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外国人向け教育相談窓口

団体名 所在地 対応言語 電話番号

日本語教育相談センター
（名古屋市教育委員会）

名古屋市 ポ・ス・中・韓・比 052-961-0418

（公財）名古屋国際センター
海外児童生徒教育相談

名古屋市 ポ・ス・英・中・韓・比・べ 052-581-0100

外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜実施校（全て県立高校） (→P.24,47,95)

学校名 学科名 地区 電話番号

名古屋南高等学校 普通科 尾張 052-613-0001

中川商業高等学校 商業科 尾張 052-361-7457

小牧高等学校 普通科 尾張 0568-77-1231

岩倉総合高等学校 総合学科 尾張 0587-37-4141

東浦高等学校 普通科 尾張 0562-83-0111

衣台高等学校 普通科 三河 0565-33-1080

豊田工科高等学校 工業科 三河 0565-52-4311

安城南高等学校 普通科 三河 0566-99-2000

知立高等学校 総合学科 三河 0566-81-0319

豊橋西高等学校 総合学科 三河 0532-31-8800

豊川工科高等学校 工業科 三河 0533-85-4425

ここでは、外国人の子どもの教育に役立つ関係機関や団体、相談窓口を掲載しています。いずれも
2021（令和3）年1月現在、当協会で把握している情報に基づいています。
なお、特に記載のない項目の出典や時点は、「引用・参考文献」（→P.130）に掲載しています。

海外帰国生徒にかかる入学者選抜実施校（名古屋市立以外は全て県立高校) (→P.24)

学校名 学科名 地区 電話番号

中村高等学校 普通科 尾張 052-411-7760

千種高等学校 国際教養科 尾張 052-771-2121

豊田西高等学校 普通科 三河 0565-31-0313

刈谷北高等学校 国際教養科 三河 0566-21-5107

豊橋東高等学校 普通科 三河 0532-61-3146

名東高等学校（名古屋市立） 国際英語科 尾張 052-703-3313
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学校名 学科名 所在地 電話番号 学校名 学科名 所在地 電話番号

夜
間

旭丘＊1 普通 名古屋市 052-721-5351 横須賀 普通 東海市 0562-32-1278

明和 普通 名古屋市 052-961-2551 大府 普通 大府市 0562-46-5101

城北つばさ ものづくり 名古屋市 052-911-4421 豊田西 普通 豊田市 0565-31-0313

瑞陵＊1 普通 名古屋市 052-851-7141 豊田工科 機械 豊田市 0565-52-4311

名古屋西 普通 名古屋市 052-524-5175 岡崎 普通 岡崎市 0564-51-0215

熱田 普通 名古屋市 052-652-5858 岡崎工科 機械 岡崎市 0564-51-1670

名古屋工科 機械 名古屋市 052-822-0242 碧南 普通 碧南市 0566-41-2564

瀬戸工科
総合
ビジネス

瀬戸市 0561-82-2003 刈谷東 機械 刈谷市 0566-21-3328

春日井 普通 春日井市 0568-81-2251 安城 普通 安城市 0566-76-6262

犬山 普通 犬山市 0568-61-0236 一色 普通 西尾市 0563-72-8165

古知野 普通 江南市 0587-56-2508 豊橋工科 機械 豊橋市 0532-45-5635

小牧 普通 小牧市 0568-77-1231 蒲郡 普通 蒲郡市 0533-68-2074

一宮 普通 一宮市 0586-71-5514
名古屋
市立工業

工業技術 名古屋市 052-361-3116

津島 普通 津島市 0567-28-4158
名古屋
市立中央

普 通 ･ 商
業

名古屋市 052-241-6538

半田商業
総合
ビジネス

半田市 0569-21-0251
豊橋
市立豊橋

普通･総合
ビジネス

豊橋市 0532-62-0278

＊1 令和2年度募集停止

昼
間

城北つばさ 普通 名古屋市 052-911-4421
名古屋＊2

市立中央
普通 名古屋市 052-241-6538

一宮起工科 普通 一宮市 0586-61-1188
豊橋＊2

市立豊橋
普通 豊橋市 0532-62-0278

刈谷東＊2 普通 刈谷市 0566-21-3347 ＊2 二部制

通
信
制

旭陵 普通 名古屋市 052-721-5371

刈谷東 普通 刈谷市 0566-21-3327

愛知県内の公立の定時制・通信制高校一覧（名古屋市立・豊橋市立以外は全て県立） (→P.16,18)

