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　　 　　NO PASSION, NO PROGRESS
　　　　－情熱なくして、進化なし－
　　　　　　創刊2021年2月 1日

◎メルマガ「篠研の日本語教育能力検定試験対策」
　は、

　日本語学校から大学まで、20年以上教育と
　研究の現場第一線で活躍、

　10の学会・研究会に所属し、業界の隅から隅
　まで知り尽くした筆者が、

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　日本語教育を通じて成長する喜びを共有、
　　継続的な人材育成で国際社会に貢献する。

　　　　　　クレド（我が信条）
　　　　　 ～知的に輝く人生を～

　　　　　　　　ミッション

　　　　　>>日本語教師ライフを<<
　　　　　 >>トータルサポート<<
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　を信条に、平日３回（月・水・金）配信
　している日本語教育能力検定試験対策
　メルマガです。

　【ぜひお友達にも教えてあげてください】
　　https://www.kanjifumi.jp/mag_kentei/

　配信中止をご希望の方はこちらからお願い
　致します。
　　 https://www.kanjifumi.jp/mag_kentei/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　　　　　日本語教育能力検定試験
　　　　　　（2022年10月23日）まで、

 　　　　　　　 あと２９０日。



　
　　詳しい情報は日本国際教育支援協会様まで
　　　　http://www.jees.or.jp/jltct/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　「日本語教育能力検定試験に合格したいが、
　　　どうしたらいいのかわからない。」
　　　　　　　　　という方

　　　　なかなか合格できない理由とは？

【WEBで学ぶ通信講座
　「篠研の日本語教育能力検定試験対策」】
https://www.kanjifumi.jp/become/distancelearning/

　　「日本語教育能力検定試験」合格者の声
　　　　　　をご案内しています。
　　https://www.kanjifumi.jp/pass_report1/

　　https://www.kanjifumi.jp/pass_report/

　WEBコースの使い方を動画でご紹介しています。
　　　　https://youtu.be/MwgXcm8-Iqg

　　講義資料のサンプルもご覧いただけます。

　　　　　　「No.021 ヴォイス」
　　　　　https://bit.ly/36k6WQI

　　毎月「篠研サロン－検定対策部」で交流。
　　　　　　だから、続けられます。

　次回のサロンは、2022年1月14日（金）20:00－22:00

　　　　　　　【次回のテーマ】

　特別企画
　「日本語学校に就職する方法
　　　－DX時代に求められる日本語教師とは－」

　　講師：山本弘子先生
　　　　　（カイ日本語スクール代表）

　　　ぜひ、この機会にご入会ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《本メルマガのバックナンバーはこちら》

ブログ　篠研の日本語教育能力検定試験対策
https://www.kanjifumi.jp/kantei/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜篠崎の活動ダイジェスト＞



■令和４年の試験日程が発表されました。

■篠研サイトのトップページをプチリニューアル。

■陸続！陸続！止まらない！止まらない！

　篠研の通信講座検定会員様より、
　過去最大規模の合格報告メール！

■《今年失敗したくないなら、今すぐ動け！》

　令和４年出題範囲が変わる！合格必勝法徹底
　解説！合格者登壇！講座割引あり！
　日本語教育能力検定試験スタートアップセミナー
　https://www.kanjifumi.jp/startup_seminar/

　募集開始しました(^0^)／

■《締切１月末》
　通信講座無料コンサル５回に拡大

　キャンペーン！実施中！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

__c20__さん、おはようございます(^_^)

■令和４年の試験日程が発表されました。

　日本国際教育支援協会（JEES）より、
　令和４年の検定試験の日程が発表
　されました。

　試験日は、

　《令和４年10月23日（日）9:00～16:40》

　さあ、受験レースの号砲が鳴り響きましたよ！

　詳しくは、下のコラムで。

■篠研サイトのトップページをプチリニューアル。

　篠研のサービスを、

　▼First stage　日本語教育能力検定試験に合格！
　▼Second stage　授業力、教師力をスキルアップ！
　▼Third stage　プロ教師として自立できる！



