令和２年９月
（公財）愛知県国際交流協会

外国人のための日本語教室一覧（一般向け教室）
番号等

1
名古屋市
千種区
一般

2
名古屋市
千種区
一般

3
名古屋市
千種区
一般

4
名古屋市
千種区

5
名古屋市
東区
一般

6
名古屋市
北区
一般

7
名古屋市
西区
一般

8
名古屋市
中村区

9
名古屋市
中村区
一般

10
名古屋市
中村区

開催曜日・時間等

名

曜日/時間 火・木曜日 11:30～13:00

主催 さくらの会

開催場所

問合先

名古屋大学 国際棟（旧留学生センター）
住所 名古屋市千種区不老町

Eメール sakuranokai2004jp@yahoo.co.jp

最寄駅 地下鉄名城線「名古屋大学」

中国語会話クラブ

曜日/時間 日曜日 10：00～12：00

主催 中国語会話クラブ

開催場所

問合先

不定

052-531-0440

住所 不定

Eメール yamashita61@yahoo.co.jp

最寄駅 今池

ほしがおか日本語教室

曜日/時間 毎週火曜日 10：00～11：30

主催 ２６の会

開催場所

問合先

080-4547-9290

住所 名古屋市千種区星が丘1-3

Eメール hoshigaoka26kai@gmail.com

最寄駅 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅

ろう者が通う日本語教室

曜日/時間 相談により決定

主催 （特活）名古屋ろう国際センター

開催場所

052-778-8108

星が丘コミュニティセンター

特定非営利活動法人 名古屋ろう国際センター
住所 名古屋市千種区振甫町2-32 ドルフ振甫南館102

Eメール info@deaf-ic.org

最寄駅 地下鉄東山線「池下」

第189期ロシア語講座（日本語講座含む）
主催 日本ユーラシア協会愛知県連合会

曜日/時間 相談可 基本は月曜日から土曜日 クラスにより午前、午後、
時間外
開催場所 愛知民主会館３階 ロシア語教室

問合先

住所 名古屋市東区葵1-22-26

052-932-7211

Eメール kacchan4@gmail.com

最寄駅 地下鉄新栄駅

黒川日本語教室

曜日/時間 毎週木曜日 18:30～20:15

主催 黒川日本語教室

開催場所

問合先

住所 名古屋市北区清水4-17-1

080-3687-5658

名古屋市総合社会福祉会館

Eメール uedamatuitakahashi@hotmail.co.jp

最寄駅 地下鉄名城線「黒川」駅

にしにほんごの会

曜日/時間 毎月第1～第4日曜日 10:30～12:00

主催 にしにほんごの会

開催場所

問合先

西生涯学習センター
住所 名古屋市西区浄心1丁目1-45

Eメール kaguraoka28@gmail.com

最寄駅 地下鉄名城線「浄心」

あいち日本語の会

曜日/時間 月曜日 10:00～11:30

主催 あいち日本語の会

開催場所

問合先

一般

室

さくらの会

問合先

一般

一般

教

090-3852-8479

名古屋国際センター研修室もしくは会議室
住所 名古屋市中村区那古野1-47-1

Eメール aichinihongo@gmail.com

最寄駅 地下鉄桜通線「国際センター」駅すぐ

ＮＩＣ日本語の会
主催 (公財)名古屋国際センター

曜日/時間 日曜日 10:30～11：30、12：00～13：30、14：00～15：30のい
ずれか（クラスにより異なる、全10回程度）
開催場所 名古屋国際センター

問合先

住所 名古屋市中村区那古野1-47-1

052-581-5689

Eメール vol@nic-nagoya.or.jp

最寄駅 地下鉄桜通線「国際センター」から徒歩1分

日本語教室

曜日/時間 土曜日 10:00～11:30

主催 （特活）ワールドワークサポート

開催場所

問合先

住所

090-7692-9994

Eメール info@wwsupport.jp

名古屋国際センター

最寄駅 桜通線名古屋国際センター

1

番号等

11
名古屋市
中区
一般

12
名古屋市
中区
一般

13
名古屋市
中区
一般

14
名古屋市
中区
一般

15
名古屋市
中区
一般＆
子ども

16
名古屋市
中区
一般

17
名古屋市
中区
一般

18
名古屋市
中区
一般

19
名古屋市
中区
一般

20
名古屋市
中区
一般

教

室

開催曜日・時間等

名

あいち国際プラザにほんご教室
主催 (公財)愛知県国際交流協会

曜日/時間 火曜日 13:30～15:00、金曜日 13:30～15:00と19:00～
20:30、土曜日 10:30～12:00と14:00～15:30
開催場所 あいち国際プラザ

問合先

住所 名古屋市中区三の丸2-6-1 愛知県三の丸庁舎内

052-961-8746

Eメール koryu@aia.pref.aichi.jp

最寄駅 地下鉄名城線「市役所」5番出口から徒歩５分

日本語教室「あかさたな」

曜日/時間 木曜日 10:30～12:00 (12:00～13:00サロン)

主催 ＡＬＯＥ（海外生活体験のある女性の会）

開催場所

問合先

住所 名古屋市中区三の丸2-6-1

052-723-7297(英語担当: Miki)

あいち国際プラザ

Eメール akasatanaaloe@gmail.com

最寄駅 地下鉄名城線「市役所」から徒歩５分

いろは日本語の会

曜日/時間 木曜日 10:15～11:45 （春、夏、冬期休みあり）

主催 いろは日本語の会

開催場所

問合先

住所 名古屋市中区栄3丁目18-1 ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ６F

0568-78-1804

名古屋市市民活動推進センター

Eメール irohanihongonokai@yahoo.co.jp

最寄駅 東山線栄8番出口から徒歩7分, 名城線矢場町6番出口から徒歩5分

高卒認定試験受験に向けた学習支援

曜日/時間

主催 （特活）あいち・子どもNPOセンター

開催場所

問合先

052-232-3655

愛知県図書館5階 研修室
住所 名古屋市中区三の丸一丁目9-3

Eメール aichi-kodomo@moun

最寄駅 地下鉄丸の内駅

ことばの会

曜日/時間 水・金曜日 10:00～11:30

主催 ことばの会

開催場所

問合先

090-9184-1995

名古屋市女性会館（イーブルなごや）
住所 名古屋市中区大井町7-25

Eメール masayopuri@yahoo.co.jp

最寄駅 地下鉄名城線「東別院」から徒歩３分

名古屋YWCAグローバルスクール ファミリークラス

曜日/時間 金曜日 10:00～12:00

主催 （公財）名古屋YWCA

開催場所

問合先

住所 名古屋市中区新栄町2-3

052-961-7707

名古屋YWCA

Eメール seminar@nagoya-ywca.or.jp

最寄駅 地下鉄「栄」駅

日本語能力試験対策講座
主催 （一社）グローバル愛知

曜日/時間 4月-6月/9月-11月の毎週月曜日(18:00～19:30) 4月-6月/9
月-11月毎週水曜日(18:00～19:30)
開催場所 グローバル愛知事務所

問合先

住所 名古屋市中区丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内502

052-218-5955

Eメール info@global-aichi.or.jp

最寄駅 地下鉄丸の内駅

東別院日本語教室

曜日/時間 金曜日 14:00～16:00

主催 東別院日本語教室

開催場所

問合先

090-8469-6600

東別院会館1階
住所 名古屋市中区橘2-8-45

Eメール kanachikk@hotmail.co.jp

最寄駅 名城線 東別院

東別院日本語教室・夜の部
主催 東別院日本語教室・夜の部

曜日/時間 毎週金曜日 19:00～20:30（ただし春期・夏期・冬期の休みあ
り）
開催場所 東別院会館

問合先

住所 名古屋市中区橘2-8-45

090-1824-0848

Eメール higashibetsuinnihongoyoru@gmail.com

最寄駅 名城線 東別院

ヘルピングハンズ日本語教室

曜日/時間

主催 ヘルピングハンズアンドハーツジャパン

開催場所

問合先

住所

052-710-7479

Eメール japanese1@hhahj.jpn.org/

最寄駅

2

番号等

21
名古屋市
中区
一般

22
名古屋市
熱田区
一般

23
名古屋市
中川区
一般＆
子ども

24
名古屋市
港区
一般

25
名古屋市
港区
一般

26
名古屋市
南区
一般

27
名古屋市
南区
一般＆
子ども

28
名古屋市
緑区
一般＆
子ども

29
名古屋市
緑区
一般＆
子ども

30
名古屋市
緑区
一般

教

室

開催曜日・時間等

名

らんぐ日本語教室

曜日/時間 土曜日午前

主催 にほんごの会 らんぐ

開催場所

問合先

070-1613-1996

ナディアパーク6F（名古屋市市民活動推進センター）
住所 名古屋市中区栄3-18-1

Eメール jlangue2@gmail.com

最寄駅 地下鉄栄 出口7,8、矢場町 出口6

Japanese Language Volunteer in Nagoya

曜日/時間 月2回の土曜日（中級会話：15時、初級：17時）

主催 Japanese Language Volunteer in Nagoya

開催場所

問合先

住所 名古屋市熱田区新尾頭2-2-19

090-1735-1988

劇団名古屋 １階

Eメール jlvn2015@yahoo.co.jp

最寄駅 金山駅

日本伝統文化・茶道・華道 ひまわりの会

曜日/時間 第2土曜日、第4土曜日

主催 日本伝統文化・茶道・華道 ひまわりの会

開催場所

問合先

住所 名古屋市中川区戸田ゆたか1-1308

052-301-1624・090-9186-9411

日本伝統文化・茶道・華道 ひまわりの会

Eメール kikuko1308@nifty.com

最寄駅 近鉄 戸田駅

九番団地日本語教室 AULA DO KYUBA

曜日/時間 土曜日 19:00～21:00

主催 九番団地日本語教室 AULA DO KYUBA

開催場所

問合先

052-881-9219

九番団地一棟集会所
住所 名古屋市港区九番町九番団地一棟集会所

Eメール takeo1950@mbr.nifty.com

最寄駅 地下鉄名港線「東海通」から徒歩5分

国際留学生会館日本語学習会

曜日/時間 土曜日 10:00～12:00

主催 (公財)名古屋国際センター

開催場所

問合先

052-654-3511

国際留学生会館
住所 名古屋市港区港栄2-2-29

Eメール isc@nic-nagoya.or.jp

最寄駅 地下鉄名港線港区役所

Lop hoc tieng Nhat, Trung tam Minami

曜日/時間 毎週土曜日 18:30～20:30

主催 （特活）名古屋ベトナムネット

開催場所

問合先

住所 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-10

090-1783-1945

名古屋南生涯学習センター

Eメール 758vietnam.net@gmail.com

最寄駅 JR笠寺駅/名鉄大江駅

みなみ文化日本語教室

曜日/時間 毎週金曜日 18:30～20:30（年末年始 祝日を除く）

主催 みなみ文化日本語の会

開催場所

問合先

住所 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-10

052-811-7050

南生涯学習センター

Eメール asadafam@nifty.com

最寄駅 JR笠寺駅

ヒルズ日本語ｄｅウォーク

曜日/時間 金曜日 18:30～20:10

主催 ヒルズ日本語ｄｅウォーク

開催場所

問合先

050-5585-0621

ユメリア徳重（名古屋市徳重地区会館）3階
住所 名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の41