愛知県内の外国人学校一覧 (→P.16～18,94)

学校形態 学校名 所在地 電話番号

ブラジル人
学校

学校法人倉橋学園伯人学校イーエーエス 豊橋

豊橋市

0532-54-0450

エジャ・インテラチヴォ 0532-53-6690

学校法人豊橋インターナショナルアカデミー 0532-21-8415

エスコーラ・デ・エデュカサォン・インファンチウ
カンチーニョ・ダ・チア・シェシェラ

岡崎市 090-6464-2904

学校法人倉橋学園伯人学校イーエーエス 碧南
碧南市

0566-46-3404

エスコーラ・セメンティーニャ・デ・ジェズス 0566-46-3722

学校法人倉橋学園伯人学校イーエーエス 豊田

豊田市

0565-47-0020

エスコーラ・ピンタンド・オ・セッテ 0565-43-3987

エスコラ・ネクター 0565-46-1844

エスコーラ・パウロ・フレイレ瀬戸 瀬戸市 0561-76-0094

エスコーラ・サンパウロ・インテルナシオナウ第1校（幼稚園）
安城市 0566-95-7363

エスコーラ・サンパウロ・インテルナシオナウ第2校（小中高等学校）

コレージオ・エマヌエウ 半田市 0569-58-8655
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愛知県内のプレスクール（2019年度） (→P.16,37,98) 

学校形態 学校名 所在地 電話番号

朝鮮学校

愛知朝鮮中高級学校 豊明市 0562-97-1324

名古屋朝鮮初級学校 名古屋市 052-451-4725

東春朝鮮初級学校 春日井市 0568-81-3035

愛知朝鮮第七初級学校 瀬戸市 0561-82-6308

豊橋朝鮮初級学校 豊橋市 0532-48-0224

フィリピン人学校 ELCC国際子ども学校 名古屋市 052-781-0165

インターナショナ
ルスクール

学校法人名古屋国際学園 名古屋市 052-736-2025

一般財団法人インターナショナル・クリスチャン・アカデミー
名古屋

長久手市 0561-62-4196

愛知インターナショナルスクール 名古屋市 052-788-2255

学校法人江西国際学園 名古屋市 052-581-0700
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市町村名 事業名 実施形態［委託先］ 所管課 問合先

豊橋市 プレスクール事業
委託
［特定非営利活動法人フロンティ
アとよはし］

多文化共生・国際
課

0532-51-2023

岡崎市 プレスクール「ぴかぴか」 国際交流協会 - 0564-23-6644

瀬戸市 プレスクール 直営 学校教育課 0561-88-2760

豊川市 豊川市こぎつね教室 直営 市民協働国際課 0533-89-2158

刈谷市 プレスクール 直営 学校教育課 0566-62-1035

豊田市 プレスクールきらきら 委託［ＮＰＯ法人トルシーダ］ 学校教育課
0565-34-6661
0565-34-6662

西尾市
多文化ルームＫＩＢＯＵ

委託［社会福祉法人せんねん村
多文化ルームＫＩＢＯＵ］

学校教育課

0563-65-2176
多国籍児童生徒教育支
援事業

委託［社会福祉法人せんねん村
中野郷保育園］

学校教育課

犬山市
多文化共生事業（プレス
クール）

委託［ＮＰＯ法人シェイクハンズ］ 地域協働課
0568-44-0343
0568-44-0349

小牧市 プレスクール 国際交流協会 - 0568-76-0905

知多市

つつじが丘小学校プレス
クール

直営
つつじが丘小学校
独自事業

0562-55-1331

外国人生活支援事業 委託［ちたビジョンプロジェクト］ 市民協働課 0562-36-2644

知立市 早期適応教室 直営
知立市教育委員会
学校教育課

0566-95-0136

高浜市 くすのき 直営 高浜市教育委員会 0566-52-1111(代)

岩倉市 プレスクール 直営 学校教育課 0587-38-5818

※問合先は市町役場の代表または所管課、国際交流協会（「つつじが
丘小学校プレスクール」は同校）の電話番号を掲載しています。



市町村名 事業名 実施形態［委託先］ 所管課 問合先

豊明市
定住外国人日本語教育推進
プレクラス・プレスクール事業

委託［ＮＰＯ法人プラスエデュ
ケート］

学校教育課 0562-92-8316

弥富市 プレスクール 直営 児童課 0567-65-1111(代)

