中・高）

期間：4・5・６週間 /３ヶ月間/ 6ヶ月間
出発月：2022年８月・９月・2023年２月・３月
※派遣校により期間が異なる場合があります

1日と1週間のモデルスケジュール

必要英語力

英検２級/TOEIC®テスト500点相当以上の
英語力を有する方
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申し込み手続き

カウンセリングから派遣まで
無料カウンセリング 詳しくはお問合せ下さい。
レベル審査お申込み受付

4～6ヶ月前
レベル審査（英語日本語文法・面接）

2～3ヶ月前
英文履歴書等、必要書類の提出

1～2ヶ月前
現地派遣校の決定 ➡ ビザ申請

2～3週間前
ホームステイ決定
出発前オリエンテーション
・出発前の心得
・渡航手続き確認
・事前研修と派遣校の最終ご案内
・滞在先のご案内

1週間
現地日本語教師によるオリエンテーション
派遣前の予備実習

４・５・６週間/３ヶ月/６ヶ月
現地派遣校にて日本語教師アシスタント実習

渡航

日本語のクラスは大好きです

いつか日本に行きたいです

日本語はむずかしいです

いっぱい一緒に遊びたいな

明るい先生に来てほしいな

4

日本の文化に興味があります

日本ではやっているものを
おしえてください。

■ビザについて
３ヶ月・６ヶ月の場合ワーキングホリデービザが必要となります。



小松弘典
現地の学校に派遣されてまだま
だ3週間たらずですが、生徒達は
とても明るく素直で一生懸命に
日本語を勉強しています。これ
だけ情報過多の時代にもかかわ
らず、生徒の日本（人）観はま

だまだ偏っていて、時々思いもよらぬ質問をされたり、生徒の英語
についていけず、苦心することもありますが、それ以上に生徒との
やり取りが楽しく、貴重な経験をさせていただいています。生徒の
集中力が途切れて授業が中断することも多々あり、日本との勝手の
違いに戸惑うこともありますが、何とか一人前として教壇に立てる
よう頑張りたいと思います。

下田亜紀
こんにちは。私は、今オーストラ
リアのブリスベンで日本語を教え
ています。学校は、幼稚園から高
校まである私立の共学校で、私は、
中学一年生から、高校三年生まで
を教えています。授業は、文法、

漢字をはじめ、会話や、ヒアリングなどもします。日本語教師を目
指している皆さん！英語力はもちろん必要ですが、それよりももっ
と大事なことは、日本のことをいかによく知っているかです。言葉
は、文化だとよく言いますが、折り紙、書道、日本料理など、日本
にいる間に、すばらしい日本文化をたっぷり吸収して、それを、外
国に行って、多くの人に伝えることが使命だと私は思います。

篠崎ひとみ
初めは生徒の前に立つだけでドキド
キしていましたが、派遣最終日は皆
で抱き合って泣くほど感動的でした。
時には生徒達から元気をもらう事も
ありました。授業中は日本語で話し
かけるようにしていました。日本語

が苦手だった生徒も一生懸命、私に日本語で話しかけてくれた時、
その姿にとても感動しました。長いようで短かった派遣校での滞在
は私にとっても意味のある日々でした。

広田一恵
私は現地の公立高校で日本語教師
のアシスタントとして活動をしま
した。数多くの学生と楽しい日本
語レッスンを毎日することができ、
又日本文化の紹介も楽しくする事
ができてかけがえのない素晴らし
い思い出ができました。

英語力も向上し本当に行って良かったと思います。スクールホリ
デー中は、メルボルンや、バイロンベイなどバックパックをしなが
ら旅をしました。

武藤敦子
片言の英語での説明にも夢中になっ
て聞いてくれた子供たち。初め緊張
していた私を子供たちが人懐っこく
話しかけてくれて、すぐにリラック
スさせてくれました。
折り紙を折っている最中も子供たち
との沢山の会話を楽しめるようにな

りました。私はオーストラリアの子供たちに“折り紙”という日本の
伝統を伝えることが出来たこと以上に、“沢山の人々との触れ合い”
が出来た事が何よりも嬉しく思いました。