Eメール ankumi27@hotmail.com

最寄駅 桜通線 徳重駅

みどり日本語教室

曜日/時間 毎週木曜日 19:30～21:00

主催 みどり日本語教室（中国帰国者支援の会）

開催場所

問合先

住所 名古屋市緑区浦里1-110

090-1757-9200

市営浦里荘集会所

Eメール

最寄駅 市バス浦里2丁目

森の里にほんご教室

曜日/時間 土曜日 19:30～21:00

主催 森の里にほんご教室

開催場所

問合先

住所 名古屋市緑区大高町森の里2丁目

Eメール kazuko65kg@ezweb.ne.jp

最寄駅 JR大高駅から歩いて15分

3

ふれあいステーションみどりのさと（森の里第2集会所）

番号等

31
豊橋市
一般＆
子ども

32
豊橋市
一般＆
子ども

33
豊橋市
一般＆
子ども

34
豊橋市
一般

35
豊橋市
一般

36
豊橋市
一般

37
豊橋市
一般

38
豊橋市
一般

39
岡崎市
一般

40
岡崎市
一般

教

室

開催曜日・時間等

名

岩田親子日本語教室

曜日/時間 毎週土曜日 10:00～12:00

主催 （特活）フロンティアとよはし

開催場所

問合先

0532-55-5470

県営岩田団地集会所
住所 豊橋市中岩田6-1

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス「岩田団地」

岩田団地日本語教室

曜日/時間 毎週月・金曜日 19:30～21:30

主催 （特活）フロンティアとよはし

開催場所

問合先

住所 豊橋市中岩田6-1

0532-55-5470

県営岩田団地集会所

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス「岩田団地」

学習支援（豊橋）

曜日/時間 火・木・金曜日 19:30～21:30

主催 （特活）いまから

開催場所

問合先

住所 豊橋市牟呂町字東里26

090-9894-8823

豊橋市青少年センター内

Eメール mm-ima@tees.jp

最寄駅 バス 西部団地

金田住宅日本語教室

曜日/時間 毎週火・水曜日 19:30～21:30

主催 （特活）フロンティアとよはし

開催場所

問合先

0532-55-5470

石巻校区市民館 金田分館
住所 愛知県豊橋市石巻本町字出口1

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス 金田住宅

Comuna Nihongo

曜日/時間 日曜日 9:30～13:00

主催 Fundação Comuna

開催場所

問合先

090-6806-7054

Comunidade da Graça
住所 豊橋市下地町五貫32

Eメール valeriamassuno@hotmail.com

最寄駅 JR下地

豊橋ふれあい日本語教室

曜日/時間 木曜日 10:00～11:30（ただし春、夏、冬季休暇あり）

主催 (公財)豊橋市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 豊橋市草間町東山143－6

0532-55-3671

アイプラザ豊橋

Eメール tia@tia.aichi.jp

最寄駅 豊橋鉄道渥美線「南栄」から徒歩8分

にほんごきょうしつ
主催 (公財)豊橋市国際交流協会

曜日/時間 土曜日 15:30～17:00、日曜日 13:00～14:30、15:30～
17:00、平日10:00～正午
開催場所 (公財)豊橋市国際交流協会

問合先

住所 豊橋市駅前大通2-33-1 開発ビル3階

0532-55-3671

Eメール tia@tia.aichi.jp

最寄駅 ＪＲ「豊橋」から徒歩7分

柳原住宅日本語教室

曜日/時間 毎週火・木曜日 19:30～21:00

主催 （特活）フロンティアとよはし

開催場所

問合先

0532-55-5470

東陽地区市民館 会議室
住所 豊橋市多米中町1丁目6-1

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス「柳原住宅」

日本語教室

曜日/時間 土曜日 18：30～20：00

主催 外国人のための日本語講座の会

開催場所

問合先

住所 岡崎市下青野町天神64

0564-43-3367

岡崎市六ツ美市民センター

Eメール mutsu32075@yahoo.co.jp

最寄駅 JR岡崎駅西口からバスで12分「下青野」停留所下車、目の前

ＬＩＣＣ日本語教室

曜日/時間 土曜日 10:30～12:30、14:30～16:30

主催 ＬＩＣＣ日本語教室

開催場所

問合先

住所 岡崎市康生通4-71りぶら国際交流センター内

090-9936-6762

Eメール rocky-kawai@yk.commufa.jp

りぶら国際交流センター研修室

最寄駅 岡崎公園前（名鉄）

4

教

41

りぶら日本語サロン

曜日/時間 木曜日 10:00～11:50、日曜日10:00～11:50

主催 りぶら日本語サロン

開催場所

岡崎市
一般

42
一宮市
一般

43
一宮市
一般

44
瀬戸市
一般＆
子ども

45
瀬戸市
一般＆
子ども

46
半田市
一般

47
半田市
一般

48
春日井市
一般

49
春日井市
一般

50
春日井市
一般

問合先

室

開催曜日・時間等

番号等

名

0564-45-3165

りぶら国際交流センター内
住所 岡崎市康生通4丁目71

Eメール etsuji.uno@gmail.com

最寄駅 名鉄バス 康生町

日本語ひろば
主催 一宮市国際交流協会

曜日/時間 毎週日曜日 10:00～12:15（第3日曜日・祝日・年末年始等を
除く）
開催場所 一宮市向山公民館

問合先

住所 一宮市古金町1-12-1

0586-85-7076

Eメール kokusai@city.ichinomiya.lg.jp

最寄駅 ＪＲ「尾張一宮」または名鉄「名鉄一宮」から徒歩20分

日本語ひろば びさい
主催 一宮市国際交流協会

曜日/時間 毎週日曜日 14:00～15:45（第1日曜日・祝日・年末年始等を
除く）
開催場所 三条つどいの里

問合先

住所 一宮市三条字賀11-1

0586-85-7076

Eメール kokusai@city.ichinomiya.lg.jp

最寄駅 JR「尾張一宮」又は「名鉄一宮」駅から名鉄バス「尾西公園前」下車

にほんご オアシス

曜日/時間 木曜日 19：30～21：00、金曜日 10:00～11:30

主催 にほんご オアシス

開催場所

問合先

0561-84-2264

パルティせと 4階マルチメディアルーム
住所 瀬戸市栄町45

Eメール nihongo.oasis@gmail.com

最寄駅 名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅

日本語のひろば

曜日/時間 日曜日 10:00～11:30

主催 日本語のひろば

開催場所

問合先

パルティせと
住所 瀬戸市栄町45番地

Eメール nihongonohirobaseto@gmail.com

最寄駅 尾張瀬戸駅

日本語教室（さくら）

曜日/時間 日曜日 10：00～12：00

主催 半田国際交流協会

開催場所

問合先

住所 半田市雁宿町1丁目22番地の1

0569-26-1929

半田市福祉文化会館

Eメール hia@poplar.ocn.ne.jp

最寄駅 名鉄「知多半田」から徒歩１分

日本語スクール

曜日/時間 土曜日 19:30～21:30

主催 国際ボランティアポレポレ

開催場所

問合先

住所 半田市雁宿町1丁目22番地の1

0569-29-3188

雁宿ホール

Eメール

最寄駅 名鉄「知多半田」駅

外国人のための日本語講座（実践クラス）〈東部市民
センター〉
主催 春日井市（春日井市東部市民センター）

曜日/時間 日曜日（不定期）（各8回）

問合先

0568-92-8511

開催場所

春日井市東部市民センター
住所 春日井市中央台2-2-1

Eメール tobu@city.kasugai.lg.jp

最寄駅 JR「高蔵寺」から名鉄バス「高森台」下車徒歩５分

かすがいふれあい教室(日本語教室)

曜日/時間 第2～5週の金・日曜日 10:00～12:00

主催 春日井市（春日井市市民活動支援センター）

開催場所

問合先

住所 春日井市春見町3

0568-56-1944

春日井市市民活動支援センター（ささえ愛センター）

Eメール sasae-i@city.kasugai.lg.jp

最寄駅 JR「春日井」駅から名鉄バス「鳥居松」下車徒歩５分

クロスカル日本語の会

曜日/時間 相談

主催 クロスカル

開催場所

問合先

住所 春日井市中央台1-2-2 アピタ1階 春日井市藤山台1丁目１

0568-70-8823

Eメール hisa-kiyo@sf.commufa.jp

東部ほっとステーションまたはグルッポふじとう

最寄駅 高蔵寺
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番号等

51
豊川市
一般

52
津島市
一般＆
子ども

53
津島市
一般

54
碧南市
一般

55
刈谷市
一般＆
子ども

56
刈谷市
一般＆
子ども

57
豊田市
一般＆
子ども

58
豊田市
一般

59
豊田市
一般

60
豊田市
一般

教

室

開催曜日・時間等

名

豊川市国際交流協会 日本語教室
主催 （公財）豊川市国際交流協会

曜日/時間 火・水・木曜日 10:00～12:00（ひるまクラス）、土曜日 18:00
～21:00（夜クラス）
開催場所 豊川市勤労福祉会館

問合先

住所 豊川市新道町1-1-3

0533-83-1571

Eメール oiden.tia@toyokawa-tia.jp

最寄駅 名鉄豊川線「諏訪町」

つしま にほんご教室

曜日/時間 毎週金曜日 19:00～20:30

主催 つしま にほんご教室

開催場所

問合先

住所 津島市藤浪町3丁目89-10

070-5250-2603

津島文化会館

Eメール tsushima.nihongo@gmail.com

最寄駅 名鉄津島駅

日本アハマディア・ムスリム協会

曜日/時間 日曜日 16:30～17:30

主催 （一社）ヒューマニティー・ファースト・ジャパン

開催場所

問合先

住所 津島市蛭間町宮重526

0567-55-9322

ザ・ジャパンモスク

Eメール anees1978@gmail.com

最寄駅 青塚駅、木田駅

日本語教室

曜日/時間 毎週日曜日 10:00～11:30

主催 碧南市友好親善協会

開催場所

問合先

0566-48-2753

碧南市文化会館/碧南市役所談話室
住所 碧南市源氏神明町4/碧南市松本町28

Eメール international@city.hekinan.lg.jp

最寄駅 名鉄三河線「碧南中央」駅

KIFAV日本語教室
主催 KIFA親善ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ日本語支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ

曜日/時間 毎週木曜日 10:00～11:30、土曜日（月3回） 19:00～20:30、
日曜日（月3回） 10:00～11:30
開催場所 刈谷市国際プラザ

問合先

住所 刈谷市東陽町1丁目32番地2 刈谷市民交流センター2階 国際プラザ

0566-62-1209

Eメール kokusai@katch.ne.jp

最寄駅 JR/名鉄「刈谷」駅

土曜親子日本語教室

曜日/時間 土曜日 14:00～15:30

主催 愛知教育大学外国人児童生徒支援ﾘｿｰｽﾙｰﾑ

開催場所

問合先

住所 刈谷市井ヶ谷町広沢1

0566-26-2219

愛知教育大学

Eメール gendaigp@auecc.aichi-edu.ac.jp

最寄駅 名鉄知立駅（知立駅より名鉄バスに乗車「愛知教育大学前」下車）

AIUEO

曜日/時間 木曜日 10:00～11:30

主催 （公財）豊田市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 豊田市小坂本町1-25豊田産業文化センター3階

