外国籍県民を対象とする日本語教室等
市

広

町

島

教

市

室

名

等

主

な

会

場

実施期間
実施曜日
１人につき小学1
年生～中学3年生
の間で最大120回

帰国・外国人児童生徒教育
支援事業

時

間

小学校4校，中学校2校

広島国際会議場

通年
水・土

ひろしま日本語教室

ひろしま国際センター

通年

広島市中国帰国者の会
生活日本語グループ

中央公民館

広島市中国帰国者の会
日本語会話グループ

中央公民館

日本語教室こぐさ

竹屋公民館

ひろしま日本語教室
連絡先：090-1339-1454

10：00～12：00

中国帰国者学習グループ（医療
日本語）の運営

「広島市中国帰国者の会」
連絡先：082-221-5943(中央公民館)

10：00～12：00

中国帰国者学習グループ（生活
日本語）の運営

「広島市中国帰国者の会」
連絡先：082-221-5943(中央公民館)

10：00～12：00

中国帰国者学習グループ（日本
語会話）の運営

「広島市中国帰国者の会」
連絡先：082-221-5943(中央公民館)

13：00～16：00

レベル別
初級は小グループ，その他はワ
ンペア

「やさしい日本語教室こぐさ」
連絡先：082-241-8003(竹屋公民館)

通年
土

水

牛田日本語教室
連絡先：082-227-0706(牛田公民館)

13：30～15：30

水
国際交流ラウンジ、学校など
へ出張ボランティア

水曜日本語クラブ

広島市留学生会館

通年

10:00～12:00

土

19：00～21：00

学習者のレベルに合わせた個別対
「ふれあい日本語教室」
応。日本語及び日本の文化の学習を
連絡先：082-281-3802(青崎公民館)
行う。

13：30～15：30

初心者から上級レベルの人までを対 みんなの日本語教室
象とし，レベル別にグループ学習を
連絡先：082-568-5931(広島市留学生会
行う。学習希望者は直接教室開催日
館)
に行くこと。

通年
土
通年
みんなの日本語教室

広島市留学生会館
土

ＩＶＣ：国際ボランティア
～にほんご

通年

草津公民館

水10：00～12：30 小グループ
土13：30～15：30 ワンペア

水・土

日本語教室もみじ

古田公民館

通年

小グループ
ワンペア

「日本語教室もみじ」
連絡先：082-272-9001(古田公民館)

18：00～21：00

レベル別一斉授業
ワンペア

「南観音日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ」
連絡先：082-293-1220(南観音公民館)

ぎおん日本語教室

10：30～13：00

小グループ
ワンペア

「ぎおん日本語教室」
連絡先：082-874-5181(祇園公民館)

9：30～12：30

ワンペア，１～３人の小グルー
プ

「佐東にほんご教室」
連絡先：082-877-5200(佐東公民館)

18：00～19：30

講師による一斉授業

安東公民館
連絡先：082-878-7683

13：00～16：00

小グループ

「沼田日本語教室」
連絡先：082-848-0242(沼田公民館)

10：00～12：30

小グループ
ワンペア

「日本語教室アミーゴス」
連絡先：082-815-1830(亀山公民館)

10：00～12:00

ボランティアが当番制で指導等を担
「真亀日本語教室ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ」
当し，レベルにより小グループ（2～
連絡先：082-842-8223(真亀公民館)
3）に分かれて学習。

10：00～12：00

「にほんごくらぶ」
連絡先：082-823-4261(船越公民館)

13：00～15：00

日本語教室ピース
連絡先：080-3004-7813

通年

南観音公民館
土

祇園公民館

通年
(春夏冬休有)
金

佐東にほんご教室

佐東公民館

通年
水
学期制

安東公民館日本語教室

安東公民館

「ＩＶＣ国際ボランティアクラブ日本語
教室」
連絡先：082-271-2576(草津公民館)

10：00～12：00

金
南観音日本語
ボランティアグループ

はるかぜ
連絡先：082-277-8330
(はるかぜ事務局)

