
団体名 電話番号 メールアドレス ホームページ 教室名 会場 対象 内容 日時 費用 申し込み方法

CIRCULO（シルクロ） 055-951-8500
summer@apost.plala.or.j
p

http://www4.plala.or.jp/
sugarbb/

日曜クラス 沼津商連会館ビル9階 おとな・子ども
勉強する  人の  したいことに  あわせて  勉強
します。

毎週月ようび、1週間おきの  金ようび  午後5時30分～7時00分、午後7
時10分～8時40分

1,000円/2か月 団体へ  連絡してください。

CIRCULO（シルクロ） 055-951-8500
summer@apost.plala.or.j
p

http://www4.plala.or.jp/
sugarbb/

清水町クラス 長沢公民館 おとな
午前  ：  初級後半～中級
午後  ：  初級

日ようび  午前10時00分～12時00分 2,000円/10回 団体へ  連絡してください。

CIRCULO（シルクロ） 055-951-8500
summer@apost.plala.or.j
p

http://www4.plala.or.jp/
sugarbb/

少人数レッスン 沼津商連会館ビル9階 おとな・子ども
勉強する  人の  したいことに  あわせて  勉強
します。

相談して  きめます。
はじめて  教室に  はいるとき
の  お金  ：  3,000円
8,000円/10回

団体へ  連絡してください。

沼津市企画部市民協働課 055-934-4717
kokusai@city.numazu.lg.j
p

親子で学ぶ日本語ひろば 今沢地区センター おとな・子ども
中学生までの  子どものための  日本語・学校
の  勉強
大人のための  生活に必要な日本語の  勉強

2回/月  くらい  日ようび  午前9時30分～11時00分 お金は  かかりません（０円） 教室へ  きてください。

沼津市企画部市民協働課 055-934-4717
kokusai@city.numazu.lg.j
p

親子で学ぶ日本語ひろば 第5地区センター おとな・子ども
中学生までの  子どものための  日本語・学校
の  勉強
大人のための  生活に必要な日本語の  勉強

2回/月  くらい  日ようび  午後1時30分～午後3時00分 お金は  かかりません（０円） 教室へ  きてください。

沼津国際交流協会 055-934-4717 info@nice-numazu.org
http://www.nice-
numazu.org/

沼津にほんご教室 沼津市立図書館4階 おとな

だいたい  40回／年。日本語を  じょうずに  は
なすことができない  外国人へ  おしえます。沼
津国際交流協会の  会員が  先生です。13の
グループに  わかれて  勉強します。

土ようび  午後1時30分～3時00分
(祝日や  会場の都合で  やすみに  なる  ばあいが  あります)

お金は  かかりません（０円） 教室へ  きてください。

裾野市海外友好協会 055-993-9695 info@sofa-jp.com
http://www.sofa-
jp.org/

裾野市日本語教室
裾野市海外友好協会事務所(裾野
市佐野921-3大橋ビル2階）

中がくせい以上
初級、中級、上級の  3つの  クラスが  ありま
す。

日ようび  午前10時00分～11時30分（8月は  やすみ） 300円/回
団体へ  連絡するか  教室へ
きてください。

伊豆の国市国際交流協会 090-6574-4176 link@ab.thn.ne.jp 日本語話そう会 韮山時代劇場2階　和室 おとな、子ども
ボランティアの  日本語講座です。ボランティア
の  スタッフが  日本語で  はなしを  するための
てつだいを  します。