0565-33-5931

（公財）豊田市国際交流協会

Eメール tia@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分

アバンセ日本語教室

曜日/時間 土曜日 16:00～17:30

主催 株式会社アバンセコーポレーション

開催場所

問合先

0565-33-5931

末野原交流館
住所 豊田市豊栄町11-36-1

Eメール tia-system@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 愛知環状鉄道「末野原」駅から徒歩5分

Alpha日本語教室

曜日/時間 日曜日 10：30～12：30

主催 (公財）豊田市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 豊田市小坂本町1-25豊田産業文化センター3階

0565-33-5931

(公財）豊田市国際交流協会

Eメール tia@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分

外国人のためのキャリアサポート初級日本語教室

曜日/時間 火・水曜日 ①7:00～8:30 ②19:00～20:30

主催 NPO法人トルシーダ（豊田市産業労働部委託

開催場所

問合先

住所 豊田市保見ヶ丘5-1

090-6462-3867

Eメール torcidajpjp@yahoo.co.jp

UR保見ヶ丘第２集会所

最寄駅 愛環保見駅
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番号等

61
豊田市
一般

62
豊田市
一般

63
豊田市
一般

64
豊田市
一般

65
豊田市
一般

66
豊田市
一般

67
豊田市
一般

68
豊田市
一般

69
豊田市
一般

70
安城市
一般＆
子ども

教

室

開催曜日・時間等

名

外国人のためのキャリアサポート中級日本語教室

曜日/時間 月曜日～金曜日 10:00～15:00

主催 NPO法人トルシーダ（豊田市産業労働部委託

開催場所

問合先

090-6462-3867

豊田高等職業訓練校
住所 豊田市陣中町1-22-2

Eメール torcidajpjp@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄 豊田市駅／愛環 新豊田駅

こんにちは

曜日/時間 土曜日 13:00～15:00

主催 （公財）あすて

開催場所

問合先

住所 豊田市本町本竜43

0565-52-0362

（公財）あすて

Eメール astenasa@hm9.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄三河線 竹村駅

たのしいにほんご

曜日/時間 金曜日 10:00～11:30

主催 （公財）あすて

開催場所

問合先

住所 豊田市本町本竜43

0565-52-0362

（公財）あすて

Eメール astenasa@hm9.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄三河線 竹村駅

東陽精機日本語教室

曜日/時間 水曜日 16:00～17:30

主催 東陽精機株式会社

開催場所

問合先

0565-33-5931

東陽精機PRホール
住所 豊田市高岡本町秋葉137-1

Eメール tia-system@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄三河線 若林駅

西保見小学校保護者向け「つながるにほんご」

曜日/時間 土曜日 13:00〜14:30

主催 豊田市立西保見小学校地域学校協働本部

開催場所

問合先

0565-33-5931

西保見小学校 図書室
住所 豊田市保見ケ丘2丁目185

Eメール tia-system@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 愛知環状鉄道「保見」・名鉄豊田線「浄水」

日本語サロン

曜日/時間 水曜日 10：00～12：00

主催 (公財）豊田市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 豊田市小坂本町1-25豊田産業文化センター3階

0565-33-5931

(公財）豊田市国際交流協会

Eメール tia@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分

にほんごドットJP

曜日/時間 日曜日 13：30～15：00

主催 (公財）豊田市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 豊田市小坂本町1-25 豊田産業文化センター3階

0565-33-5931

(公財）豊田市国際交流協会

Eメール tia@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分

にほんごひろば
主催 (公財）豊田市国際交流協会

曜日/時間 会話クラス：金曜日：13:30～15:00、土曜日：10:00～11:30
読み書きクラス：土曜日：10:00～11:30
開催場所 (公財）豊田市国際交流協会

問合先

住所 豊田市小坂本町1-25 豊田産業文化センター3階

0565-33-5931

Eメール tia@hm.aitai.ne.jp

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分

保見ヶ丘日本語教室HOMIGO

曜日/時間 日曜日 10：00～12：00

主催 豊田市

開催場所

問合先

住所 豊田市西町3-60

0565-34-6963

保見団地公団141棟 第2集会所

Eメール kokusai@city.toyota.aichi.jp

最寄駅 愛知環状鉄道「保見」駅

さくら日本語の会

曜日/時間 火曜日 10：00～11：30

主催 さくら日本語の会

開催場所

問合先

住所 安城市赤松町大北78番地4

0566-72-7645

Eメール tmn-40906@nifty.com

安城市役所社会福祉会館

最寄駅 JR「安城」
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番号等

71
安城市
一般

72
安城市
一般

73
西尾市
一般＆
子ども

74
西尾市
一般＆
子ども

75
蒲郡市
一般＆
子ども

76
蒲郡市
一般＆
子ども

77
蒲郡市
一般

78
蒲郡市
一般

79
犬山市
一般

80
犬山市
一般＆
子ども

教

室

開催曜日・時間等

名

「サルビアにほんごの会」日本語教室

曜日/時間 土曜日 10：00～11：30

主催 サルビアにほんごの会

開催場所

問合先

0566-99-6195

安城市民交流センター
住所 安城市大東町11番3号

Eメール tomiko@pc-cons.com(日本語のみで対応）

最寄駅 JR「安城」

にほんごひろば

曜日/時間 木曜日 10：00～11：30

主催 にほんごひろば

開催場所

問合先

住所 安城市桜町17‐11

Eメール kazu44887@gmail.com

最寄駅 JR「安城」

西尾にほんごひろば

曜日/時間 日曜日 9:30～12:00

主催 西尾市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 西尾市花ノ木町2-1

0563-65-2178

安城市文化センター

西尾市総合福祉センター

Eメール info@nishio-nia.jp

最寄駅 名鉄「西尾」駅から徒歩7分

日本語教室（木曜クラス）

曜日/時間 木曜日 9:30～11:00

主催 西尾市国際交流協会

開催場所

問合先

0563-65-2178

西尾市総合福祉センター
住所 西尾市花ノ木町2-1

Eメール info@nishio-nia.jp

最寄駅 名鉄「西尾」駅から徒歩7分

大塚教室

曜日/時間 第1・3土曜日 9:30～11:30、14:00～16:00

主催 蒲郡国際交流協会
問合先

0533-66-1179

開催場所

東大塚いこい会館
住所 蒲郡市大塚町上中島41（おおつか児童館併設）

Eメール kyodo@city.gamagori.lg.jp

最寄駅 JR「三河大塚」駅

塩津教室
主催 蒲郡国際交流協会

曜日/時間 火・水曜日 第1・第3土曜日 10:00～11:30/第2・第4日曜日
15:00～16:30
開催場所 塩津公民館

問合先

住所 蒲郡市竹谷町今御堂22番地１

0533-66-1179

Eメール kyodo@city.gamagori.lg.jp

最寄駅 JR「三河塩津」駅

全市型日本語教室

曜日/時間 日曜日 14:00～16:30

主催 蒲郡市

開催場所

問合先

住所 蒲郡市神明町22-2

0533-66-1179

生きがいセンター 他

Eメール kyodo@city.gamagori.lg.jp

最寄駅 JR「蒲郡」駅

日本語教室
主催 蒲郡国際交流協会

曜日/時間 主に第1・3日曜日 14:00～16:00（スケジュールは、蒲郡市協
働まちづくり課のホームページに掲載）
開催場所 蒲郡市勤労福祉会館

問合先

住所 蒲郡市神明町18-4

0533-66-1179

Eメール kyodo@city.gamagori.lg.jp

最寄駅 JR「蒲郡」駅

犬山日本語教室

曜日/時間 日曜日 10:00～11:45

主催 犬山国際交流協会 犬山日本語教室グルー

開催場所

問合先

住所 犬山市松本町4-21

0568-48-1355

犬山市民交流センター「フロイデ」

Eメール iia@grace.ocn.ne.jp

最寄駅 犬山駅

みんなの日曜塾

曜日/時間 日曜日 10：00～12：00

主催 （特活）シェイクハンズ

開催場所

問合先

住所 犬山市字若宮80 （犬山市楽田）

090-9940-2939

Eメール info@shake-hands.jp

寺子屋シェイクハンズ

最寄駅 名鉄小牧線「楽田」駅
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番号等

81
江南市
一般＆
子ども

82
江南市
一般＆
子ども

83
小牧市
一般＆
子ども

84
小牧市
一般

85
稲沢市
一般

86
稲沢市
一般＆
子ども

87
新城市
一般

88
東海市
一般

89
東海市
一般

90
大府市
一般

教

室

開催曜日・時間等

名

江南市国際交流協会日本語教室 （月曜クラス）

曜日/時間 月曜日 19：00～21：00

主催 江南市国際交流協会

開催場所

問合先

0587-54-1111

江南市老人福祉センター
住所 江南市古知野町宮裏121

Eメール gakusyu@city.konan.lg.jp

最寄駅 名鉄犬山線「江南」駅から徒歩15分

日本語習得支援教室（ワイワイ日本語）

曜日/時間 月曜日～金・日曜日 13：00～14：30

主催 江南市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 江南市古知野町古渡142-2

0587-54-1111

ふくらの家

Eメール gakusyu@city.konan.lg.jp

最寄駅 名鉄犬山線「江南」駅から徒歩5分

INF日本語教室・夢クラス

曜日/時間 月・水曜日 10:00～12:00

主催 一色コスモスサポート学習の会

開催場所

問合先

住所 小牧市久保一色南2-90 1F学習室

0568-77-0739

(有)平坂技研

Eメール

最寄駅 名鉄「田県神社前」

日本語教室
主催 小牧市国際交流協会

曜日/時間 日曜日 8:30～10:30、10:30～12:30、13:00～15:00、15:00～
17:00、17：00～19:00（上級）
開催場所 小牧市公民館

問合先

住所 小牧市小牧2-107

0568-76-0905

Eメール kia@ma.ccnw.ne.jp

最寄駅 名鉄「小牧」から徒歩15分

日本語講座

曜日/時間 日曜日 9:30～11:30

主催 稲沢市教育委員会

開催場所

0587-32-1440

稲沢市総合文化センター
住所 稲沢市国府宮三丁目1-1-101

Eメール shogai@city.inazawa.lg.jp

最寄駅 名鉄本線「国府宮」から徒歩 2分

いなざわ日本語教室
主催 いなざわ日本語教室

曜日/時間 ①土曜日 10:00～11:30（勤労福祉会館) ②土曜日 13:30～
15:00（総合文化センター)
開催場所 ①勤労福祉会館、②総合文化センター教室

問合先

住所 ①稲沢市朝府町5番1号、②稲沢市国府宮目1番1-101号

問合先

090-6570-4822

Eメール inazawanihongo@outlook.jp

最寄駅 名鉄国府宮駅

日本語教室

曜日/時間 水曜日 19：30～21：00、平日昼間 10:00～15:00のうち1時間

主催 新城市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 新城市字西入船5-2、新城市字東入船115