蟹江町 蟹江町プレスクール事業
委託［一般社団法人かにえ
子ども日本語の会］

民生部子ども課 0567-95-1111(代)

市町村名 事業名 実施形態［委託先］ 所管課 問合先

名古屋市 初期日本語集中教室 直営
教育委員会事務局指導
部指導室

052-972-3232

豊橋市
虹の架け橋教室

委託
［学校法人豊橋インターナ
ショナルアカデミー］

多文化共生・国際課 0532-51-2023

プレクラス 直営 学校教育課 0532-51-2817

岡崎市
日本語初期指導教室(プ
レクラス）「希望」

直営 教育委員会学校指導課 0564-23-6624

瀬戸市 日本語初期指導教室 直営 学校教育課 0561-88-2760

豊川市 豊川市こぎつね教室 直営 市民協働国際課 0533-89-2165

碧南市
碧南市日本語初期指導
教室（いっぽ教室）

委託
［ＮＰＯ法人プラスエデュ
ケート］

教育委員会学校教育課 0566-95-9918

刈谷市 プレクラス 直営 学校教育課 0566-62-1035

豊田市 ことばの教室 直営 学校教育課
0565-34-6661
0565-34-6662

安城市 日本語初期指導教室
委託
［ＮＰＯ法人トルシーダ］

学校教育課 0566-71-2254

西尾市 早期適応指導教室 直営 学校教育課 0563-65-2176

蒲郡市
蒲郡市日本語初期適応
指導教室「きぼう」

直営 教育委員会学校教育課 0533-66-1165

小牧市 日本語初期教室 直営 学校教育課 0568-76-1165

知多市
知多市日本語初期指導
教室‘えがお’

直営
知多市教育委員会学校
教育課

0562-36-2681

知立市 早期適応教室 直営
知立市教育委員会学校
教育課

0566-95-0136

高浜市 くすのき 直営 高浜市教育委員会 0566-52-1111(代)

岩倉市 プレクラス 直営 学校教育課 0587-38-5818

豊明市
定住外国人日本語教育
推進プレクラス・プレス
クール事業

委託
［ＮＰＯ法人プラスエデュ
ケート］

学校教育課 0562-92-8316

みよし市 初期指導教室運営事業
委託
［ＮＰＯ法人トルシーダ］

みよし市教育委員会学
校教育課

0561-32-8026

愛知県内のプレクラス（初期指導教室）（2019年度） (→P.16,37,41,98) 

● 71 ●

参考：愛知県社会活動推進課多文化共生推進室ホームページ

参考：愛知県社会活動推進課多文化共生推進室ホームページ

※問合先は市町役場の代表または所管課の電話番号を掲載しています。



愛知県内の子ども向けの日本語教室及び学習支援団体 (→P.16,41,46,55,97)

当協会のウェブサイトで日本語教室一覧を閲覧できます（一部掲載されていない教室もあります。）。
日本語教育リソースルーム愛知県内日本語教室リスト： http://www2.aia.pref.aichi.jp/topj/indexj.html