初心者から上級レベルの人までを対 水曜日本語クラブ
象とし，レベル別にグループ学習を
連絡先：082-568-5931(広島市留学生会
行う。学習希望者は直接教室開催日
館)
に行くこと。

水

青崎公民館

学習者の都合に合わせ場所，時
間等が変更される。

10：00～12：00

通年

ふれあい日本語教室

体

日本語指導ボランティアグルー
プの運営

水

はるかぜ日本語ボランティ
ア

団

10：00～12：00

通年

通年

催

ひろしま日本語教室
連絡先：090-1339-1454

月

牛田公民館

主

水18：30～20：00 日本語指導ボランティアグルー
土10：00～12：00 プの運営

通年

牛田日本語教室

等

―

通年

中央公民館

態

日本語指導，生活習慣の指導，個に
応じた教科学習の補助・援助等を実 広島市教育委員会
施する。
学校教育部指導第一課
(可能な範囲で児童生徒の使用言語で 連絡先：082-504-2784
対応)

土
広島市中国帰国者の会
医療日本語グループ

形

―

―
ひろしま日本語教室

施

日本語の理解が不十分な，小・中学
校に在籍する帰国・外国人児童生徒 広島市教育委員会
を対象に日本語指導を行う。
学校教育部指導第一課
(可能な範囲で児童生徒の使用言語で 連絡先：082-504-2784
対応)

通年
日本語学習教室

実

金
沼田日本語教室
ボランティアグループ

沼田公民館

亀山公民館日本語教室
アミーゴス

亀山公民館

真亀日本語教室

真亀公民館

通年
土
通年
日
通年
(年末年始休有)
日

にほんごくらぶ

船越公民館

日本語教室ピース

広島ＹＭＣＡ専門学校

通年

通年
土

ワンペア日本語学習

ひろしま国際センター

通年
随時

随時

ワンペア

(公財)ひろしま国際センター
連絡先:082-541-3777

外国籍県民を対象とする日本語教室等
市

町

呉

教

市

室

名

等

主

な

会

場

ポルトガル語通訳派遣事業

小学校5校

日本語教室《呉》

広まちづくりセンター

実施期間
実施曜日

時

間

施

形

態

等

主

催

団

体

語学指導員を派遣し，ブラジル籍の
呉市教育委員会 学校教育課
児童生徒に語学指導や日常生活上の
連絡先：0823-25-3457
アドバイスを行う。

年間延べ70回
通年

実

18：00～19：30

小グループ

文化振興課

14：00～15：30

マンツーマン又は小グループ

文化振興課

14：00～15：00

レベルにより小グループに分か
れて学習

呉市国際交流協会

ワンペア

呉市国際交流協会

ワンペアと小グループ

ワールド・キッズ・ネットワーク

日本語指導ボランティアグルー
プの運営

安浦日本語教室

土
たのしいにほんご教室

広まちづくりセンター

通年
水

にほんごサロン

呉市国際交流センター

通年
日

ワンペア日本語レッスン

呉市国際交流センター

不定期

不定期

不定期
子ども日本語教室「シラン
ダ」

ひろ協働センター

通年

通年
安浦日本語教室

安浦まちづくりセンター

木
通年
土

三

原

通年

市
日本語教室

14：00～16：00

土

三原市中央公民館

10：00～12：00
17：30～19：30

13：30～16：30

第2.4日曜日
通年

状況に応じて小グループやワン
ペア
13：30～17：00

毎週 日曜日

尾

道

市

福

山

市

通年
おのみち日本語教室

日比崎公民館

日本語ワンペアレッスン

任意

火
(学習月４回)

18：30～21：00
(内学習
19：00～20：30)

