
静岡県【東部地域】 外国人住民のための地域日本語教室　リスト ※この情報は当協会ホームページ http://www.sir.or.jp　「日本語教室リスト」でもご覧になれます。

団体名 担当者名 市町 電話 Eメール HP 教室名 会場 内容 実施日時 対象の学習者 費用 申込方法

1 CIRCULO（シルクロ） 田中夏 清水町 055-962-0790
summer@apost.plala.
or.jp

https://circulo.ameba
ownd.com/

清水町日本語教室 清水町長沢公民館 教科指導～日本語中級レベルまで。
月曜（祝日除く）
月2回金曜17：30～19：
00、19：10～20：40

大人・子ども 1,000円／3ヶ月
事前に主催団体へ連
絡、直接会場へ

沼津市 パレット日曜クラス
沼津商連会館ビル9階　東部パ
レット内

中級程度以上の文法、会話、漢字が中心。日本語能力試
験対策N2、N3中心。

日曜10：00～12：00、
13：00～14：30

大人 2,000円／8回
事前に主催団体へ連
絡、直接会場へ

沼津市 パレットクラス
沼津商連会館ビル9階　東部パ
レット内

各生徒のレベル、ニーズに合わせて個人～数名まで対
応。基本1レッスン1時間。

月曜、火曜、木曜、金
曜（10：00～21：00の
中で相談の上開催）

大人（15歳以上）
入学金3,000円
8,000円／10回

事前に主催団体に連絡

2
清水町日本語教室
ラ・フェンテ

石川、杉崎 清水町 055-981-8238
清水町日本語教室
ラ・フェンテ

清水町長沢公民館　1階 小学生の宿題や勉強のお手伝い 月曜　15：00～17：00
子ども（小・中
学生年齢）

無料 直接会場へ

3
沼津市企画部地域
自治課国際係

小谷田洋子 沼津市 055-934-4717
kokusai@city.numazu.lg.j
p

http://www.city.nu
mazu.shizuoka.jp/

親子で学ぶ日本語ひろば 今沢地区センター
学習者個々のレベル・学習内容に応じて日本語支援ボラ
ンティアが学習の補助を行う。

日曜9：30～11：00 誰でも 無料 直接会場へ

沼津市 親子で学ぶ日本語ひろば 第五地区センター
学習者個々のレベル・学習内容に応じて日本語支援ボラ
ンティアが学習の補助を行う。

日曜13：30～15：00 誰でも 無料 直接会場へ

4 沼津国際交流協会　 小谷田洋子 沼津市 055-934-4717
kokusai@city.numazu
.lg.jp

http://www.nice-
numazu.org/

沼津にほんご教室 沼津市立図書館
在住外国人を対象とした日本語教室を開催し、日本語教
育支援を行う。

土曜日13：30～15：00 大人 無料 直接会場へ

5 裾野市海外友好協会　 佐野由美子 裾野市 055-993-9695 info@sofa-jp.com 裾野市日本語教室 裾野市海外友好協会事務所
レベルを分けて（初級、中級、上級）3つのクラスで対
応する。

日曜
10：00～11：30

中学生以上 無料 直接会場へ

6
伊豆の国市国際交流協
会

佐口睦子 伊豆の国市 090-6574-4176 link@ab.thn.ne.jp 日本語話そう会
伊豆の国市韮山文化センター
（和室）

専門的に日本語を教えるのではなく、教えられる方（外
国人）、教える方（日本人）が、会話を通じて楽しみな
がら日本語を話す会。

火曜
19：30～21：00

誰でも 無料 直接会場へ

7 三島日本語サークル 三島市 055-976-1020
kokusai@city.mishim
a.shizuoka.jp

https://mishima-
life.jp/mnc1998/00
15.html

三島日本語サークル 三島本町タワー4階

学習者1人に講師1人のプライベートレッスン。最初に学
習者から内容を記入した申込用紙を提出してもらうの
で、コーディネーターは、その内容を見て講師を選択
し、面談を行う。面談はコーディネーターと講師、学習
者で学習者の希望する内容に合うよう、学習方法など詳
細を相談して決める。

学習者と相談の上決定
子ども（小・中
学生）、大人

5,000円／10時間 事前に主催団体に連絡

三島市
三島市内の学校で児童生
徒のための日本語学習支
援

各学校の指定の部屋

三島学校教育課、国際交流室と連携し、学校からの要請
を受け付ける。各学校へ行き、児童の学校生活を優先し
て、取り出しや放課後に日本語の授業を行う。講師は1
～2名で可能であれば週に2回から4回の学習日を設定す
る。

学校と相談
子ども（小・中
学生年齢）

500円／回
（最大30回ま
で）

事前に主催団体へ連絡

8 のびっこクラブみしま 石井千恵子 三島市 055-975-4236 nobicco@gmail.com
http://nobikko.chobi.n
et/

のびっこクラブ 三島北小学校地域連携室
外国ルーツの子どもや在住外国人に学校の勉強や日本語
を教える。

土曜
10：00～12：00

子ども（小・中
学生年齢）

無料 直接会場へ

三島市 クラスぽよ 三島市立長伏小学校相談室 学校での取り出し支援や放課後支援を行う。 水曜　2時間目
子ども（小・中
学生年齢）

無料 事前に主催団体へ連絡

9 御殿場市国際交流協会 芹澤香里 御殿場市 0550-82-4426 gia@mail.wbs.ne.jp
www.city.gotemba.s
hizuoka.jp/gia/