菊地秀男
私はシドニーから車で約1時間
の男子校で教えていました。初
めて生徒の前に立ったときは正
直言って緊張のあまり何を言っ
たかすら覚えていません。毎日
あれこれと失敗の連続ながらも
日本語を教える楽しさに目覚め、

将来は日本語教師になろうという目標を新たにしました。また、生
徒からも学ぶことも多く毎日が勉強でした。今、行こうかどうしよ
うか迷っている方がいたら、是非チャレンジしてみて下さい。1年後、
本当に行って良かったと思えるはずです。

佐渡ルミ子
クイーンズランド州のギンピーと
いう小さな町で研修が始まって2
週間たちました。授業では、日本
語の先生の指示されたことをちゃ
んとやっているかどうか机間をま

わったり、生徒の質問に答えたりしています。あとは模範発音をし
たりしています。ホームステイ先は、お母さんがシンガポール人で、
お父さんがイギリス人、学校に通っている男の子と、その妹の女の
子の4人家族です。みんなよくしてくれます。通学は、スクールバス
を利用していますが、行き帰りとそれぞれ1本ずつしかないので、あ
まり自由がききません。どこに行くにも、車が必要なところです。
まだ始まったばかりで、生徒との会話がちょっと大変な時もあるの
で、英語にも早く慣れて、もっと生徒たちと仲良くなりたいと思っ
ています。がんばりま～す！

石橋美栄子
数字を覚えるとみんなで25（ビ
ンゴ？）をしたり、電話ごっこを
しました。箱の中にクラス全員の
電話番号を入れて、選んだ番号を
日本語で読み上げて「リーンリー
ン」と言うと、自分の番号の人は

「もしもし」と言います。これで、勉強しながら日本語らしさも楽
しめます。歌を覚えるのは早いです。「こぶたぬきつねこ」を振り
付けで歌うと喜んでいました。じゃんけんが好きみたいです。負け
た人が勝った人の後ろにどんどんつながっていく「電車ごっこ」も
よくやりました。教材も色々作りましたよ。お布団をふすまに片付
ける習慣等、絵に描いて見せるのが一番伝わりますから。今思えば、
日本らしい写真を色々持っていっておけば良かった。やっぱり自分
も色んな違いに気付くのが楽しかったですし、それを伝えるもの立
派な授業です。あの6ヶ月は私の一生の宝物です。

