
The Japanese National Honor Society–
College Chapter (JNHS–CC) recognizes and 
encourages scholastic achievement and excel-
lence in the study of the Japanese language. 
The American Association of Teachers of Japa-
nese (AATJ) is pleased to assist teachers with a 
way to recognize their outstanding students, to 
maintain high standards in Japanese language 
education, and to promote activities that give 
students ways to use their language skills on 
their campuses and in their communities. Stu-
dents who are nominated for membership re-
ceive Certificates of Excellence and red and 
white cords to wear at graduation and are rec-
ognized on the AATJ website and in its news-
letter. Sponsoring instructors also receive rec-
ognition. 

Academic criteria for student membership in 
JNHS–CC are as follows: 
• completion of five semester or seven quarter 

courses of Japanese language study (or their 
equivalent) at the college undergraduate 
level. All five semester courses or seven 
quarter courses must be language study taken 
for a grade (as opposed to audit or pass-fail). 
Transfer credits from post-secondary institu-
tions other than the institution from which 
the student will receive the undergraduate 
degree may count toward these credit re-
quirements up to a maximum of two semes-
ter courses or three quarter courses (or their 
equivalent); 

• a GPA of 3.5 in Japanese language courses; 
and 

• an overall GPA of 3.0. 

Students should be nominated for membership 
when they are in the last semester/quarter be-
fore graduating. 

In order to form a chapter of JNHS–CC and 
nominate students for membership and recog-
nition, instructors must be members in good 

standing of AATJ. Sponsoring instructors then 
file an application together with a list of stu-
dents and the applicable fee (an annual $20 
chapter fee and $15 per nominated student). 

The application form comes in two formats: an 
online Microsoft Word form which can be 
filled out electronically and then printed out for 
submission and a Microsoft Word document 
that can be filled out by hand and mailed in. 
Both forms are available at www.aatj.org/
studentactivities/jnhs/JNHS-CC.html.  

Once the application and list of names has been 
received at the AATJ office, a packet including 
certificates for the students who are to be hon-
ored, red and white cords that can be worn at 
graduation ceremonies, suggested guidelines 
for a recognition ceremony, and a list of possi-
ble activities for the JNHS–CC chapter will be 
sent to the instructor. 
Please allow at least four weeks for the pro-
cessing of certificates.  

FOR MORE INFORMATION, CONTACT  
KATHY AJISAKA (jnhsj@aatj.org) 

Japanese National Honor Society–College 
Chapter (JNHS–CC): 日本語名誉学生団体一

大学支部は各大学で日本語学習での優秀な学業

成績の達成を奨励し、それを表彰するもので

す。全米日本語教育学会（American Association 
of Teachers of Japanese (AATJ)）は、日本語教師

が自らの優秀な学生の栄誉を称え、高い学習水

準を保つとともに、キャンパス内外で学生が日

本語を使用する機会を作るのを助ける目的で、

JNHS–CCを設立しました。この団体への入会

を推薦された学生は入会証、会員であることを

示す紅白の細綱（コ一ド）を受け取るととも

に、AATJのウェブサイト、ニュ一ズレタ一で

その栄誉を称えられます。また、学生の入会を

推薦した教師もウェブサイト、ニュ一ズレタ一

に名前が掲載されます。 

JNHS–CCへ入会するためには次の条件を全て

満たす必要があります。 

• 大学の学部レベルで5セメスタ一か7クォ一タ

一の日本語のクラスを終了したか、同等の条

件を満たすこと。この5セメスタ一、あるい

は7クォ一タ一のクラスはすべて日本語のク

ラスで、大学の学位を取るためにレタ一グレ

一ドで取得したものでなければなりません。

（聴講したクラス、あるいはパス・フェイル

で取ったクラスはこれには含まれません。）

学生が学士号を取った大学以外の大学で日本

語を取り、その単位を移した場合も、最大2
セメスタ一か3クォ一タ一、あるいは（同等

の条件）まで数えられます。 

• 日本語のクラスの平均成績(GPA)が3.5以上。 

• (日本語を含む）全てのコ一スの平均成績 
(GPA) が3.0以上。 

入会の推薦は学生の卒業前の最後の学期に限ら

れます。 

JNHS–CC入会のメリットとしては、以下のこ

とがあげられます。 

学生の場合： 

1) 会員であることを履歴書に記入できる(それ

によって就職や大学院進学が有利になる可能性

がある)。 

2) 日本の会社に就職を希望する場合に、高い

日本語能力を持つと判断され、採用の可能性が

高まる。 

3) 長年の努力を入会証という目に見える形で

手にすることができる。 

4) 長年日本語を勉強し続けて来て、あるレベ

ルに達したという達成感を得られる。 

5) 卒業式のレセプションなどで特別表彰され

ることで、日本語を勉強したことを家族に喜ん

でもらえる。 

6) 卒業した後に、たとえ日本語を続けられな

くても、書面で結果が残ったことはいい思い出

になる。 



教師の場合: 

1) 推薦状が書きやすくなる。 

2) 学生のモチベ一ションを高めることができる 

3) 上のクラスを取る学生や日本語を専攻する

学生の登録数を増やす助けとなる。 

4) 長年努力を重ねて来た学生を,口頭だけでな

く、書面をもって讃えてあげることができる。 

5) 所属機関に報告することで、教師の長年の

努力と献身を数字で提示できる。 

それぞれの大学でJNHS–CCの支部を作り、学

生の入会を推薦、表彰するためには、日本語教

師がAATJの会費を納めている会員でなければ

なりません。 

入会希望の学生を推薦される場合には以下の書

類が必要です。 

1) 推薦する学生氏名のリスト（入会証には英

語と日本語が併記されますので、英語と日本語

でお願いします)。 

2) 学生の入会費、ー人$15。 

3) 入会申し込み書と分会会費$20。 

1)と2)の支払い方法はチェックにてー括でお願

いします。チェックの宛先は AATJ です。 

申込用紙は www.aatj.org/studentactivities/jnhs/
JNHS-CC.html にあります。コンピュ一タ上で

書き込み、印刷し、お送りください。（用紙の

グレ一の部分に記入してください。タブを使う

と、それぞれの欄から次の欄への移動が可能と

なります。） 

申し込み用紙と入会希望の学生リストをお送り

いただくと、推薦くださった先生に各学生の入

会証明書とコ一ド、各校の入会セレモニ一など

に関する情報をお送りします。証明書が届くま

でには4週間ほどかかりますので、卒業のイベ

ントなどで会員証とコ一ドの授与を計画される

場合には、あらかじめ期日をお確かめの上、お

申し込みください。 
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American Association of Teachers of Japanese 
Campus Box 366, 1424 Broadway 

University of Colorado 
Boulder, CO 80309-0366 

303-492-5487 
Fax: 303-492-5856 

jnhs@aatj.org 
www.aatj.org さらに詳しい情報がご必要な方は、  

KATHY AJISAKA (jnhs@aatj.org) 
までご 連絡ください 
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