　の３ステップで整理しました。

　これで、あなた様が今どのステージにいるのか、
　そして、篠研のどのサービスを利用すれば
　いいのか、わかりやすくなったと思います。

　ぜひ一度ご覧ください。

　https://www.kanjifumi.jp/

■陸続！陸続！止まらない！止まらない！

　篠研の通信講座検定会員様より、
　過去最大規模の合格報告メール！

　ありがたいことに、毎日怒涛のように
　合格報告メールを頂戴しております。

　日々、幸せのおすそ分けをいただいて
　いるようで、嬉しい限りです(^_^)

■篠研の通信講座修了生のI.M様より
　超！超！超！長文の合格報告メールを
　頂戴いたしましたのでご紹介いたします。

　I.M様、検定試験一発合格、おめでとう
　ございました。

　また、超！超！超！長文の合格報告
　メールをありがとうございました！
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　株式会社篠研　篠崎先生、

　I.Mと申します。今年1月より篠研の
　日本語教育能力試験対策講座を受講
　しておりました。

　本日合格証書を受け取りましたので、
　この喜びと感謝のお気持ちをお伝え
　したいと思いご連絡しております。

 
　私は日本語教師となって22年、日本
　語学校で教鞭を取った経験が無く、

　主にビジネスパーソンとそのご家族の
　プライベートレッスンを行っています。



　教師を派遣する学校で教務、運営など
　に10年ほど携わっていましたが教える
　ことに専念したくなり退職、

　現在は主にフリーランスで教師をして
　います。

　元々航空会社出身のため、日本語教師
　と並行して航空会社でサービス業にも
　従事していましたので、

　どちらが本業か自分に問うような働き
　方を続けて来ました。

　コロナ禍で航空業界の仕事がゼロになり、
　この２年はオリンピック時以外は日本語
　教師の仕事一筋でした。

　授業がオンライン化され移動時間が無く
　なった分を試験勉強に充てられると思い
　立ち、今年1月に篠研の門を叩きました。

　初めての試験勉強、還暦も目前という年
　齢でもあり、自信は全くありませんでし
　たが、やるなら今しかない、

　そしてなんとしても一発で受かりたいと
　思いました。

　毎日授業とその準備にかなりの時間を
　とられていましたので、

　朝5時半から6時半までは必ず篠研の講義
　資料を読むことに決め、

　学習リズムを整えることから始めました。

　朝学習の途中6時ごろに入ってくる篠崎
　先生からのメルマガにいつも励まされて
　いました。

　以下に私の合格につながったと思われる
　ことを箇条書きにします。

　篠研の講義資料を信じて、ほぼそれ一本
　でやり通した。



　Eラーニングは、受身の学習ではなく、
　時間もその日にやることも選べる点が
　自分に合っていた。

　家事をしながら、歩きながら、運転し
　ながら音声で講義資料を聞きまくった。

　早い時期に記述問題を添削していただ
　いた。

　篠研の対策セミナーを早い時期に１回、
　直前に1回受講した。

　（1日セミナーに時間をかけられなかっ
　　たので、ビデオ受講し、早送りで各々
　　3回視聴）

 
　今まで自分が行っていた授業が学びに
　活かされることの喜び、新しい気づきの
　連続で、

　とにかく学ぶ喜びを感じながら日々勉強
　に励むことができました。

　記述問題については全く自信がなかった
　ため、ろくに勉強もしていない早い時期
　にお願いした添削は、

　案の定赤ペンで真っ赤になって返送され
　てきましたが、

　そもそも記述添削の経験は生まれて初め
　てに等しかったので大変勉強になりました。

 
　今回の初試験、勉強をやり切ったとは言え
　ませんが、

　やれるだけはやったという気持ちで当日を
　迎えました。

　が、自分でも驚いたことに、試験開始後に
　胸のドキドキと手の震えが始まり、

　最初の30分は問題を読んでも頭に入って
　こない状態でした。

　結果、試験Iは「あと10分」のコールの
　時点で大問３つが丸々残っていました。



　一度は合格をあきらめましたが、気を取り
　直し初心に戻って試験II、試験IIIに臨み、
　必死に最後まで終えました。

　試験終了まで緊張が止むことはありません
　でした。

　これは若いころには全く経験したことが
　ない、加齢によるものだと思います。(笑)