0536-23-1940

勤労青少年ホーム、新城市役所内

Eメール siea@tees.jp

最寄駅 新城駅

子どもといっしょに日本語教室

曜日/時間 第1・第3木曜日 10：00～12：00

主催 東海市国際交流協会

開催場所

問合先

0562-32-5339

東海市立 しあわせ村
住所 東海市荒尾町西廻間2-1

Eメール tia@ma.medias.ne.jp

最寄駅 名鉄 聚楽園駅

東海市国際交流協会 日本語教室
主催 東海市国際交流協会

曜日/時間 第1・第3日曜日 14：00～16：00 ／ 第2・第4月曜日 19：00～
20：30
開催場所 東海市立商工センター３階中会議室

問合先

住所 東海市中央町四丁目２番地

0562-32-5339

Eメール tia@ma.medias.ne.jp

最寄駅 名鉄 太田川駅

大府市国際交流協会 日本語教室
主催 大府市国際交流協会

曜日/時間 日曜日(月2～4回) 10:00～12:00、火曜日（月2回）10:00～
12:00
開催場所 大府市役所 地下会議室

問合先

住所 大府市中央町五丁目70番地

080-4525-5931

Eメール oia@ma.medias.ne.jp

最寄駅 JR大府駅
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番号等

教

91

日本語教室ふらっと

大府市
一般＆
子ども

92
知多市
一般

93
知立市
一般＆
子ども

94
知立市
一般

95
岩倉市
一般

96
豊明市
一般＆
子ども

97
日進市
一般

98
日進市
一般

99
田原市
一般＆
子ども

100
田原市
一般＆
子ども

室

開催曜日・時間等

名

主催 地域多文化ネット「WKY」

曜日/時間 毎週土曜日18:00～20:00 子どものみ 毎週木曜日19:00～
21:00（冬季は18:30～20:30)
開催場所 大府市北山公民館

問合先

住所 大府市梶田町6丁目274番地

090-9120-5980

Eメール parpurupec@yahoo.co.jp

最寄駅 JR共和駅

知多市日本語教室

曜日/時間 水曜日 10:00～12:00、土曜日 14:00～16:00

主催 知多市にほんごの会

開催場所

問合先

住所 知多市新知東町2丁目7-2

0562-31-0382

知多市ふれあいプラザ

Eメール

最寄駅 名鉄「古見」駅

日本語教室

曜日/時間 毎週土曜日 19：00～20：30

主催 知立市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 知立市広見3-1

0566-95-0144

知立市中央公民館

Eメール kyodo-suisin@city.chiryu.lg.jp

最寄駅 名鉄｢知立｣から徒歩15分

日本語教室

曜日/時間 土曜日 19:00～

主催 （特活）名古屋外国人共生支援協会

開催場所

問合先

050-7127-7111

知立市立 中央公民館
住所 愛知県知立市広見３丁目１

Eメール m-yamazaki@nfss.or.jp

最寄駅 名鉄 三河知立駅

日本語ひろば 岩倉

曜日/時間 水曜日 19:30～21:00 （第5水曜日は休み）

主催 岩倉市国際交流協会

開催場所

問合先

0587-66-7347

岩倉市生涯学習センター
住所 岩倉市本町神明西20

Eメール knkn9010@gmail.com

最寄駅 名鉄犬山線「岩倉」駅

日本語教室
主催 豊明市国際交流協会

曜日/時間 金曜日 19：00～20：45/日曜日 A教室10：00～11：45・Ｂ教
室14：00～15：45（夏休み、冬休みあり）
開催場所 豊明市総合福祉会館

問合先

住所 豊明市新田町吉池18-3

0562-92-4649

Eメール toyoake@tira.jpn.org

最寄駅 名鉄「前後」から名鉄バス「総合福祉会館」下車徒歩1分

日進市国際交流協会にほんご教室

曜日/時間 水曜日 10:30～12:00

主催 日進市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 日進市蟹甲町中島277番地1

0561-73-1131

日進市にぎわい交流館 2階

Eメール nia2555@me.ccnw.ne.jp

最寄駅 地下鉄鶴舞線「赤池」または名鉄「日進」から市内循環バス「市役所」

リビングサポートあいあいの家・日本語教室

曜日/時間 毎週土曜日 19:00～20:30

主催 リビングサポートあいあいの家・日本語教室

開催場所

問合先

0561-38-0241

日進市にぎわい交流館
住所 日進市蟹甲町中島277番地1

Eメール

最寄駅 名鉄豊田新線「日進」駅

にほんご教室（渥美教室）

曜日/時間 毎週木曜日 19:30～21:00

主催 （特活）たはら国際交流協会

開催場所

問合先

住所 田原市福江町中紺屋瀬古8番地

0531-22-2622

福江市民館

Eメール info@tahara-tia.jp

最寄駅 豊橋鉄道バス伊良湖本線または支線「福江」下車

にほんご教室（田原教室）

曜日/時間 金曜日 19:30～21:00

主催 （特活）たはら国際交流協会

開催場所

問合先

住所 田原市田原町汐見5

0531-22-2622

Eメール info@tahara-tia.jp

田原文化会館

最寄駅 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅
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日曜日 10:00～11:30

番号等

101
田原市
一般＆
子ども

102
愛西市
一般＆
子ども

103
清須市
一般＆
子ども

104
北名古屋
市
一般

105
みよし市
一般

106
みよし市
一般＆
子ども

107
あま市
一般＆
子ども

108
あま市
一般＆
子ども

109
長久手市
一般

110
長久手市
一般

教

室

開催曜日・時間等

名

あかばねひらがなの会

曜日/時間 毎月第1、3土曜日 13:30～15:00

主催 あかばねひらがなの会

開催場所

問合先

田原市赤羽根福祉センター
住所 田原市赤羽町赤土1

Eメール sakube@tees.jp

最寄駅 豊橋鉄道バス「赤羽根市民センター前」下車

日本語教室おしゃべりひろば

曜日/時間 毎月第1・3・4日曜日 10：00～11：30

主催 愛西市

開催場所

問合先

住所 愛西市稲葉町米野303

0567-55-7133

市文化会館

Eメール kikaku@city.aisai.lg.jp

最寄駅 名鉄尾西線「日比野」駅

日本語ひろば

曜日/時間 月3回日曜日 10:00～11:30

主催 清須市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 清須市清洲弁天96-1

052-400-2911

清須市清洲市民センター

Eメール shogaigakushu@city.kiyosu.lg.jp

最寄駅 名鉄「新清洲」駅、JR「清洲」駅

北名古屋市国際交流協会社会人日本語教室

曜日/時間 金曜日 19:15～20:45

主催 北名古屋市国際交流協会

開催場所

問合先

0568-22-1111

北名古屋市健康ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾎｰﾙ又は会議室1・2
住所 北名古屋市西之保清水田15番地

Eメール info@kitanagoya-kiia.jp

最寄駅 名鉄「西春」駅から徒歩１０分

日本語講座

曜日/時間 土曜日 10:00～11:30、水曜日 10:00～11:30

主催 みよし市

開催場所

問合先

0561-32-8025

市民活動センター
住所 みよし市西陣取山90

Eメール kyodo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

最寄駅 名鉄バス「三好」から徒歩８分

あいち日本語教室 Aichi Nihongo
Kyoshitsu(Geral&Cliança)
主催 あいち日本語教室

曜日/時間 要相談（柔軟に対応）/Deta e hora: a consultar

問合先

住所

090-7315-5506/0561-36-4207

開催場所

要相談（柔軟に対応）/Local: a consultar

Eメール ndngh777@yahoo.co.jp

最寄駅

JJにほんごくらぶ
主催 あま市国際交流協会

曜日/時間 水曜日 10：00～11：30と19：00～20：30、土曜日 10：00～
11：30、日曜日 10：00～11：30
開催場所 甚目寺公民館

問合先

住所 あま市甚目寺二伴田65

080-5295-8063

Eメール aciatoiawase@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄津島線「甚目寺」から徒歩１０分

美和日本語教室

曜日/時間 木曜日 19：00～21：00

主催 あま市国際交流協会

開催場所

問合先

090-9900-7930

美和情報ふれあいセンター
住所 あま市木田丁子ノ口6番地1

Eメール aciatoiawase@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄津島線「木田」から徒歩10分

ウェルカムにほんご教室

曜日/時間 土曜日 10：00～11：30

主催 長久手市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 長久手市岩作城の内60番地1 他

0561-56-0641

長久手市役所 西庁舎3階公民館他

Eメール nia@nagakute.aichi.jp

最寄駅 名鉄バス 「長久手市役所」

にほんごではなそう！ながくてクラス

曜日/時間 木曜日 9:45～11:30

主催 長久手市国際交流協会

開催場所

問合先

住所 長久手市五合池2209番地

0561-56-0641

Eメール nia@nagakute.aichi.jp

長久手市西小校区共生ステーション

最寄駅 名鉄バス 塚田
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番号等

111
東郷町
一般

112
大口町
一般＆
子ども

113
扶桑町
一般

114
蟹江町
一般

115
東浦町
一般

116
武豊町
一般＆
子ども

117
武豊町
一般＆
子ども

118
幸田町
一般

教

室

開催曜日・時間等

名

東郷町日本語教室（入門・初級コース）

曜日/時間 日曜日 10:00～11:30

主催 東郷町・東郷町国際交流協会

開催場所

問合先

0561-56-0727

ｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞいこまい館2階町民活動ｾﾝﾀｰ、会議室A・B
住所 愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225-4

Eメール tgo-chiiki@town.aichi-togo.lg.jp

最寄駅 名鉄バス「和合」バス停下車すぐ

大口町日本語教室Cerejaカフェ

曜日/時間 毎週土曜日 19:00～20:30

主催 （特活）まちねっと大口

開催場所

問合先

住所 大口町伝右1丁目35番地

0587-22-6642

健康文化センター（ほほえみプラザ）２階町民活動センター

Eメール machinet@heart.ocn.ne.jp

最寄駅 名鉄犬山線「柏森」駅

扶桑町日本語教室”おしゃべりCafe”

曜日/時間 木曜日 19:00～20:30、日曜日 13:30～15:00

主催 扶桑町多文化共生センター

開催場所

問合先

0587-93-1111

住所 扶桑町大字高木字稲葉63

Eメール seisaku_sc@town.fuso.lg.jp

最寄駅 名鉄「扶桑駅」徒歩10分

日本語しゃべろう会（日本語教室）

曜日/時間 毎週土曜日 19:30～21:00

主催 かにえ国際交流友の会

開催場所

問合先

090-9929-1260

扶桑町中央公民館

蟹江中央公民館
住所 海部郡蟹江町学戸3丁目3番地

Eメール satomi6094yaga3@wh.commufa.jp

最寄駅 近鉄・JR「蟹江」駅

にほんごひろば

曜日/時間 第2・4土曜日 13：30～15：30

主催 多文化共生ひがしうら

開催場所

問合先

0562-83-3111(内295）

県営東浦住宅集会所ホール
住所 知多郡東浦町大字石浜字三本松1-1

Eメール kyoudou@town.aichi-higashiura.lg.jp

最寄駅 JR武豊線「石浜」駅

武豊日本語教室 土曜日クラス

曜日/時間 毎週土曜日 10:00～12:00

主催 武豊日本語ボランティア

開催場所

問合先

住所 知多郡武豊町平海道78-1

0569-73-2833

武豊町立大足児童館2F図書室

Eメール

最寄駅 JR「武豊」駅より南へ400ｍ又は名鉄「知多武豊」駅より徒歩10分

武豊日本語教室 日曜日クラス

曜日/時間 日曜日 14:00～16:00

主催 武豊日本語ボランティア

開催場所

問合先

住所 知多郡武豊町山ノ神20-1

0569-73-2833

中央公民館2階パソコン室

Eメール

最寄駅 名鉄知多武豊駅または上ゲ駅

日本語サロン

曜日/時間 日曜日 10:00～11:30

主催 幸田町国際交流協会

開催場所

問合先

090-7619-0113

Eメール k-i-a@ar.wakwak.com

ツツジ会館
住所 額田郡幸田町大字菱池字錦田3
最寄駅 JR幸田駅
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令和２年９月
（公財）愛知県国際交流協会