教室名 主催団体 所在地 電話番号

NIC高校生日本語教室 （公財）名古屋国際センター 名古屋市 052-581-5689

NIC子ども日本語教室 （公財）名古屋国際センター 名古屋市 052-581-5689

NIC夏休み子ども日本語教室 （公財）名古屋国際センター 名古屋市 052-581-5689

ことばの会 ことばの会 名古屋市 090-9184-1995

名古屋YWCAグローバルスクール 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）

（公財）名古屋YWCA 名古屋市 052-961-7707

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）

（公財）名古屋YWCA 名古屋市 052-961-7707

トライシクル・プロジェクト
フィリピン人移住者センター
（FMC）

名古屋市 090-8339-1735

らくらく日本語教室 らくらく日本語教室 名古屋市 070-5039-1843

日本伝統文化・茶道・華道ひまわりの会
日本伝統文化・茶道・華道
ひまわりの会

名古屋市
052-301-1624
090-9186-9411

丸池荘日本語教室 スマイル 丸池荘町内会 名古屋市 090-4851-6874

みなみ文化日本語教室 みなみ文化日本語の会 名古屋市 052-811-7050

ヒルズ日本語deウォーク ヒルズ日本語deウォーク 名古屋市 050-5585-0621

みどり日本語教室
みどり日本語教室
（中国帰国者支援の会）

名古屋市 090-1757-9200

放課後日本語クラブ 放課後日本語クラブ 名古屋市 052-774-2021

EAS豊橋日本語教室 EAS豊橋日本語教室 豊橋市 0532-54-0450

石巻中校区学習支援教室 （特活）フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470

岩田親子日本語教室 （特活）フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470

岩田団地日本語教室 （特活）フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470

外国人等中学生アフタースクール （特活）ABT豊橋ブラジル協会 豊橋市 0532-39-3437

学習支援（豊橋） （特活）いまから 豊橋市 090-9894-8823

Comuna Kids Fundação Comuna 豊橋市 090-6806-7054

東陽中校区学習支援教室 （特活）フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470

豊岡・東部中校区学習支援教室 （特活）フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470

南陽中校区学習支援教室 （特活）フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470

牟呂中校区学習支援教室 （特活）フロンティアとよはし 豊橋市 0532-55-5470

夏休み・こども日本語教室 岡崎市国際交流協会 岡崎市 0564-23-3148
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教室名 主催団体 所在地 電話番号

Vivaキッズ日本語ひろば Vivaおかざき!! 岡崎市 080-5141-1132

日本語ひろば ジュニア 一宮市国際交流協会 一宮市 0586-85-7076

放課後学習支援教室「寺子屋いちみん」 一宮市国際交流協会 一宮市 0586-85-7076

カンチーニョ デ サベール 瀬戸
カンチーニョ デ サベール
瀬戸

瀬戸市 0561-76-0094

にほんごオアシス にほんごオアシス 瀬戸市 0561-84-2264

日本語のひろば 日本語のひろば 瀬戸市
nihongonohirobaseto

@gmail.com

日本語教室 はらやま
ボランティアグループ
日本語教室 はらやま

瀬戸市
xiaoheijun.taka4@

gmail.com

日本語教室（うさぎ） 半田国際交流協会 半田市 0569-26-1929

日本語教室 シランダ シランダの会 半田市
cirandanokai@

yahoo.co.jp

かすがいふれあい教室
（子どもの日本語教室）

春日井国際交流会・KIF 春日井市 0568-56-1944

かすがいこどもひろば 外国人サポート春日井 春日井市 090-2262-8759

豊川市「こぎつね教室」 豊川市役所 豊川市 0533-89-2158

PECLA 日本語教室 （公財）豊川市国際交流協会 豊川市 0533-83-1571

千両日本語教室 千両日本語教室 豊川市 0533-83-0130

日本語教室・よろず学校生活相談所
「ふじか」

津島市国際交流協会 津島市 0567-58-2270

つしま にほんご教室 つしま にほんご教室 津島市 070-5250-2603

EAS碧南日本語教室 EAS碧南日本語教室 碧南市 0566-46-3404

にしばた教室 わしづか日本語教室 碧南市
0566-43-3434

（ららくるにしばた）

わしづか日本語教室 団地教室 わしづか日本語教室 碧南市 0566-48-2659

KIFAV日本語教室
KIFA親善ボランティア
日本語支援グループ

刈谷市 0566-62-1209

土曜親子日本語教室
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 0566-26-2219

スリーエス日本語教室 小垣江市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 国際プラザ スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 野田市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 一ツ木市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 東刈谷市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

AIUEO （公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931
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教室名 主催団体 所在地 電話番号