　試験Iで大失敗をしてしまったので、合格
　の自信は全くありませんでしたが、

　一縷の望みは最後の記述だ、と思い鉛筆を
　置きました。

　今回の記述問題は、自分の実経験を活かし
　て解ける内容でした。

　篠崎先生の添削ご指導をベースに試験直前
　の2週間、

　毎日書きまくったことで、手ごたえを感じ
　られるようになりました。

 
　この試験対策勉強の経験により、日本語
　教師として成長できました。

　全ての内容が現在そして明日に繋がる
　学びでした。

　実際、試験III問題８の4コマのイラストは、
　翌日の授業（子供）で使いました。

 
　篠研に出会ったからこそ、合格をつかむ
　ことができました。

　ありがとうございました。

　今後も大好きな日本語教師と航空業界の
　場に身を置いて、日々成長すべく学び
　続けたいと思っております。

　今後もセミナー受講を予定しております
　ので、どうぞよろしくお願いいたします。



　最後になりましたが、Sさん（篠研スタッフ）
　に具体的なためになるアドバイスをいた
　だき大変参考になりました。

　Sさん（篠研スタッフ）が受験された際の、
　時間が足りなかったけど合格したという
　ご経験談にも勇気づけられました。

　くれぐれも宜しくお伝えください。

 
　とりとめもなく、長々と失礼いたしました。

　年末のご多忙の折ではございますが、
　お身体に気をつけて、良き新年をお迎え
　ください。

　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　> 私は日本語教師となって22年、日本
　> 語学校で教鞭を取った経験が無く、
　>
　> 主にビジネスパーソンとそのご家族の
　> プライベートレッスンを行っています。

　そうですか。大ベテランですね(^_^)

　> 今まで自分が行っていた授業が学びに
　> 活かされることの喜び、新しい気づきの
　> 連続で、
　>
　> とにかく学ぶ喜びを感じながら日々勉強
　> に励むことができました。

　素晴らしですね。

　学ぶことそのものに喜びや楽しさを感じら
　れれば、勉強も続けられるというものです。

　ましてや、I.M様は豊富な教師経験がおあ
　りですから、

　そうした経験と照らし合わせながら学ぶ
　ことで、

　より深い学びを得ることができたのでは
　ないかと思います。



　また、今後もフリーランスで頑張って
　いかれたいということでしたら、

　篠研サロン－ビジネス実践部
　https://www.kanjifumi.jp/salon/

　のご入会をご検討なさってみては
　いかがでしょうか。

　ここでも同じ志を持った日本語教師の
　方と交流できます。

　I.M様のますますのご活躍をお祈り
　いたします。

　また、セミナーでお会いしましょう！

■《今年失敗したくないなら、今すぐ動け！》

　令和４年出題範囲が変わる！合格必勝法徹底
　解説！合格者登壇！講座割引あり！
　日本語教育能力検定試験スタートアップセミナー
　https://www.kanjifumi.jp/startup_seminar/