外国人のための日本語教室一覧（子ども向け教室）
番号等

教

室

1 NIC高校生日本語教室
名古屋市
主催 (公財)名古屋国際センター
中村区
問合先 052-581-5689
子ども
Eメール vol@nic-nagoya.or.jp
2 ＮＩＣ子ども日本語教室
名古屋市
主催 (公財)名古屋国際センター
中村区
問合先 052-581-5689
子ども
Eメール vol@nic-nagoya.or.jp
3 ＮＩＣ夏休み子ども日本語教室
名古屋市
主催 (公財)名古屋国際センター
中村区
問合先 052-581-5689
子ども
Eメール vol@nic-nagoya.or.jp
4 ことばの会
名古屋市
主催 ことばの会
中区
問合先 090-9184-1995
一般＆
Eメール masayopuri@yahoo.co.jp
子ども
5 名古屋YWCAｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽｸｰﾙ子ども日本語ｸﾗｽ（高校準
備ｸﾗｽ,高校生昼間ｸﾗｽ,高校生夜間ｸﾗｽ,教科ｸﾗｽ）
名古屋市
主催
（公財）名古屋YWCA
中区
子ども

曜日/時間 日曜日 14:00～16:00（全10回程度）
開催場所

名古屋国際センター
住所 名古屋市中村区那古野1-47-1
最寄駅 地下鉄桜通線「国際ｾﾝﾀｰ」から徒歩1分
曜日/時間 日曜日 午前10:00～11:30（全10回程度）
開催場所

名古屋国際センター

住所 名古屋市中村区那古野1-47-1
最寄駅 地下鉄桜通線「国際センター」から徒歩1分
曜日/時間 10:00～11:30（全10回）
開催場所

名古屋国際センター

住所 名古屋市中村区那古野1-47-1
最寄駅 地下鉄桜通線「国際センター」から徒歩1分
曜日/時間 水曜日 10:00～11:30
開催場所

名古屋市女性会館（イーブルなごや）
住所 名古屋市中区大井町7-25
最寄駅 地下鉄名城線「東別院」から徒歩３分
曜日/時間 教科ｸﾗｽ火 17:00～20:00 高校生昼間ｸﾗｽ木 13:30～15:30
高校準備ｸﾗｽ木 13:30～15:30 高校生夜間ｸﾗｽ火 18:00～
開催場所

名古屋YWCA

問合先 052-961-7707

住所 名古屋市中区新栄町2-3

Eメール seminar@nagoya-ywca.or.jp

最寄駅 地下鉄栄駅

6 名古屋YWCAグローバルスクール 子ども日本語クラ
ス（小中学生クラス）
名古屋市
主催
（公財）名古屋YWCA
中区
子ども

開催曜日・時間等

名

曜日/時間 木曜日 16:00～18:00
開催場所

名古屋YWCA

問合先 052-961-7707

住所 名古屋市中区新栄町町2-3

Eメール seminar@nagoya-ywca.or.jp

最寄駅 地下鉄栄駅

7 トライシクル・プロジェクト
名古屋市
主催 フィリピン人移住者センター(FMC)
中区
問合先 090-8339-1735
子ども
Eメール an_buccho@hotmail.com
8 らくらく日本語教室
名古屋市
主催 らくらく日本語教室
中川区
問合先 070-5039-1843
子ども
Eメール rakuraku.st@gmail.com
9 日本伝統文化・茶道・華道 ひまわりの会
名古屋市
主催 日本伝統文化・茶道・華道 ひまわりの会
中川区
問合先 052-301-1624・090-9186-9411
一般＆
Eメール kikuko1308@nifty.com
子ども
10 丸池荘日本語教室 スマイル
名古屋市
主催 丸池荘町内会
港区
問合先 090-4851-6874
子ども
Eメール oomi0406@yahoo.co.jp

曜日/時間 毎週月曜日 17:15～18:45
開催場所

要問い合わせ
住所 名古屋市中区栄五丁目19-21 老松学区北部集会所
最寄駅 地下鉄矢場町駅
曜日/時間 木曜日 16:30～18:30(夏休み期間中は日時の変更あり。要
問合せ)
開催場所

UR豊成団地 4棟１階 集会室
住所 名古屋市中川区豊成町１
最寄駅 市バス「運河通３丁目」
曜日/時間 第2土曜日、第4土曜日
開催場所

日本伝統文化・茶道・華道 ひまわりの会

住所 名古屋市中川区戸田ゆたか1-1308
最寄駅 近鉄 戸田駅
曜日/時間 毎週金曜日 1800:～19:00
開催場所

丸池荘集会所

住所 名古屋市港区丸池町1-1-1
最寄駅 あおなみ線 名古屋競馬場前

13

番号等

教

室

11 みなみ文化日本語教室
名古屋市
主催 みなみ文化日本語の会
南区
問合先 052-811-7050
一般＆
Eメール asadafam@nifty.com
子ども
12 ヒルズ日本語ｄｅウォーク
名古屋市
主催 ヒルズ日本語ｄｅウォーク
緑区
問合先 050-5585-0621
一般＆
Eメール ankumi27@hotmail.com
子ども
13 みどり日本語教室
名古屋市
主催 みどり日本語教室（中国帰国者支援の会）
緑区
問合先 090-1757-9200
一般＆
Eメール
子ども
14 放課後日本語クラブ
名古屋市
主催 放課後日本語クラブ
名東区
問合先 052-774-2021
子ども
Eメール info@ni-academy.jp
15 EAS豊橋日本語教室
豊橋市
子ども

子ども

一般＆
子ども

一般＆
子ども

子ども

一般＆
子ども

曜日/時間 金曜日 18:30～20:10
開催場所

ユメリア徳重（名古屋市徳重地区会館）3階

住所 名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の41
最寄駅 桜通線 徳重駅
曜日/時間 毎週木曜日 19:30～21:00
開催場所

市営浦里荘集会所
住所 名古屋市緑区浦里1-110
最寄駅 市バス浦里2丁目
曜日/時間 毎週月・水曜日 17:00～18:00
開催場所

放課後日本語クラブ
住所 名古屋市名東区明が丘55番
最寄駅 地下鉄東山線藤が丘駅
曜日/時間 火曜日～金曜日 8:30～17:00

住所 豊橋市下地町字門10-1
最寄駅 JR豊橋駅

伯人学校イーエーエス豊橋

曜日/時間 毎週火・木曜日 17:30～19:30

主催 （特活）フロンティアとよはし

開催場所

問合先 0532-55-5470

住所 豊橋市石巻本町字出口1

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス 金田住宅

主催 （特活）フロンティアとよはし

石巻校区市民館 金田分館

曜日/時間 毎週土曜日 10:00～12:00
開催場所

問合先 0532-55-5470

県営岩田団地集会所
住所 豊橋市中岩田6-1

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス「岩田団地」
曜日/時間 毎週月・金曜日 19:30～21:30