日本語教室 Curso Sol Nascente 豊田市国際まちづくり推進課 豊田市 0565-34-6963

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」

豊田市国際まちづくり推進課 豊田市 0565-34-6963

EAS豊田日本語教室 EAS豊田日本語教室 豊田市 0565-46-1313

高校生サポート教室 （特活）トルシーダ 豊田市 080-4074-5304

土曜日教室 （特活）トルシーダ 豊田市 080-4074-5304

子ども日本語教室 安城市国際交流協会 安城市 0566-71-2260

さくら日本語の会 さくら日本語の会 安城市 0566-72-7645

Raimu来夢（放課後学習支援日本語教室） Pay Forward 安城市 080-2410-0825

「わくわく」子ども日本語教室 「わくわく」子ども日本語の会 安城市 0566-75-6473

にしおっこカラフル 西尾市国際交流協会 西尾市 0563-65-2178

西尾にほんごひろば 西尾市国際交流協会 西尾市 0563-65-2178

日本語教室（木曜クラス） 西尾市国際交流協会 西尾市 0563-65-2178

大塚教室 蒲郡国際交流協会 蒲郡市 0533-66-1179

塩津教室 蒲郡国際交流協会 蒲郡市 0533-66-1179

さくら教室・つぼみ教室 （特活）アジャスト 犬山市 070-4212-7441

「おかえりなさい塾」日本語教室 （特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939

「シェイクハンズ」子ども日本語教室 （特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939

みんなの日曜塾（親子向け） （特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939

外国人児童向け放課後学習支援教室
「子ども塾」 藤里小学校「国際ルーム」

江南市国際交流協会 江南市 0587-54-1111

外国人児童向け放課後学習支援教室
「子ども塾」 ふくらの家

江南市国際交流協会 江南市 0587-54-1111

江南市国際交流協会
日本語教室（月曜クラス）

江南市国際交流協会 江南市 0587-54-1111

日本語習得支援教室（ワイワイ日本語） 江南市国際交流協会 江南市 0587-54-1111

INF日本語教室・夢クラス
一色コスモスサポート学習の
会

小牧市 0568-77-0739

にわとりの会 にわとりの会 小牧市 0568-72-7742

東田中日本語教室 東田中日本語教室 小牧市
0568-43-1145
080-5168-4166

ひよこの会日本語教室 ひよこの会 小牧市 090-7303-2843

MOMOきっず MOMOきっず 小牧市 0568-75-8469

いなざわ日本語教室 いなざわ日本語教室 稲沢市 090-6570-4822
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教室名 主催団体 所在地 電話番号

しろあと日本語教室 しろあと日本語教室 新城市 0536-22-3727

外国につながる子どもの学習支援教室 東海市国際交流協会 東海市 0562-32-5339

クリアンサの会 クリアンサの会 大府市 090-1292-4378

日本語教室ふらっと 地域多文化ネット「WKY」 大府市 090-9120-5980

キッズエスペランサ ちたビジョンプロジェクト 知多市 0562-51-6291

宿題教室エスペランサ ちたビジョンプロジェクト 知多市 0562-51-6291

TERAKOYAエスペランサ ちたビジョンプロジェクト 知多市 0562-51-6291

日本語教室 知立市国際交流協会 知立市 0566-95-0144

学習支援教室 みらい （特活）みらい 知立市 080-3679-0765

旭子ども日本語教室 サダカ 尾張旭市 090-7853-7396

子ども日本語教室 豊明市国際交流協会 豊明市
0562-92-8317
0562-92-4649

日本語教室 豊明市国際交流協会 豊明市 0562-92-4649

小学低学年のための読み書き教室 （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

小学生のための日本語・国語教室 （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

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）

（特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

日本語理解が不十分なこどものための学
習支援教室

（特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

にほんご教室（渥美教室） （特活）たはら国際交流協会 田原市 0531-22-2622

にほんご教室（田原教室） （特活）たはら国際交流協会 田原市 0531-22-2622

あかばねひらがなの会 あかばねひらがなの会 田原市 sakube@tees.jp

日本語教室おしゃべりひろば 愛西市 愛西市 0567-55-7133

日本語ひろば 清須市国際交流協会 清須市 052-400-2911

北名古屋市国際交流協会
子ども日本語教室

北名古屋市国際交流協会 北名古屋市 0568-22-1111

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

あいち日本語教室 みよし市
090-7315-5506
0561-36-4207

JJにほんごくらぶ あま市国際交流協会 あま市 080-5295-8063

美和日本語教室 あま市国際交流協会 あま市 090-9900-7930

大口町日本語教室Cerejaカフェ （特活）まちねっと大口 大口町 0587-22-6642

日本語しゃべろう会（子ども日本語教室） かにえ国際交流友の会 蟹江町 090-9929-1260

こどもにほんごひろば 多文化共生ひがしうら 東浦町 0562-51-7697
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教室名 主催団体 所在地 電話番号

武豊日本語教室 土曜日クラス 武豊日本語ボランティア 武豊町 0569-73-2833

武豊日本語教室 日曜日クラス 武豊日本語ボランティア 武豊町 0569-73-2833

愛知県内の子どもの母語教室 (→P.59) 