　ただ今募集中です。

　次は、あなたが合格する番です！！

　今年初めて受験する方も、
　２度目３度目のチャレンジという方も、

　《今までのことは、一切関係なし！！》

　私たちといっしょに、最高のスタートを
　切りませんか。

　特に、来年は検定試験の出題範囲が変わり
　ます。

　それを知らずして検定試験に臨むのは、
　地図を持たずにジャングルの中を突き進む
　ようなもの。

　「来年、どうしても合格したい！！
　　いや、しなければならない！！」

　という方は、ぜひご参加ください。　



■通信講座無料コンサル５回に拡大
　キャンペーン！実施中！！

　締め切りは、１月末までです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆今日の名言☆

「あら探しをするよりも改善策を考えなさい。」

　　　　－ヘンリー・フォード
　　　　　　　　（フォード・モーター創業者）

問題を探すだけでなく、改善策を考え、それを
実行できていますか？

（斉藤 靖雄『人を動かす魔法の言葉』
　ソフトバンククリエイティブより。）

■それでは、

　「検定試験、必勝フォーマット」
　（検定試験に合格するための成功方程式）

　をどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■検定試験、必勝フォーマット■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和４年度試験日程が発表。今すぐ学習計画を立てよ！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

昨年12月24日に、試験実施団体である
日本国際教育支援協会（JEES）から

令和４年度試験日程が下記の通り発表され
ました。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

令和４年度の試験について

出願期間　令和４年７月４日（月）から
　　　　　８月１日（月）まで
　　　　　　　　（当日消印有効）（予定）

試験日　令和４年10月23日（日）9:00～16:40

 受験料 14,500円（税込）（予定）

 試験地区
北海道 、東北、関東、 中部、 近畿、中国、
九州



※地区内での会場は選べません。
※都合により変更する場合があります。

合否結果通知の発送
　　令和４年12月23日（金）（予定）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