アシスタント真っ最中、又は派遣を無事修了した8人に

感想を聞いてみました！
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6

各コース担当講師は講座と事前オリエンテーションでの説明や、
英語の論文作成に関する英文のアドバイスなどを行います。

OKCはTOEIC®テストの試験会場として認定されています。

講座はオンラインによる1対1の個人講座となります

TOEIC®講座のための担当講師

TOEIC®990点

英検1級
青山学院大学卒
公立中学の英語教師として20年以上
のキャリアを持つ

原田 知哉

筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒

梅野 攻良

TOEIC®990点

英検1級
ニュージーランドIPC大卒
大学・企業（ソニーオリンパスなど）
TOEIC®主任講師として活躍

高木 恒司

TOEIC®990点

英検1級
上智大学外国語学部卒
カリフォルニア大学サンディエゴ校
に留学

浦谷 めぐみ

TOEIC®990点

英検1級

TOEIC®講座のための担当講師

TOEIC®990点

英検1級
神戸市外国語大学卒
英語講師として20年以上の
キャリアを持つ

大島 泰雄

中央大学法学部卒
チュースマンハッタン銀行等に勤
務後、TOEIC®専任講師として活躍

荒井 信一

TOEIC®990点

英検1級
早稲田大学卒
The Japan Times Academy
TOEIC®講師認定資格取得

宮田 典彦

TOEIC®980点

英検1級
大阪大学外国語学部卒
英語学校にて、難関国立大や英検
上位級の合格者を多数輩出

豊福 祐美

TOEIC®980点

英検1級

TOEIC®講座のための担当講師

オークランド工科大学卒
OKCオークランド事務所現地大学
入学手続き担当後日本OKCへ転勤
現在海外大学留学カウンセラー

佐々木 綾菜

TOEIC®990点

IELTS7.0
同志社大学英文学科卒
私立中・高進学校にて5年教師経験
を経てOKC留学カウンセラー
カリフォルニア大学に留学

福田 弥生

TOEIC®965点

英検1級
TOEIC®970点

英検1級
学習院大学経済学部卒
一橋大学大学院修了
マギル大学生涯学習教育部修了

竹内 春奈

東京大学文学部卒
キール大学大学院MBA取得

大塚 伸彦

TOEIC®990点

英検1級

TOEIC®講座のための担当講師

名古屋大学卒
日系企業の米国拠点で長年勤務し、
現在はTOEIC®専任講師として企業・
大学で活躍

小笠原 廣治

TOEIC®975点

英検1級
メルボルン大学卒、モナッシュ大
学博士課程修了。
中学での英語指導やオンラインで
の英語講師を経験

中村 亜樹子

TOEIC®990点TOEIC®960点英

英検1級
ボストン大学卒
オーストラリアの高校卒
日本の英語学校にて19年の
キャリアをもつ

福永 孝幸

西南学院大学卒
インターナショナルスクールにて
アシスタント教師として勤務
私立高校にて勤務

遠山 弥生

TOEIC®950点英

英検1級

SDGsに関する論文作成のための担当講師

京都大学工学部卒
オクラホマ州立大学大学院修了
元富士通米国

小野 友一

英検1級英検1級

東京大学工学部卒
東京大学大学院工学系修了
スタンフォード大学客員研究員
元パナソニック欧州研究所所長

広瀬 篤嗣

筑波大生物学類卒
筑波大学生物科学研究科修了
スイスバーゼル大学
キングスカレッジオブロンドン研究員

安達 在嗣

英検1級

筑波大生物学類卒
筑波大学院環境科学研究科修了
東京都立大学法学部卒

梅野 攻良

英検1級



無料オンラインおよび面談
～ カウンセリングのご案内～

留学経験のある専任のカウンセラーが、学校紹介・ビザ・
現地情報・見積もり作成など留学に関する皆さんの不安
や疑問に直接お答えします。

こんな方は、まずメールにてカウンセリングから！
はっきりとした目的が定まっていない方、他社と比較した
い方、最初から対面カウンセリングが心配な方、仕事な
どで時間が不規則な方 ・遠方でご来社できない方、お
問い合わせ内容を記入し、送信してください。

説明会参加、カウンセリング（お電話・オンライン・ご来社）には事前予約が必要となります
OKCホームページよりご予約下さい

OKCではご案内する費用はすべて実費で明細を提示しています
https://www.koryu.co.jp/

日本語教師派遣プログラム
～ オンライン説明会ご案内～

OKCでは日本語教師研修希望の方に無料で説明会を開催
しています。ぜひ説明会にご参加下さい！

英語圏で最も日本語が人気なオーストラリアとニュージーランド
研修期間のバリエーションと内容
日本語教授法の経験が無くても可能
詳しい派遣ボランティアの内容

www.koryu.co.jp
株式会社ＯＫＣ

地下センター）

阪急百貨店
富国生命
ビル

阪神百貨店

梅田ビル

新阪急ビル第１生命ビル

マルビル 第４ビル

第１ビル 第２ビル

新阪神ビル

大阪駅前第3ビル 30階

地下センター）

大阪オフィス
〒530-0001
大阪市北区梅田1-1  大阪駅前第3ビル30階

06-6341-8248
Mail： info@koryu.co.jp
Fax： 06-6341-8143

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

東京オフィス
〒163-0639             
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル39階

03-3340-5300
Mail：info@koryu.co.jp
Fax：03-3340-5327

営業時間

10：00～18：00（月－金）
11：00～18：00（第2・4土曜日）
第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業

新宿
第一生命ビル

郵便局

工学院大学
京王
プラザ
ホテル

安田生命

新宿
三井ビル

新宿住友ビル
ハイアット
リージェンシー

東京医科大学病院 野村ビル

損保ジャパンビル

都庁
第一庁舎

都庁
第二庁舎

都議
会棟

NSビル
KDDI

小
田
急
百
貨
店

京
王
百
貨
店

大ガード

JR

新
宿
駅

西口

新宿センタービル 39階
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