言語 団体名・教室名 所在地 電話番号

ポルトガル語

（特活）ABT豊橋ブラジル協会 外国にルーツを持つ子どものた

めの母語保持教室
豊橋市 0532-39-3437

（公財）豊川市国際交流協会 ラテンアメリカ部会教育プログラム
（PECLA（ペクラ））

豊川市 0533-83-1571

（公財）豊田市国際交流協会 母語保持教室 豊田市 0565-33-5931

多文化ルームKIBOU こどもの母語クラス 西尾市 0563-77-7457

ちたビジョンプロジェクト コミュニティスクール事業 知多市 0562-51-6291

岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室 岩倉市 0587-38-5818

スペイン語

（公財）豊川市国際交流協会 ラテンアメリカ部会教育プログラム
（PECLA（ペクラ））

豊川市 0533-83-1571

（特活）シェイクハンズ「みんなの日曜塾」 犬山市 090-9940-2939

中国語
（公財）豊田市国際交流協会 母語保持教室 豊田市 0565-33-5931

多文化ルームKIBOU こどもの母語クラス 西尾市 0563-77-7457

ベトナム語

（公財）豊田市国際交流協会 ボランティアグループ「チェ ベトナ

ム」（ベトナムにルーツを持つ子どものためのベトナム語教室）
豊田市 0565-33-5931

多文化ルームKIBOU こどもの母語クラス 西尾市 0563-77-7457

公館名 所在地 電話番号

ア
ジ
ア

インドネシア共和国大使館 東京都品川区東五反田5-2-9 03-3441-4201

在名古屋大韓民国総領事館 名古屋市中村区名駅南1-19-12 052-586-9221

タイ王国大使館 東京都品川区上大崎3-14-6 03-5789-2433

在名古屋中華人民共和国総領事館 名古屋市東区東桜2-8-37 052-932-1098

ネパール連邦民主共和国大使館
東京都目黒区下目黒6-20-28
福川ハウスB

03-3713-6241

在名古屋フィリピン共和国総領事館
名古屋市中区栄3-31-3
尋屋ビル

052-211-8811

ベトナム社会主義共和国大使館 東京都渋谷区元代々木町50-11 03-3466-3311

北
米 在名古屋アメリカ合衆国領事館

名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル6階

052-581-4501

南
米

在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館
名古屋市中区丸の内1-10-29
白川第8ビル2階

052-222-1077

在名古屋ペルー共和国総領事館
名古屋市中区栄2-2-23
アーク白川公園ビル3階

052-209-7851

外国人数上位10か国の在日公館 (→P.10) ※愛知県を管轄区域とする在日公館
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相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語
フィリピノ語/
タガログ語

（公財）愛知県国際交流協会

052-961-7902

月～土 月～土 月～土 月～土 月～土

10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00

ベ・ネ・イ・タ・韓・ミ・日（月～土）10:00～18:00

（公財）名古屋国際センター

052-581-0100

火～日 火～日 火～日
火～金

木・土・日
13:00～17:00

10:00～12:00
13:00～17:00

10:00～12:00
13:00～17:00

9:00～19:00
土日

13:00～17:0010:00～12:00
13:00～17:00

韓（木・土・日）、ベ（水・日）、ネ（水）13:00～17:00

豊橋市

0532-51-2067

月～金 月～金
月

9:00～15:00

9:00～16:00 9:00～17:00
火・水

10:00～16:00

（公財）豊橋市国際交流協会

0532-55-3617

月・水・金
第1・3・5土と翌日
の日、第2・4土の

前々日の木と
翌週の火

毎日

（英・日）

月・水・金
第1・3土と翌日の
日、第2・4土の

前々日の木と
翌週の火

月・水・金
第2・4土と翌日の
日、第1・3土の

前々日の木と
翌週の火

10:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

岡崎市

0564-23-6480

月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～16:15 8:30～16:15

岡崎市りぶら国際交流センター

0564-23-3148

木・土・日 月・火・金～日 火・木・土

9:15～17:00 9:15～17:00 9:15～17:00

ベ（月・金）9:15～17:00

一宮市国際交流協会

0586-85-7076

第1日 第1日 第1日

9:30～10:30 9:30～10:30 9:30～10:30

イタリア（第1日）9:30～10:30

瀬戸市国際センター

0561-83-7719

第1・3水
（第3水は市役所）

火
（第2・4火は市役所）

10:00～12:00
13:00～17:00

（受付は16時まで）

10:00～12:00
13:00～17:00

（受付は16時まで）

半田国際交流協会

0569-26-1929

月～金
（第3月・火を除く）

月～金
（第3月・火を除く）

10:00～16:00 10:00～16:00

日 日

10:00～12:00 10:00～12:00

春日井市

0568-85-6620

第2・4水 第3水 第1水 第1水

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

豊川市

0533-89-2158

月～金 月～金 月～金 月・水・金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15
TV電話

8:30～17:15 8：45～12：45 9:00～17:15
TV電話

ベ（火・木）9：00～13：00
TV電話： 韓（月～金）8:30～17:15、中・ベ・ネ・タ・ヒンディー・イタリア（月～金）9:00～17:15、露・仏
（月～金）10:00～17:15