マラソンに喩えれば、ゴール地点が
明確に示されたわけです。

ここでマラソン選手である受験生は
何を考えなければならないか。

それは、試験日までの学習計画です。

まずは、十分な学習時間の確保。

私の経験上、検定試験に合格するため
には、1000時間の学習時間が必要です。

ですので、これから勉強を始めるという
方は、明日から試験日までの日数を数え、

１日何時間、あるいは１週間に何時間
の学習時間が必要か計算してください。

また、今までもある程度検定試験の勉強
をしてきた、

あるいは、養成講座ですでに420時間
勉強してきたという方は、

その分の時間を差し引いた残りの時間
で計算してみてください。

それが、（あくまでも目安ですが）
あなたが試験日までに必要な学習の
時間的なペース配分です。

次に、１週間の学習時間割を立てて
ください。

「この時間は、試験勉強を最優先に
　あてる。」

と決め、試験日までできるだけ守って
ください。



もちろん、どうしてもほかの用事を
しなけれならないときもあるでしょう。

その時は、必ずその分の時間を他の
時間で取り返すようにしてください。

次に、教材選びです。

教材選びのポイントは、以下の３点
です。

１．検定試験合格水準の内容であること。

　　ざっくりした内容の教材では合格
　　できません。

　　検定試験の過去問を十分研究した
　　内容であることが重要です。

２．初学者にとってもわかりやすく、
　　くわしい解説であること。

　　初学者は得てして薄めの教材を選び
　　がちですが、

　　ですが、それでは合格水準の知識は
　　身につきません。

　　ボリューミーであっても、合格に
　　必要十分な内容を備えた教材がベスト
　　です。

３．本試験さながらの模擬問題がついて
　　いること。

　　理解のチェックをしたり、本試験の
　　雰囲気を知るためにも、模擬問題は
　　重要です。

　　解説の後には必ず模擬問題がついて
　　いる教材を選びましょう。

そして、最適な教材を選んだならば、
つぎは、それをもとにして大雑把な
学習計画を立てます。

選んだ教材を最低５回は熟読すること、

そして、試験前２か月からは過去問を
使った模擬試験、



試験前１か月は苦手分野の克服のための
勉強。

これらを念頭に入れて計画を立ててみて
ください。

あとは、学習の進捗状況をみながら、
試験日まで粛々と勉強するのみです。

「学習計画をどう立てたらいいのか
　わからない。」

と不安な方は、一度篠研の無料カウン
セリングを利用なさるといいでしょう。

検定試験に合格し、プロの日本語教師
として活躍している専門スタッフが、

あなたに最適な学習方法をご提案します。

日本語教育能力検定試験　無料カウンセリング
https://www.kanjifumi.jp/free_counseling/

もう動き出さないとダメな時期ですよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【問題】

　次のうち、準体助詞の「の」を含んだ例文は
　どれ？

　１　それは、私の本です。
　２　彼女の大好きなブランドです。
　３　そのかばん、僕のです。
　４　つまり、そういうことなのです。

　
　それでは、早速まいりましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■日本語教育能力検定試験　キーワード解説■■
----------------------------------------------
これまでの日本語教育能力検定試験に出題された
キーワードを、随時解説していきます。

知識の補完・整理にご活用ください。

「日本語教育能力検定試験キーワード」
https://www.kanjifumi.jp/keyword/



----------------------------------------------
「準体助詞」
　https://www.kanjifumi.jp/keyword/jyunntaijyosi/

名詞の代わりとして働く助詞。

例　そのかばん、僕のです。

この時の「の」は「のもの」という意味で用いられ
ています。

「もの」は名詞（＝体言）。

このような場合の「の」は体言に準じた働きを
しているため、準体助詞と呼ばれています。
----------------------------------------------
問題の答え　３
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■合格水準の詳しい解説はYouTube動画で■■

篠研の日本語教育チャンネル
https://bit.ly/3k0h5ck
（キーワードで検索すると、該当の動画が
　表示されます。）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

《令和４年新出題範囲、完全対応》

【WEBで学ぶ通信講座
「篠研の日本語教育能力検定試験対策」】
　https://youtu.be/THBRhyoy0qo
　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■篠研の「圧巻！日本語教育能力検定試験対策■
■セミナー」　　　　　　　　　　　　　　　■

《来年失敗したくないなら、今すぐ動け！》

令和４年出題範囲が変わる！合格必勝法徹底
解説！合格者登壇！講座割引あり！
日本語教育能力検定試験スタートアップセミナー
https://www.kanjifumi.jp/startup_seminar/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■日本語教育能力検定試験対策セミナー動画■■

《今からしっかり基本を固めよ。》

　2021年度版　篠研の
　「圧巻！日本語教育能力検定試験基礎固め
　セミナー」動画



　（全収録時間約751分（12時間31分））
　https://www.kanjifumi.jp/kisogatame_doga/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■『日本語教育能力検定試験本試験形式
　　模擬問題集2021年度版』
　　https://www.kanjifumi.jp/mogimondaisyu2021/

　　好評発売中！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■『日本語教育能力検定試験 キーワード
　　一問一答 2021年度版』
　　https://www.kanjifumi.jp/ichimonitto/

　　好評発売中！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■メルマガ登録特典■

ご登録いただいたあなた様に、下記特典を
ご用意いたしました。

ぜひ、これからの日本語教師ライフに
ご活用下さい。

特典「日本語教育能力検定試験　記述問題対策」
　　　https://www.kanjifumi.jp/9ka3

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■姉妹メルマガ■

日本語教師をめざす方、現職日本語教師の方
のための無料メルマガ。

検定試験に合格し現場にたったら、ぜひこちら
もご登録ください。

篠研の“日々成長する教師”
https://www.kanjifumi.jp/become/mag/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジン　篠研の日本語教育能力検定試験対策
■発　 行　 者：篠崎大司
■ホームページ：https://www.kanjifumi.jp/
■問い合わせ　：info@kanjifumi.jp
■配信中止をご希望の方はこちらからお願い
　致します。
  https://www.kanjifumi.jp/mag_kentei/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★私のプロフィールはこちらです。
　https://www.kanjifumi.jp/about/profile/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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