主催 （特活）フロンティアとよはし

開催場所

問合先 0532-55-5470

住所 豊橋市中岩田6-1

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス「岩田団地」

県営岩田団地集会所

曜日/時間 火・木曜日 18:00～19:30（夏期・冬期休み除く）

主催 （特活） ＡＢＴ豊橋ブラジル協会

開催場所

問合先 0532-39-3437

住所 豊橋市中岩田2丁目8-13

Eメール info@npoabt.jp

最寄駅 バス「豊岡中学校前」 豊鉄市内線「運動公園前」

20 学習支援（豊橋）
豊橋市

最寄駅 JR笠寺駅

Eメール toyohashi@alegriadesaber.jp

19 外国人等中学生アフタースクール
豊橋市

南生涯学習センター

住所 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-10

問合先 0532-54-0450

18 岩田団地日本語教室
豊橋市

開催場所

開催場所

17 岩田親子日本語教室
豊橋市

曜日/時間 毎週金曜日 18:30～20:30（年末年始 祝日を除く）

主催 EAS豊橋日本語教室

16 石巻中校区学習支援教室
豊橋市

開催曜日・時間等

名

主催 （特活）いまから

ABT豊橋ブラジル協会

曜日/時間 火・木・金曜日 19:30～21:30
開催場所

問合先 090-9894-8823

豊橋市青少年センター内
住所 豊橋市牟呂町字東里26

Eメール mm-ima@tees.jp

最寄駅 バス 西部団地

14

番号等

教

室

21 Comuna Kids
豊橋市
子ども

子ども

開催場所

問合先 090-6806-7054

住所 豊橋市下地町五貫32

Eメール valeriamassuno@hotmail.com

最寄駅 JR下地

子ども

子ども

問合先 0532-55-5470

住所 豊橋市多米中町1-6-1

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス 柳原住宅

主催 （特活）フロンティアとよはし

子ども

子ども

子ども

最寄駅 豊鉄バス 岩田団地

主催 （特活）フロンティアとよはし

子ども

子ども

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄渥美線 南栄駅

子ども

曜日/時間 毎週木曜日 17:30～19:30

主催 （特活）フロンティアとよはし

開催場所

問合先 0532-55-5470

住所 豊橋市牟呂町東里26

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

最寄駅 豊鉄バス 西部住宅

豊橋青少年センター 第三研修室

曜日/時間 日・火曜日 13:30～15:30

主催 岡崎市国際交流協会

開催場所

問合先 0564-23-3148

住所 岡崎市康生通4丁目71図書館交流プラザ３階りぶら国際交流センター(LIC

Eメール kokusai@city.okazaki.lg.jp

最寄駅 名鉄「東岡崎」及び「岡崎公園前」

主催 Vivaおかざき！！

りぶら国際交流センター

曜日/時間 毎週日曜日 13:30～15:00 ※詳細はHPのチラシを参照
開催場所

問合先 080-5141-1132

岡崎市図書館交流プラザりぶら102会議室
住所 岡崎市康生通西4丁目71番地

Eメール info@viva-okazaki.com

最寄駅 名鉄東岡崎駅
曜日/時間 毎週土曜日 10:00～11:30（ただし祝日・年末年始等を除く）

主催 一宮市国際交流協会

開催場所

問合先 0586-85-7076

住所 一宮市音羽1-5-17

Eメール kokusai@city.ichinomiya.lg.jp

最寄駅 JR「尾張一宮」または名鉄「名鉄一宮」駅から徒歩15分

一宮市ききょう会館

曜日/時間 毎週月・木曜日 17:00～19:00（祝日・年末年始等を除く）

主催 一宮市国際交流協会

開催場所

問合先 0586-85-7076

住所 一宮市木曽川町内割田一の通り27

Eメール kokusai@city.ichinomiya.lg.jp

最寄駅 名鉄「新木曽川駅」から徒歩10分

30 カンチーニョ デ サベール 瀬戸
瀬戸市

開催場所

南陽中地区市民館
住所 豊橋市駒形町字南欠下1-1

29 放課後学習支援教室「寺子屋いちみん」
一宮市

曜日/時間 毎週水曜日 17:30～19:30

問合先 0532-55-5470

28 日本語ひろば ジュニア
一宮市

開催場所

Eメール frontier-ty@hi3.enjoy.ne.jp

27 Viva キッズ 日本語 ひろば
岡崎市

曜日/時間 毎週月・金曜日 18:00～20:00
県営岩田団地集会所
住所 豊橋市中岩田6-1

26 夏休み・こども日本語教室
岡崎市

東陽地区市民館

問合先 0532-55-5470

25 牟呂中校区学習支援教室
豊橋市

曜日/時間 毎週火・木曜日 19:30～21:00
開催場所

24 南陽中校区学習支援教室
豊橋市

Comunidade da Graça

主催 （特活）フロンティアとよはし

23 豊岡・東部中校区学習支援教室
豊橋市

曜日/時間 土曜日 14:00～15:30/15:30～17:00

主催 Fundação Comuna

22 東陽中校区学習支援教室
豊橋市

開催曜日・時間等

名

主催 カンチーニョ デ サベール 瀬戸

木曽川公民館

曜日/時間 月曜日～金曜日 下校後から18:00まで
開催場所

問合先 0561-76-0094

エスコーラ パウロ フレイレ瀬戸
住所 瀬戸市菱野台1-3 菱野第3住宅9棟105

Eメール gonori@pp.iij4u.or.jp

最寄駅 名鉄バス「萩山台西」

15

番号等

教

室

31 にほんご オアシス
瀬戸市
一般＆
子ども

一般＆
子ども

開催場所

問合先 0561-84-2264

住所 瀬戸市栄町45

Eメール nihongo.oasis@gmail.com

最寄駅 名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅

子ども

子ども

問合先

住所 瀬戸市栄町45番地

Eメール nihongonohirobaseto@gmail.com

最寄駅 尾張瀬戸駅

主催 ボランティアグループ日本語教室はらやま

子ども

子ども

子ども

最寄駅 名鉄バス「菱野団地」行き「原山台東」

主催 半田国際交流協会

子ども

子ども

Eメール hia@poplar.ocn.ne.jp

最寄駅 名鉄「知多半田」から徒歩１分

子ども

曜日/時間 金曜日 18：00～20：00（小学生） 19:00～20:45（中学生）

主催 シランダの会

開催場所

問合先

住所 半田市大池町3丁目1

Eメール cirandanokai@yahoo.co.jp

最寄駅 JR「亀崎」駅

乙川交流センターニコパル

曜日/時間 毎月第2～5週の金・日曜日10:00～12:00

主催 春日井国際交流会・KIF

開催場所

問合先 0568-56-1944

住所 春日井市春見町3

Eメール

最寄駅 JR「春日井」駅から名鉄バス「鳥居松」下車

主催 外国人サポート春日井

市民活動支援センター（ささえ愛センター）

曜日/時間 毎週木曜日 10:00～12:00、毎週土曜日13:00～15:00
開催場所

問合先 090-2262-8759

国際交流ルーム（春日井市市民活動支援センター内）
住所 春日井市春見町3

Eメール maple@kir.biglobe.ne.jp

最寄駅 JR「春日井」駅から名鉄バス「鳥居松」下車徒歩５分
曜日/時間 月曜日～木曜日 14:00～18:00（年末年始、プリオ定休日は
休み）

主催 豊川市役所

開催場所

問合先 0533-89-2158

住所 豊川市諏訪3丁目133

Eメール kyodokokusai@city.toyokawa.lg.jp

最寄駅 名鉄「諏訪町」駅

プリオビル5階「こぎつね教室」

曜日/時間 土曜日 14:00～17:00

主催 （公財）豊川市国際交流協会

開催場所

問合先 0533-83-1571

住所 豊川市諏訪3丁目242番地

Eメール oiden.tia@toyokawa-tia.jp

最寄駅 名鉄豊川線「諏訪町」

40 千両日本語教室
豊川市

開催場所

半田市福祉文化会館
住所 半田市雁宿町1丁目22番地の1

39 PECLA 日本語教室
豊川市

曜日/時間 日曜日 10：00～12：00

問合先 0569-26-1929

38 豊川市「こぎつね教室」
豊川市

開催場所

Eメール xiaoheijun.taka4@gmail.com

37 かすがいこどもひろば
春日井市

曜日/時間 毎週火曜日 16：00～18：00
原山台集会所
住所 瀬戸市原山台2丁目

36 かすがいふれあい教室(子どもの日本語教室)
春日井市

パルティせと

問合先

35 日本語教室 シランダ
半田市

曜日/時間 日曜日 10:00～11:30
開催場所

34 日本語教室（うさぎ）
半田市

パルティせと 4階マルチメディアルーム

主催 日本語のひろば

33 日本語教室 はらやま
瀬戸市

曜日/時間 木曜日 19：30～21：00、金曜日10:00～11:30

主催 にほんご オアシス

32 日本語のひろば
瀬戸市

開催曜日・時間等

名

主催 千両日本語教室

ウィズ豊川

曜日/時間 毎週水・金曜日 15:05～15:50
開催場所

問合先 0533-83-0130

豊川市立千両小学校
住所 豊川市千両町数谷原18番地の2

Eメール te-chigiri@school-toyokawa.ed.jp

最寄駅 JR飯田線 豊川駅下車西5,000m

16

番号等

教

室

41 日本語教室・よろず学校生活相談所「ふじか」
津島市
子ども

一般＆
子ども

開催場所

問合先 0567-58-2270

住所 津島市南本町5丁目64

Eメール info@tsushima-tia.org

最寄駅 名鉄「津島」駅

子ども

子ども

問合先 070-5250-2603

住所 津島市藤浪町3丁目89-10

Eメール tsushima.nihongo@gmail.com

最寄駅 名鉄津島駅

主催 EAS碧南日本語教室

子ども

一般＆
子ども

一般＆
子ども

最寄駅 名鉄三河線 北新川駅

主催 わしづか日本語教室

子ども

子ども

Eメール

最寄駅 名鉄三河線 北新川

子ども

曜日/時間 お問い合わせください

主催 わしづか日本語教室

開催場所

問合先 0566-48-2659（7:00～8:00）

住所 碧南市鷲塚町5-6

Eメール

最寄駅 名鉄米津駅

東町内会館

曜日/時間 毎週木曜日 10:00～11:30、土曜日（月3回）19:00～20:30、
日曜日（月3回）10:00～11:30

主催 KIFA親善ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ日本語支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ

開催場所

問合先 0566-62-1209

住所 刈谷市東陽町1丁目32番地2 刈谷市民交流センター2階 国際プラザ

Eメール kokusai@katch.ne.jp

最寄駅 JR/名鉄「刈谷」駅

主催 愛知教育大学外国人児童生徒支援ﾘｿｰｽﾙｰﾑ

刈谷市国際プラザ

曜日/時間 土曜日 14:00～15:30
開催場所

問合先 0566-26-2219

愛知教育大学
住所 刈谷市井ヶ谷町広沢1

Eメール gendaigp@auecc.aichi-edu.ac.jp

最寄駅 名鉄知立駅（知立駅より名鉄バスに乗車「愛知教育大学前」下車）
曜日/時間 月/木曜日（季節によって時間変更）

主催 スリーエス（SSS)

開催場所

問合先 0566-24-0575

住所 刈谷市小垣江町清水25－14

Eメール h_kiku@hotmail.com

最寄駅 名鉄小垣江駅

刈谷市小垣江市民館

曜日/時間 水/金曜日（季節によって時間変更）

主催 スリーエス（SSS)

開催場所

問合先 0566-24-0575

住所 刈谷市東陽町1－32－2

Eメール h_kiku@hotmail.com

最寄駅 ＪＲ刈谷駅・名鉄刈谷駅

50 スリーエス日本語教室 野田市民館
刈谷市

開催場所

ららくるにしばた
住所 碧南市三度山町2-53

49 スリーエス日本語教室 国際プラザ
刈谷市

曜日/時間 月曜日 16:10～18:00

問合先 「ららくるにしばた」に御連絡ください

48 スリーエス日本語教室 小垣江市民館
刈谷市

開催場所

Eメール hekinan@alegriadesaber.jp

47 土曜親子日本語教室
刈谷市

曜日/時間 月曜日～木曜日 8：30～17：00
伯人学校イーエーエス碧南
住所 碧南市田尻町4-53

46 KIFAV日本語教室
刈谷市

津島文化会館

問合先 0566-46-3404

45 わしづか日本語教室 団地教室
碧南市

曜日/時間 毎週金曜日 19:00～20:30
開催場所

44 にしばた教室
碧南市

南小学校区コミュニティーセンター

主催 つしま にほんご教室

43 EAS碧南日本語教室
碧南市

曜日/時間 毎月第一土曜日 9:30～12:00

主催 津島市国際交流協会

42 つしま にほんご教室
津島市

開催曜日・時間等

名

刈谷市国際交流協会 国際プラザ

曜日/時間 火・金曜日 18:00～

主催 スリーエス（SSS)

開催場所

問合先 0566-24-0575

住所 刈谷市野田町森前40-1

Eメール h_kiku@hotmail.com

最寄駅 JR野田新町駅

17

番号等

教

室

51 スリーエス日本語教室 一ツ木市民館
刈谷市
子ども

子ども

開催場所

問合先 0566-24-0575

住所 刈谷市一ツ木町4-37-3

Eメール h_kiku@hotmail.com

最寄駅 名鉄一ツ木駅

一般＆
子ども

子ども

問合先 0566-24-0575

住所 刈谷市末広町3-2-2

Eメール h_kiku@hotmail.com

最寄駅 JR東海道本線 東刈谷駅

主催 （公財）豊田市国際交流協会

子ども

子ども

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分

主催 豊田市国際まちづくり推進課

子ども

子ども

Eメール kokusai@city.toyota.aichi.jp

最寄駅 愛知環状鉄道「保見」駅

一般＆
子ども

曜日/時間 月曜日～金曜日 14:00～18:00
開催場所

保見団地公団141棟 第2集会所

問合先 0565-34-6963

住所 豊田市保見ヶ丘5丁目1番地

Eメール kokusai@city.toyota.aichi.jp

最寄駅 愛知環状鉄道「保見」駅
曜日/時間 月・水・木・金曜日 8:30～17:00

主催 EAS豊田日本語教室

開催場所

問合先 0565-46-1313

住所 豊田市浄水町原山207-1

Eメール toyota@alegriadesaber.jp

最寄駅 名鉄豊田線 浄水駅

主催 （特活）トルシーダ

伯人学校イーエーエス豊田

曜日/時間 土曜日 13:00～15:00
開催場所

問合先 080-4074-5304

(公財）豊田市国際交流協会内 34会議室
住所 豊田市小坂本町1-25 豊田産業文化センター3階

Eメール torcidajpjp@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分
曜日/時間 土曜日 10:00～12:00