市町・市町国際交流協会

多言語対応している団体を掲載していますが、対応日時については、変わることがありますので、直接各団体
へお問い合わせください。
また、日本語のみで対応している外国人対応窓口もあります。それらの情報につきましては、愛知生活便利帳

（→P.135）に掲載しています。

日：日本語 ポ：ポルトガル語 ス：スペイン語 英：英語 中：中国語 比：フィリピノ語/タガログ語 べ：ベトナム語
ネ：ネパール語 イ：インドネシア語 タ：タイ語 韓：韓国・朝鮮語 ミ：ミャンマー語 露：ロシア語 仏：フランス語
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相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語
フィリピノ語/
タガログ語

（公財）豊川市国際交流協会

0533-83-1571

月・金
月～金 月・火・木・金 月～金

13:15～17:15

火・水
8:30～17:15 9:00～14:00 8:30～17:15

9:00～13:00

碧南市

0566-41-3311

月 月

9:00～12:00 9:00～12:00

刈谷市

0566-62-1058

月～金 月～金 火～金 月・火・木・金
8:30～12:00

13:00～17:00
8:30～12:00

13:00～17:00
8:30～12:00

13:00～17:00
8:30～12:00

13:00～17:00

豊田市

0565-34-6626

通訳職員相談
月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

多言語

サポートデスク

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 9:00～17:15

韓（月～金）8:30～17:15、 ベ・イ・タ・露・ヒンディー（月～金）9:00～17:15、 仏（月～金）10:00～17:15

電話通訳

サービス

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 9:00～17:15

韓（月～金）8:30～17:15、 ベ・ネ・イ・タ・露・ヒンディー（月～金）9:00～17:15、 仏（月～金）10:00～

17:15

（公財）豊田市

国際交流協会

0565-33-5931

相談窓口

火～金 火

9:00～19:00 13:00～16:00

水～金・日

10:00～16:00

土・日 土・日 土

10:00～16:00 9:00～17:00 9:00～12:00

通訳・翻訳

（対応できない

場合あり）

火～金 火～金 火～金 火～金

9:00～19:00 9:00～19:00 9:00～19:00 9:00～19:00

土・日 土・日 土・日 土・日

9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

安城市

0566-71-2299

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

電話通訳：ポ・ス・英・中・比含む12言語で対応、TV電話通訳：ポ・ス・英・中・比含む13言語で対応

西尾市

0563-65-2383

月～金

13:00～17:00

べ（月～金）8:30～17:00 その他、電話通訳システムによる11言語（月～金）8:30～17:15

蒲郡市

0533-66-1107

月～金 月～金

9:15～17:00 9:15～17:00

犬山市

0568-44-0343

金 金 第1金 第1金 第1金

13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30

江南市国際交流協会

ふくらの家

0587-56-7390

月～金 月～金 月～金

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

小牧市

0568-39-6527

月～金 月～金 月～金

9:00～12:00
13:00～17:00

9:00～12:00
13:00～17:00

9:00～12:00
13:00～17:00

稲沢市

0587-32-1125

第1・3金

9:30～12:30

新城市

0536-23-7622

火・木

(祝日を除く）

13:00～15:00

東海市国際交流協会

0562-32-5339

予約制 予約制 予約制

随時 随時 随時

大府市（ウェルサポ）
0562-45-6219

その他（TV電話通訳システム）による13言語（月・火・木・金）8:30～17:15（水）8:30～19:15

大府市国際交流協会
080-4525-5931

月・水 第2水

13:00～17:00
（第2・4水～18:00） 13:00～17:00

ベ（第4水）13:00～17:00
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相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語
フィリピノ語/
タガログ語