火ようび  午後7時30分～9時00分 お金は  かかりません（０円）
教室へ  きてください。それ
か、くるまえに  電話してくださ
い。

三島日本語サークル 055-983-2645 三島日本語サークル
生涯学習センター、三島市民活動
センターなど

おとな
勉強する  人の  したいことに  あわせて  先生
を  きめます。
1時間／回、ぜんぶで10回。

相談して  きめます。 5,000円/10回、1回は1時間
三島市の  国際交流室(055-
983-2645）へ  もうしこみ書を
だしてください。

のびっこクラブみしま 080-3644-7444(石井) nobicco@gmail.com
http://nobikko.chobi.ne
t/

のびっこクラブ 三島市立北小学校地域連携室 子ども（小がくせい～高こうせい）
子どもへ  日本語や  学校の  勉強を  おしえま
す。

毎週土ようび  午前10時00分～12時00分 お金は  かかりません（０円）
団体へ  電話か  メールを  し
てください。

のびっこクラブみしま 080-3644-7444(石井) nobicco@gmail.com
http://nobikko.chobi.ne
t/

クラスぽよ 三島市立東小学校地域連携室 会場の 学校に いっている 子ども
子どもへ  日本語や  学校の  勉強を  おしえま
す。

毎週月ようびの  学校が  おわってから  午後2時30分～3時30分 お金は  かかりません（０円）
団体へ  電話か  メールを  し
てください。

御殿場市国際交流協会 0550-82-4426 gia@mail.wbs.ne.jp
http://city.gotemba.shi
zuoka.jp/gia/

ふじ山教室 ふじ山教室（御殿場小学校の前） 子ども

ブラジル人、アルゼンチン人の  先生と  日本人
の  ボランティアが  います。外国人の  子ども
が  日本の  学校で  勉強できるように  なるた
めの  教室です。日本語や  学校の  勉強を  お
しえます。

土ようび  午前9時30分～午後3時00分 お金は  かかりません（０円）
団体へ  連絡するか  教室へ
きてください。

熱海国際交流協会 0557-86-6233 kokusai@atami-ai.jp http://atami-ai.jp 日本語教室 熱海市いきいきプラザ6階会議室
ふつうは おとな（子どもは 相談して
ください）

勉強する  人の  したいことに  あわせて  勉強
します。
すくない  人たちで  勉強します。

金ようび  午前10時00分～12時00分 500円/1か月 団体へ  連絡してください。

伊東国際交流協会 0557-32-4666 iair-pr@i-younet.ne.jp http://www.iairito.jp/ 伊東国際交流協会　日本語教室 伊東国際交流協会会議室 おとな・子ども

すんでいる  ところに  あった  ことを  勉強しま
す。
勉強する  人の  レベルに  あわせて  勉強しま
す。
１人の  勉強する  人に  １人の  先生が  おしえ
ます。
クラスは  188回／年  あります。

毎週  月・木ようび  午前10時00分～11時30分  か  午後1時00分～2時
30分

お金は  かかりません（０円）
団体へ  連絡するか  教室へ
きてください。

富士市市民部多文化・男女共同参画課国際交
流室（富士市日本語教室）

0545-55-2704
si-
kokusai@div.city.fuji.shiz
uoka.jp

http://www.city.fuji.shiz
uoka.jp/

外国人のための日本語講座 富士市フィランセ西館3階会議室

富士市に すんでいる・はたらいてい
る おとな（かんたんな 会話が でき
て、自分の 名前を 日本語で かくこ
とができる 人）

日本語を  よむ・かく・はなす  などの  簡単な
勉強。
日本の  生活文化、習慣、環境などの  社会勉
強。
クラスは  ぜんぶで  20回  あります。

5～10月  毎週  水ようび
昼の部  ：  10時00分～11時30分  夜の部  ：  7時00分～午後8時30分

本の  お金  ：  2,000円
4月に  富士市役所の  国際
交流室へ  もうしこんでくださ
い。

富士市市民部多文化・男女共同参画課国際交
流室（富士市日本語教室）

0545-55-2704
si-
kokusai@div.city.fuji.shiz
uoka.jp

http://www.city.fuji.shiz
uoka.jp/

富士見台サポートセンター 富士市富士見台まちづくりセンター 子ども
日本人の  ボランティアが  おしえます。
日本語や  学校の  勉強、宿題を  おしえます。

毎週  土ようび  午前10時00分～12時00分 お金は  かかりません（０円） 団体へ  連絡してください。

富士市市民部多文化・男女共同参画課国際交
流室（富士市日本語教室）

0545-55-2704
si-
kokusai@div.city.fuji.shiz
uoka.jp

http://www.city.fuji.shiz
uoka.jp/

広見サポートセンター 富士市広見まちづくりセンター 子ども
日本人の  ボランティアが  おしえます。
日本語や  学校の  勉強、宿題を  おしえます。

毎週  土ようび  午前10時00分～12時00分 お金は  かかりません（０円） 団体へ  連絡してください。

FILS
（富士市国際交流ラウンジ）

0545-64-6400
fils@div.city.fuji.shizuoka
.jp

http://www.fils.jp/
富士市国際交流ラウンジ（FILS）日
本語クラス

富士市交流プラザ内　FILS
おとな。子どもは、親が 教室に いっ
ても いいと いっている 場合は いい
です。

1人の  勉強する  人に1人の  ボランティアの
先生が  おしえます。
1コースは  ぜんぶで  10回です。
勉強する  人の  したいことに  あわせて  勉強
します。