ふじ山教室
御殿場小学校前
（御殿場市荻原358-4）

市内在住の外国籍児童・生徒に補習教室を行う。
土曜
9：30～15：00

子ども（小・中
学生年齢）

無料 事前に主催団体に連絡

10 熱海国際交流協会
相磯、
黒木、中村

熱海市 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 学習者の学習目的に合わせて日本語を教える。
金曜
10：00～12：00

大人 500円／月 事前に主催団体に連絡

11 伊東国際交流協会 大武茂 伊東市 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
マンツーマンで一人ひとりに必要なニーズ、日本語力に
応じて教科書、教材を用いて日本語を教える。

月曜・木曜
10：00～11：30
13：00～14：30

大人・
子ども（小・中
学生年齢）

100円/回 直接会場へ

12
下田にほんごの会
（（公財）下田市振興
公社）

下田市 0558-23-5151
ss-
world@vmail.plala.o
r.jp

http://shimoda.mai
n.jp/

外国人のための日本語教
室

下田市中央公民館 テキストを使用し日常生活に必要な日本語を学ぶ
土曜　13：30～15：30
（月3回～4回）

誰でも
無料
(テキスト代実
費)

事前に主催団体へ連
絡、直接会場へ
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13
富士市多文化・男女共
同参画課　国際交流室

野村侑希 富士市
0545-55-2704

si-
kokusai@div.city.fu
ji.shizuoka.jp

http://www.city.fu
ji.shizuoka.jp/mac
hi/c1103/fmervo000
0006414.html

外国人のための日本語講
座

富士市フィランセ
日本の生活習慣、交通ルール、ゴミの出し方等を含めた
日本語講座。

水曜
10：00～11：30、
19：00～20：30

大人 2000円/20回 事前に主催団体へ連絡

富士市 ひらがなたまごクラス 富士市交流プラザ　会議室
4月から市内小学校へ入学予定の外国人の子どもがひら
がなの学習をするための教室。

12～3月　毎週日曜
13：00～14：00

幼児
（3歳～7歳未就
学児）

無料 事前に主催団体へ連絡

富士市 楽しい日本語教室 富士市国際交流プラザ会議室
日本語を学びたい外国人を対象に、生活の中で使う会話
を勉強するグループレッスン。

日曜
14：30～16：00

大人 2000円／10回 事前に主催団体へ連絡

富士市
大人のためのひらがなク
ラス

富士駅北まちづくりセンター 初級レベルのひらがな、カタカナ、漢字を勉強する。
日曜
14：30～16：00

大人 2500円／15回 事前に主催団体へ連絡

富士市 グループ学習 富士駅北まちづくりセンター
レベル別に4クラスに分かれ、それぞれのレベルでの日
本語能力試験のテキストを使って勉強する。

日曜
10：00～15：30

大人 3200円／16回 事前に主催団体へ連絡

富士市 個人レッスン 国際交流ラウンジ
生活で必要な日本語を学ぶ。勉強したい曜日、時間を学
習者が選ぶことができる。マンツーマンレッスン。

開館期間中いつでも 誰でも 2000円／10回 事前に主催団体へ連絡

富士市
富士見台学習サポートセ
ンター

富士見台まちづくりセンター
外国人児童の指導、学校の宿題や勉強をサポートする。
外国人ボランティアによる母語教室、ボランティアによ
る交流活動を行う。

事前に指定した土曜
10：00～12：00

子ども 無料 直接会場へ

富士市
広見学習サポートセン
ター

広見まちづくりセンター
外国人児童の指導、学校の宿題や勉強をサポートする。
外国人ボランティアによる母語教室、ボランティアによ
る交流活動を行う。

事前に指定した土曜
10：00～12：00

子ども 無料 直接会場へ

富士市 夏休み学習サポート教室
①富士見台小学校
②ラ・ホール富士
③富士市交流プラザ

外国人児童に対し、ボランティアが中心となって、夏休
みの宿題や通常授業の復習をサポートする。夏休み期間
に3会場で各8回開催。

夏休み期間中の連続し
た平日の8日間。
①9：30～11：30
②③13：30～15：30

子ども 無料 事前に主催団体へ連絡

14 富士にほんごの会 鈴木武寿 富士市 0545-38-1835
fuji-nihongo-no-
kai@nifty.com

http://fuji-
nihongonokai.la.coocan
.jp/

個別学習
まちづくりセンター、富士市国
際交流ラウンジ、学習者宅等

学習者の希望する内容でマンツーマンでレッスン。毎回
テーマを設定し日常生活に必要な日本語、または日本語
能力試験の合格を目指して学習している。

学習者と相談の上決定 誰でも 2000円／10回 事前に主催団体へ連絡

15
富士宮市国際交流協会
(FAIR)

吉野明日香 富士宮市 0544-22-8112
info@fair-
fujinomiya.com

http://fair-
fujinomiya.com/

日本語教室
富士宮駅前交流センターきらら
会議室

「富士宮で生活していくための日本語」を”全然話せな
い””あいさつができる””ひらがながわかる””漢字
が少しわかる”の4つのレベル・グループに分け、それ
ぞれに1人ずつ講師がついて教える。

火曜19：00～20：30 大人 3000円/10回 直接会場へ

おしゃべりラウンジ 富士宮駅前交流センターきらら
1.テーマにそっておしゃべりしながら日本語コミュニ
ケーションを、文法、文字も同時に習得
2.日本語学習全般

月4回程度　要望に応じ
て

大人・子ども 無料 事前に団体へ連絡

ボランティア派遣 富士宮市内小中学校
学校からの要望に応じてボランティアが小中学生の日本
語指導、学習支援を行なう。

週1回～4回
子ども（小中学
生年齢）

無料 事前に団体へ連絡