知多市

0562-33-3151

月 火
9:00～12:00

13:00～16:00
9:00～12:00

13:00～16:00

木・金

9:00～12:00

知立市

0566-83-1111

月～金（市民課）

9:30～12:00
13:00～16:00

金・土
（もやいこハウス）

金 9:00～12:00
土 10:00～12:00

13:00～15:00

高浜市

0566-52-1111

月～金

8:30～17:00

べ(月～金)8:30～17:00

岩倉市

0587-38-5040

月～金 月～金

9:00～16:00 9:00～16:00

その他の言語は翻訳機対応

日進市

（日進市国際交流協会）

0561-73-1131

月～金 月～金 月～金 月～金
9:00～12:00

13:00～16:00
9:00～12:00

13:00～16:00
9:00～12:00

13:00～16:00
9:00～12:00

13:00～16:00
韓（月～金）9:00～12:00、13:00～16:00

（特活）たはら国際交流協会

0531-22-2622

水・金・日（要予約） 水・金・日（要予約） 水・金・日（要予約）

10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00

日（水・金・日）10：00～18：00、ベ・イ（水・金・日）（要予約）10:00～18:00

北名古屋市国際交流協会

0568-22-1111
日（月～金）8:30～17:15

みよし市

0561-32-2111

月・火・金（市民課）

13:00～16:00

水・木（市民課）

9:00～16:00

月（健康推進課）

9:00～12:00

火（納税課）

9:00～12:00

金（子育て支援課）

9:00～12:00

あま市国際交流協会

090-3932-5931

月～金

(英・日）

9:00～17:00

扶桑町多文化共生センター

0587-93-1111

木

（英・日）
木

19:00～20:30 19:00～20:30

日

（英・日）
日

13:30～15:00 13:30～15:00

東浦町

0562-83-3111

月・金 月～金 月～金

8:30～17:00 13:00～16:00 13:00～16:00

水

10:30～19:00

木
8:30～11:00

13:00～17:00

東浦町（東浦住宅集会所）

0562-83-0318

木

11:00～12:00

幸田町

0564-62-1111（内線331）

月～金

10:00～12:00

13:00～17:00

多言語（電話通訳で対応）月～金8:30～12:00、13:00～17:15
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日：日本語 ポ：ポルトガル語 ス：スペイン語 英：英語 中：中国語 比：フィリピノ語/タガログ語 べ：ベトナム語
ネ：ネパール語 イ：インドネシア語 タ：タイ語 韓：韓国・朝鮮語 ミ：ミャンマー語 露：ロシア語 仏：フランス語



その他（専門相談窓口） (→P.10)

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

在
留
・
ビ
ザ

名古屋出入国在留管理局

052-559-2150
日本語のみ 月～金（祝祭日を除く）9:00～16:00
※駐車場が大変混雑しているため、車の利用は避け、電車またはバスをご利用ください。

名古屋出入国在留管理局

豊橋港出張所

0532-32-6567

日本語のみ 月～金（祝祭日を除く）9:00～16:00

外国人在留総合

インフォメーションセンター

（全国共通：電話案内）

0570-013904

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

※電話案内は、ベトナム語にも対応しています。

※祝日、年末年始は除く ※PHS、IP電話、海外電話からは03-5796-7112

人
権

名古屋法務局

外国語人権相談ダイヤル

0570-090911

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

※ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・韓国語 月～金 9:00～17:00 ※祝日を除く

外国語インターネット人権相談
受付窓口

英語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html

中国語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html

子どもの養育や心身の障害、虐待に関する相談（公的機関） (→P.53,64,65)

機関名 管轄区域 電話番号

中央児童・障害者相談センター
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、
北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡

052-961-7250

海部児童・障害者相談センター 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 0567-25-8118

知多児童・障害者相談センター 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 0569-22-3939

西三河児童・障害者相談センター 岡崎市、西尾市、額田郡 0564-27-2779

豊田加茂児童・障害者相談センター 豊田市、みよし市 0565-33-2211

新城設楽児童・障害者相談センター 新城市、北設楽郡 0536-23-7366

東三河児童・障害者相談センター 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 0532-54-6465

一宮児童相談センター 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 0586-45-1558

春日井児童相談センター 春日井市、小牧市 0568-88-7501

刈谷児童相談センター 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 0566-22-7111

名古屋市中央児童相談所
名古屋市千種区、東区、北区、中区、昭和区、
守山区、名東区

052-757-6111

名古屋市西部児童相談所 名古屋市西区、中村区、熱田区、中川区、港区 052-365-3231

名古屋市東部児童相談所 名古屋市瑞穂区、南区、緑区、天白区 052-899-4630

在日公館の連絡先、管轄地域等は、外務省のホームページより確認することができます。

駐日外国公館リスト 目次 https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html

また、当協会のホームページでは、県内で活動する民間国際交流団体のうち、各国と交流を持つ団体の情

報が検索できます。 民間国際交流団体検索 http://www2.aia.pref.aichi.jp/kikaku/j/dantai/ngo.html

各国の関係団体
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