勉強する  人と  相談して  きめる。（月ようびは  やすみ）
2,000円/10回。
本の  お金も  はらってくださ
い。

団体へ  連絡してください。

FILS
（富士市国際交流ラウンジ）

0545-64-6400
fils@div.city.fuji.shizuoka
.jp

http://www.fils.jp/
富士市国際交流ラウンジ（FILS）楽
しい日本語
①②

富士市交流プラザ2階会議室 おとな・子ども
生活で  つかう  日本語の  会話を  勉強しま
す。
ぜんぶで  10回です。

1.  10～12月
2.  1～3月
土ようび  午後1時30分～3時00分

2,500円（この中で  本の  お
金が  500円）

団体へ  連絡してください。

FILS
（富士市国際交流ラウンジ）

0545-64-6400
fils@div.city.fuji.shizuoka
.jp

http://www.fils.jp/
富士市国際交流ラウンジ（FILS）ひ
らがなクラス

富士市交流プラザ2階会議室
4月に市内の公立小学校へ入学す
る子ども

ひらがなを  よんだり  かいたり、ことばの  たくさ
ん  おぼえる  勉強をします。ぜんぶで  15回で
す。

12～3月  日ようび  午後2時00分～3時00分 お金は  かかりません（０円） 団体へ  連絡してください。

富士にほんごの会 0545-38-1813
fuji-nihongo-no-
kai@outlook.jp

http://fuji-
nihongonokai.la.coocan.j
p/

富士にほんごの会・日本語学習
富士市国際交流ラウンジ、まちづく
りセンター他

おとな・子ども

1人の  勉強する  人に  1人の  先生が  おしえ
ます。
勉強する  人の  したいことに  あわせて  勉強
します。
10回／セット。

相談で  きめます。
2,000円/10回。本の  お金も
はらってください。

団体へ  連絡してください。

富士宮市国際交流協会(FAIR) 0544-22-8111
info@fair-
fujinomiya.com

http://www.fair-
fujinomiya.com/

FAIR 日本語教室 富士宮駅前交流センターきらら
おとな。子どもは、親と いっしょに
きてください。

日本語の  かんたんな  あいさつ、会話、漢字・
ひらがなの  練習などを  します。

3期/年（5～7月、9～11月、1～3月）
火ようび  午後7時00分～8時30分（祝日の  ばあいは  やすみ）

3,000円/10回 団体へ  連絡してください。

富士宮市国際交流協会(FAIR) 0544-22-8111
info@fair-
fujinomiya.com

http://www.fair-
fujinomiya.com/

おしゃべりラウンジ 富士宮駅前交流センターきらら おとな・子ども
1.  はなすことを  きめて  おしゃべりします。文
法、文字も  勉強します。
2.  日本語の  いろいろな  勉強をします。

4回/月  くらい。  勉強したい  人に  あわせます。 お金は  かかりません（０円） 団体へ  連絡してください。

富士宮市国際交流協会(FAIR) 0544-22-8111
info@fair-
fujinomiya.com

http://www.fair-
fujinomiya.com/

FAIR 日本語ボランティア（ボラン
ティア派遣）

富士宮市内小中学校 小・中がくせい

小・中がくせいの  日本語と  学校の  勉強を
おしえます。
学校からの  おねがいを  きいて、ボランティア
が  おしえます。

1～4回/週 お金は  かかりません（０円） 団体へ  連絡してください。
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公益財団法人  下田市振興公社 0558-23-5151 http://shimoda.main.jp/ 外国人のための日本語教室 下田市立中央公民館2階会議室
下田市に すんでいる・はたらいてい
る 人（中がくせい以上）

勉強する  人の  レベルと  したいことに  あわせ
て  勉強します。
お昼ごはんを  みんなで  たべたりして、みんな
で  たのしんでいます。
クラスは  36回／年  くらい  あります。

土ようび  午後1時30分～3時30分

クラスには  お金は  かかりま
せん（０円）。
本の  お金は  はらってくださ
い。

団体へ  連絡して  もうしこみ
書を  かいてください。

清水町日本語教室　ラ・フェンテ 清水町日本語教室　ラ・フェンテ 清水町長沢公民館　1階 小がくせい 学校の  勉強、宿題を  おしえます。 毎週  月ようび  午後3時00分～5時00分 お金は  かかりません（０円） 教室へ  きてください。