主催 （特活）トルシーダ

開催場所

問合先 080-4074-5304

住所 豊田市小坂本町1-25 豊田産業文化センター3階

Eメール torcidajpjp@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄「豊田市」または愛知環状鉄道「新豊田」から徒歩3分

(公財）豊田市国際交流協会

曜日/時間 日曜日 10:00～11:30

主催 安城市国際交流協会

開催場所

問合先 0566-71-2260

住所 安城市桜町18番28号

Eメール kokusai@city.anjo.aichi.jp

最寄駅 JR「安城」

60 さくら日本語の会
安城市

開催場所

保見団地公団141棟 第2集会所
住所 豊田市保見ケ丘5丁目1番地

59 子ども日本語教室
安城市

曜日/時間 月曜日～金曜日 10:00～15:00

問合先 0565-34-6963

58 土曜日教室
豊田市

開催場所

Eメール tia@hm.aitai.ne.jp

57 高校生サポート教室
豊田市

曜日/時間 木曜日 10:00～11:30
（公財）豊田市国際交流協会
住所 豊田市小坂本町1-25豊田産業文化センター3階

56 EAS豊田 日本語教室
豊田市

刈谷市東刈谷市民館

問合先 0565-33-5931

55 放課後学習支援事業「ゆめの木教室」、青少年自立支
援事業「そら」
豊田市
主催 豊田市国際まちづくり推進課
子ども

曜日/時間 火/金（季節によって時間変更）
開催場所

54 日本語教室 Curso Sol Nascente
豊田市

刈谷市一ツ木市民館

主催 スリーエス（SSS)

53 AIUEO
豊田市

曜日/時間 火/金（季節によって時間変更）

主催 スリーエス（SSS)

52 スリーエス日本語教室 東刈谷市民館
刈谷市

開催曜日・時間等

名

主催 さくら日本語の会

安城市民会館 他

曜日/時間 火曜日 10：00～11：30
開催場所

問合先 0566-72-7645

安城市役所社会福祉会館
住所 安城市赤松町大北78番地4

Eメール tmn-40906@nifty.com

最寄駅 JR「安城」

18

番号等

教

室

61 Raimu- 来夢 -（放課後学習支援日本語教室）
安城市
子ども

子ども

開催場所

問合先 080-2410-0825

住所 安城市古井町南揚り登1－1

Eメール gunung.fuji_raja2@kind.ocn.ne.jp

最寄駅 あんくるバス「古井住宅」下車すぐ、名鉄「碧海古井」駅

子ども

問合先 0566-75-6473

住所 安城市大東町11番3号

Eメール

最寄駅 JR「安城」

主催 西尾市国際交流協会

安城市民交流センター

曜日/時間 日曜日9:30～12:00
開催場所

問合先 0563-65-2178

西尾市総合福祉センター
住所 西尾市花ノ木町2-1

Eメール info@nishio-nia.jp

最寄駅 名鉄「西尾」駅から徒歩7分

主催 西尾市国際交流協会

曜日/時間 日曜日 9:30～12:00
開催場所

問合先 0563-65-2178

西尾市総合福祉センター
住所 西尾市花ノ木町2-1

Eメール info@nishio-nia.jp

最寄駅 名鉄「西尾」駅から徒歩7分

65 日本語教室（木曜クラス）

曜日/時間 木曜日 9:30～11:00

一般＆
子ども

西尾市
一般＆
子ども

主催 西尾市国際交流協会

開催場所

問合先 0563-65-2178

住所 西尾市花ノ木町2-1

Eメール info@nishio-nia.jp

最寄駅 名鉄「西尾」駅から徒歩7分

66 大塚教室
蒲郡市
一般＆
子ども

蒲郡市
一般＆
子ども

子ども

問合先 0533-66-1179

住所 蒲郡市大塚町上中島41（おおつか児童館併設）

Eメール kyodo@city.gamagori.lg.jp

最寄駅 JR「三河大塚」駅

主催 蒲郡国際交流協会

子ども

曜日/時間 火・水曜日 第1・第3土曜日 10:00～11:30/第2・第4日曜日
15:00～16:30
開催場所

塩津公民館
住所 蒲郡市竹谷町今御堂22番地１

Eメール kyodo@city.gamagori.lg.jp

最寄駅 JR「三河塩津」駅
曜日/時間 さくら教室：月・水・金曜日/18:00～21:00；つぼみ教室：土曜
日/13:00～15:00

主催 （特活）アジャスト

開催場所

問合先 070-4212-7441

住所 愛知県犬山市羽黒新田郷東9

Eメール kiyonaga@npo-adjust.com

最寄駅 羽黒

アジャスト犬山教室

曜日/時間 毎週木曜日 放課後～21:00 （18:00から、会場変更の場合
あり）

主催 （特活）シェイクハンズ

開催場所

問合先 090-9940-2939

住所 犬山市外屋敷59-1

Eメール info@shake-hands.jp

最寄駅 名鉄小牧線楽田駅

70 「シェイクハンズ」子ども日本語教室
犬山市

東大塚いこい会館

問合先 0533-66-1179

69 「おかえりなさい」日本語教室
犬山市

曜日/時間 第1・3土曜日 9:30～11:30、14:00～16:00
開催場所

68 さくら教室・つぼみ教室
犬山市

西尾市総合福祉センター

主催 蒲郡国際交流協会

67 塩津教室

子ども

曜日/時間 火曜日～金曜日 13:30～15:00
開催場所

64 西尾にほんごひろば
西尾市

県営古井住宅第2集会所（17棟横）

主催 「わくわく」子ども日本語の会

63 にしおっこカラフル
西尾市

曜日/時間 毎週金曜日 16：00～18：00

主催 Pay Forward

62 「わくわく」子ども日本語教室
安城市

開催曜日・時間等

名

主催 （特活）シェイクハンズ

楽田ふれあいセンター

曜日/時間 毎週月・火・金曜日 16：00～21：00 土曜日 10:00～14:00
開催場所

問合先 090-9940-2939

寺子屋シェイクハンズ
住所 犬山市若宮80

Eメール info@shake-hands.jp

最寄駅 名鉄小牧線「楽田」駅

19

番号等

教

室

71 みんなの日曜塾
犬山市
一般＆
子ども

子ども

開催場所

問合先 090-9940-2939

住所 犬山市字若宮80 （犬山市楽田）

Eメール info@shake-hands.jp

最寄駅 名鉄小牧線「楽田」駅

子ども

一般＆
子ども

問合先 0587-54-1111

住所 江南市村久野町藤里1

Eメール gakusyu@city.konan.lg.jp

最寄駅 名鉄バス「団地東」から徒歩10分

主催 江南市国際交流協会

一般＆
子ども

一般＆
子ども

子ども

最寄駅 名鉄犬山線「江南」駅から徒歩5分

主催 江南市国際交流協会

子ども

子ども

Eメール gakusyu@city.konan.lg.jp

最寄駅 名鉄犬山線「江南」駅から徒歩15分

子ども

曜日/時間 月・金曜日 10:30～11:30 月曜日～金曜日 13:00～14:00

主催 江南市国際交流協会

開催場所

問合先 0587-54-1111

住所 江南市古知野町古渡142-2

Eメール gakusyu@city.konan.lg.jp

最寄駅 名鉄犬山線「江南」駅から徒歩5分

ふくらの家

曜日/時間 子供対象クラス(幼・高校生) 月・水・金曜日 16:00～20:00、
夢クラス(中・高生) 毎週土曜日 13:30～15:30

主催 一色コスモスサポート学習の会

開催場所

問合先 0568-77-0739

住所 小牧市久保一色南2-90 1F学習室

Eメール

最寄駅 名鉄「田県神社前」

主催 にわとりの会

(有)平坂技研

曜日/時間 小学生：水曜日17:00～19:00 ※祝日はお休み 中高生：月・
水・金曜日17:00～19:00 ※祝日はお休み
開催場所

問合先 0568-72-7742

ふらっとみなみ(小牧市南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ小牧南児童館）
住所 小牧市大字北外山1187

Eメール info@niwatoris.org

最寄駅 名鉄小牧線 間内駅
曜日/時間 土曜日 9:30～12:00

主催 東田中日本語教室

開催場所

問合先 0568-43-1145/080-5168-4166

住所 小牧市大字東田中772-1-1-302

Eメール

最寄駅 小牧原

東田中県住集会所

曜日/時間 火曜日 17:00～18:30

主催 ひよこの会

開催場所

問合先 090-7303-2843

住所 小牧市小牧3丁目58

Eメール hiyokonokai.komaki@gmail.com

最寄駅 名鉄小牧線 小牧駅

80 ＭＯＭＯきっず
小牧市

開催場所

江南市老人福祉センター
住所 江南市古知野町宮裏121

79 ひよこの会日本語教室
小牧市

曜日/時間 月曜日 19：00～21：00

問合先 0587-54-1111

78 東田中日本語教室
小牧市

開催場所

Eメール gakusyu@city.konan.lg.jp

77 にわとりの会
小牧市

曜日/時間 火・木曜日15：00～17：30 中学生向け火・木曜日18：30～
20：30
ふくらの家
住所 江南市古知野町古渡142-2

76 INF日本語教室・夢クラス
小牧市

藤里小学校「国際ルーム」

問合先 0587-54-1111

75 日本語習得支援教室（ワイワイ日本語）
江南市

曜日/時間 火・木曜日15：00～17：30
開催場所

74 江南市国際交流協会日本語教室 （月曜クラス）
江南市

寺子屋シェイクハンズ

主催 江南市国際交流協会

73 外国人児童向け放課後学習支援教室「子ども塾」
江南市

曜日/時間 日曜日 10：00～12：00

主催 （特活）シェイクハンズ

72 外国人児童向け放課後学習支援教室「子ども塾」
江南市

開催曜日・時間等

名

主催 ＭＯＭＯきっず

浦田五共会館

曜日/時間 土曜日（第一、第二、第三、第四） 13:00～16:00
開催場所

問合先 0568-75-8469

ふらっとみなみ(小牧市南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ小牧南児童館）
住所 小牧市大字北外山1187

Eメール

最寄駅 名鉄小牧線 間内駅

20

番号等

教

室

81 いなざわ日本語教室
稲沢市
一般＆
子ども

子ども

開催場所

問合先 090-6570-4822

住所 ①稲沢市朝府町5番1号、②稲沢市国府宮目1番1-101号

Eメール inazawanihongo@outlook.jp

最寄駅 名鉄国府宮駅

子ども

子ども

問合先 0536-22-3727

住所 新城市西入船76

Eメール miyohta@yahoo.co.jp

最寄駅 JR新城駅

主催 東海市国際交流協会

一般＆
子ども

子ども

子ども

最寄駅 名鉄 太田川駅

主催 クリアンサの会

子ども

一般＆
子ども

Eメール warai@ma.medias.ne.jp

最寄駅 JR大府

子ども

曜日/時間 毎週土曜日 18:00～20:00 子どものみ 毎週木曜日 19:00～
21:00（冬季は18:30～20:30)

主催 地域多文化ネット「WKY」

開催場所

問合先 090-9120-5980

住所 大府市梶田町6丁目274番地

Eメール parpurupec@yahoo.co.jp

最寄駅 JR共和駅

大府市北山公民館

曜日/時間 土曜日 15:30～16:30

主催 ちたビジョンプロジェクト

開催場所

問合先 0562-51-6291

住所 知多市つつじヶ丘1丁目13番地 朝倉団地19号棟102

Eメール esperanza.kibou.japan@gmail.com

最寄駅 名鉄朝倉駅

主催 ちたビジョンプロジェクト

ちたビジョンプロジェクト TERAKOYAエスペランサ

曜日/時間 月曜日 18:30～20:00
開催場所

問合先 0562-51-6291

ちたビジョンプロジェクト ＴＥＲＡＫＯＹＡエスペランサ
住所 知多市つつじヶ丘1丁目13番地 朝倉団地19号棟102

Eメール esperanza.kibou.japan@gmail.com

最寄駅 名鉄朝倉駅
曜日/時間 月・木曜日 16:00～17:30

主催 ちたビジョンプロジェクト

開催場所

問合先 0562-51-6291

住所 知多市つつじヶ丘1丁目13番地 朝倉団地19号棟102

Eメール esperanza.kibou.japan@gmail.com

最寄駅 名鉄朝倉駅

ちたビジョンプロジェクト ＴＥＲＡＫＯＹＡエスペランサ

曜日/時間 毎週土曜日 19：00～20：30

主催 知立市国際交流協会

開催場所

問合先 0566-95-0144

住所 知立市広見3-1

Eメール kyodo-suisin@city.chiryu.lg.jp

最寄駅 名鉄｢知立｣から徒歩15分

90 学習支援教室 みらい
知立市

開催場所

北山公民館
住所 大府市梶田町6丁目274

89 日本語教室
知立市

曜日/時間 月曜日 16:00～17:00、春休み、夏休み、冬休みは10:00～
11:30

問合先 090-1292-4378

88 ＴＥＲＡＫＯＹＡエスペランサ
知多市

開催場所

Eメール tia@ma.medias.ne.jp

87 宿題教室エスペランサ
知多市

曜日/時間 毎週金曜日 18:30～20:30
東海市立商工センター
住所 東海市中央町四丁目2番地

86 キッズエスペランサ
知多市

新城小学校内の元学童保育に使っていた家

問合先 0562-32-5339

85 日本語教室ふらっと
大府市

曜日/時間 火・木曜日 15:00～16:00
開催場所

84 クリアンサの会
大府市

①勤労福祉会館、②総合文化センター教室

主催 しろあと日本語教室

83 外国につながる子どもの学習支援教室
東海市

曜日/時間 ①土曜日 10:00～11:30（勤労福祉会館) ②土曜日 13:30～
15:00（総合文化センター)

主催 いなざわ日本語教室

82 しろあと日本語教室
新城市

開催曜日・時間等

名

主催 （特活）みらい

知立市中央公民館

曜日/時間 毎週木曜日（中学3年生は毎週火曜日と木曜日）
開催場所

問合先 080-3679-0765

知立市多文化共生センター「もやいこハウス」
住所 知立市昭和9丁目2番地74号棟3号室

Eメール mirai_chiryu@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄本線｢牛田｣駅
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番号等

教

室

91 旭子ども日本語教室
尾張旭市
子ども

子ども

開催場所

問合先 090-7853-7396

住所 尾張旭市平子町西385番地 県営住宅集会所

Eメール sadaqa.nagoya@gmail.com

最寄駅 名鉄瀬戸線旭前駅

一般＆
子ども

子ども

問合先 0562-92-8317・0562-92-4649

住所 豊明市二村台7丁目3（豊明市立双峰小学校内）

Eメール toyoake@tira.jpn.org

最寄駅 名鉄「前後」から名鉄バス「上池」下車徒歩5分

主催 豊明市国際交流協会

子ども

子ども

最寄駅 名鉄「前後」から名鉄バス「総合福祉会館」下車徒歩1分

主催 （特活）プラス・エデュケート

一般＆
子ども

一般＆
子ども

Eメール plus_educate@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄「前後」駅

一般＆
子ども

曜日/時間 月曜日 17:00～18:10

主催 （特活）プラス・エデュケート

開催場所

問合先 0562-92-3822

住所 豊明市二村台3-1-1 豊明団地55棟107号

Eメール plus_educate@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄「前後」駅

（特活）プラス・エデュケート

曜日/時間 月曜日～金曜日 8：30～12:00
開催場所

（特活）プラス・エデュケート

問合先 0562-92-3822

住所 豊明市二村台3-1-1 豊明団地55棟107号

Eメール plus_educate@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄「前後」駅

主催 （特活）プラス・エデュケート

曜日/時間 月曜日 18:30～20:00
開催場所

問合先 0562-92-3822

（特活）プラス・エデュケート
住所 豊明市二村台3-1-1 豊明団地55棟107号

Eメール plus_educate@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄「前後」駅
曜日/時間 毎週木曜日 19:30～21:00

主催 （特活）たはら国際交流協会

開催場所

問合先 0531-22-2622

住所 田原市福江町中紺屋瀬古8番地

Eメール info@tahara-tia.jp

最寄駅 豊橋鉄道バス伊良湖本線または支線「福江」下車

福江市民館

曜日/時間 金曜日 19:30～21:00

主催 （特活）たはら国際交流協会

開催場所

問合先 0531-22-2622

住所 田原市田原町汐見5

Eメール info@tahara-tia.jp

最寄駅 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅

100 あかばねひらがなの会
田原市

開催場所

(特活)プラス・エデュケート
住所 豊明市二村台3-1-1 豊明団地55棟107号

99 にほんご教室（田原教室）
田原市

曜日/時間 月曜日 16：00～17：00

問合先 0562-92-3822

98 にほんご教室（渥美教室）
田原市

開催場所

Eメール toyoake@tira.jpn.org

97 日本語理解が不十分なこどものための学習支援教室
豊明市

曜日/時間 金曜日 19：00～20：45/日曜日 A教室10：00～11：45・Ｂ教
室14：00～15：45（夏休み、冬休みあり）
豊明市総合福祉会館
住所 豊明市新田町吉池18-3

96 豊明市日本語初期指導教室（豊明プレクラス・プレス
クール）
豊明市
主催 （特活）プラス・エデュケート
子ども

二村会館

問合先 0562-92-4649

95 小学生のための日本語・国語教室
豊明市

曜日/時間 木曜日 15:20～16:20
開催場所

94 小学低学年のための読み書き教室
豊明市

サダカ

主催 豊明市国際交流協会

93 日本語教室
豊明市

曜日/時間 土曜日 9:00～11:30

主催 サダカ

92 子ども日本語教室
豊明市

開催曜日・時間等

名

主催 あかばねひらがなの会

日曜日 10：00～11：30

田原文化会館

曜日/時間 毎月第1・3土曜日 13:30～15:00
開催場所

問合先

田原市赤羽根福祉センター
住所 田原市赤羽町赤土1

Eメール sakube@tees.jp

最寄駅 豊橋鉄道バス「赤羽根市民センター前」下車
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番号等

教

室

101 日本語教室おしゃべりひろば
愛西市
一般＆
子ども

曜日/時間 毎月第1・3・4日曜日 10：00～11：30

主催 愛西市

開催場所

問合先 0567-55-7133

住所 愛西市稲葉町米野303

Eメール kikaku@city.aisai.lg.jp

最寄駅 名鉄尾西線「日比野」駅

102 日本語ひろば
清須市

開催曜日・時間等

名

市文化会館

曜日/時間 月3回日曜日 10:00～11:30

主催 清須市国際交流協会

開催場所

問合先 052-400-2911

住所 清須市清洲弁天96-1

Eメール shogaigakushu@city.kiyosu.lg.jp

最寄駅 名鉄「新清洲」駅、JR「清洲」駅

103 北名古屋市国際交流協会子ども日本語教室

曜日/時間 月～金曜日のうち週1回

一般＆
子ども

北名古屋
主催 北名古屋市国際交流協会
市
問合先 0568-22-1111
子ども
Eメール info@kitanagoya-kiia.jp
104 あいち日本語教室 Aichi Nihongo
Kyoshitsu(Geral&Cliança)
みよし市
主催 あいち日本語教室
一般＆
子ども

あま市
一般＆
子ども

一般＆
子ども

一般＆
子ども

子ども

子ども

一般＆
子ども

要相談（柔軟に対応）/Local: a consultar

曜日/時間 水曜日 10：00～11：30と19：00～20：30、土曜日 10：00～
11：30、日曜日 10：00～11：30
開催場所

問合先 080-5295-8063

住所 あま市甚目寺二伴田65

Eメール aciatoiawase@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄津島線「甚目寺」から徒歩１０分

甚目寺公民館

曜日/時間 木曜日 19：00～21：00

主催 あま市国際交流協会

開催場所

問合先 090-9900-7930

住所 あま市木田丁子ノ口6番地1

Eメール aciatoiawase@yahoo.co.jp

最寄駅 名鉄津島線「木田」から徒歩10分

主催 （特活）まちねっと大口

美和情報ふれあいセンター

曜日/時間 毎週土曜日 19:00～20:30
開催場所

問合先 0587-22-6642

健康文化センター（ほほえみプラザ）２階町民活動センター
住所 大口町伝右1丁目35番地

Eメール machinet@heart.ocn.ne.jp

最寄駅 名鉄犬山線「柏森」駅
曜日/時間 毎週土曜日 18:00～19:20/19:30～21:00

主催 かにえ国際交流友の会

開催場所

問合先 090-9929-1260

住所 愛知県海部郡蟹江町学戸3丁目3番地

Eメール

最寄駅 近鉄・JR「蟹江」駅

蟹江中央公民館

曜日/時間 毎週水曜日 17:30～19:00 第1、3、5土曜日13:30～15:00

主催 多文化共生ひがしうら

開催場所

問合先 0562-51-7697

住所 知多郡東浦町大字石浜字菰蓋1-143

Eメール tabunka_higashiura@yahoo.co.jp

最寄駅 JR武豊線「石浜」駅

110 武豊日本語教室 土曜日クラス
武豊町

開催場所

主催 あま市国際交流協会

109 こどもにほんごひろば
東浦町

曜日/時間 要相談（柔軟に対応）/Deta e hora: a consultar

最寄駅

108 日本語しゃべろう会（子ども日本語教室）
蟹江町

最寄駅

Eメール ndngh777@yahoo.co.jp

107 大口町日本語教室Cerejaカフェ
大口町

市内関係小中学校
住所 各学校所在地

住所

106 美和日本語教室
あま市

開催場所

問合先 090-7315-5506/0561-36-4207

105 JJにほんごくらぶ

清須市清洲市民センター

主催 武豊日本語ボランティア

ラソプラザ（アイプラザ内）

曜日/時間 毎週土曜日 10:00～12:00
開催場所

問合先 0569-73-2833

武豊町立大足児童館2F図書室
住所 知多郡武豊町平海道78-1

Eメール

最寄駅 JR「武豊」駅より南へ400ｍ又は名鉄「知多武豊」駅より徒歩10分
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番号等

教

室

111 武豊日本語教室 日曜日クラス
武豊町
一般＆
子ども

開催曜日・時間等

名

曜日/時間 日曜日 14:00～16:00

主催 武豊日本語ボランティア

開催場所

問合先 0569-73-2833

住所 知多郡武豊町山ノ神20-1

Eメール

最寄駅 名鉄知多武豊駅または上ゲ駅

24

中央公民館2階パソコン室