NGOふくやま日本語教室
「ともだちひろば」

おのみち日本語教室

ワンペア

ふくやま国際交流協会
（福山市役所市民相談課内）
連絡先：084-928-1002

小グループ

NGOふくやま日本語教室
「ともだちひろば」
連絡先：090-1013-8263（ﾐﾔﾉ）

小・中学生，初級，成人のクラ
ス分け
クラス内で，必要に応じてグ
ループ分け

中部生涯学習センター
連絡先：084-932-7265

19：30～21：00

小グループ（子どもと大人に分
けるなど，必要に応じてグルー
プ分け）
要望に応じて，料理教室や歴史
などの学習会を開催

福山中国帰国者をささえる会・
フクヤマヤポニカ・
コスモスえきや日本語教室ボランティア
連絡先：
駅家コミュニティセンター084-976-0470

14：00～16：00

小グループ

駅家コミュニティセンター
連絡先：084-976-0470

19：00～20：30

レベル別小グループ

本郷コミュニティセンター
連絡先：084-936-2312

19：00～20：30

必要に応じてグループ分け

福山市中国帰国者の会

10：00～12：00

小グループ

瀬戸コミュニティセンター
連絡先：084-951-1809

13：00～15：00

レベル別グループ
基本的な読み書きや日常会話の
練習

ふくやま国際交流協会
（福山市役所市民相談課内）
連絡先：084-928-1002

13:00～15:00

レベル別グループ
基本的な読み書きや日常会話の
練習

ふくやま国際交流協会
（福山市役所市民相談課内）
連絡先：084-928-1002

9:30～12:00

レベル別グループ

日本語支援ボランティア交流会
春日コミュニティ館
連絡先:084-943-2531

14:30～16:30

レベル別グループ

日本語支援ボランティア交流会
春日コミュニティ館
連絡先:084-943-2531

13：00～14：30

NPO法人会員による日本語指導

NPO法人上下国際親善協会

10：30～20：00

レベル別
小グループやワンペア

三次市 地域振興課 ひとづくり係
連絡先：0824-62-6242

10：30～20：00

レベル別
小グループやワンペア

三次市 地域振興課 ひとづくり係
連絡先：0824-62-6242

任意
(１時間程度)

通年

市民参画センター

19：00～20：30
土

中国帰国者援護事業
深津日本語教室

深津
コミュニティセンター

通年
(年間45回）
木

ふ～じゅ

駅家
コミュニティセンター
分館

小・中学生：
16:00～17:30
初級：
18:30～20:00
成人：
20:00～21:30

通年

土

コスモスえきや日本語教室

駅家
コミュニティセンター

通年

まつなが日本語教室

松永
コミュニティセンター

通年

中国帰国者援護事業
瀬戸日本語教室

瀬戸
コミュニティセンター

通年

日本語教室「すまいりぃ」

瀬戸
コミュニティセンター

毎年

日本語会話サロン

エフピコRiM

火
土

火

土
通年
毎月隔週水
通年

日本語教室

エフピコRiM
毎月隔週土

大門日本語教室

大門公民館

通年
日

春日日本語教室

春日コミュニティ館

通年
火

府

中

市

国際交流サロン
連絡先：0848-64-2137

主にマンツーマン（まれにグ
ループも有）

通年
任意
(週１回程度)

国際交流「人参の会」
連絡先：0848-64-5321

通年
日本語講座

上下町民会館
第2･4日曜日

三

次

市

通年
みよし日本語教室

三次市生涯学習センター
火
通年

みよし日本語教室

みよしまちづくりセンター
木

外国籍県民を対象とする日本語教室等
市

庄

町

原

教

室

名

等

主

な

会

場

実施期間
実施曜日
通年

市
日本語教室

楽笑座

時

間

施

形

態

等

主

催

団

体

16：00～17：30

月・水
通年

実

レベル別
（実施曜日は可動的）

しょうばら国際交流協会
連絡先：0824-72-8285

ワンペア

(公財)東広島市教育文化振興事業団
(東広島市国際化推進協議会委託)
連絡先：082-424-3811

18：00～19：30

第2･4金曜日

東 広 島 市

One-to-Oneにほんご

コミュニケーションコー
ナー(サンスクエア東広島
内)ほか

不定期
不定期
通年
(15回×2期)

不定期

レベル別一斉授業
10：00～12：00

水
通年
(15回×2期)
にほんごきょうしつ東広島

市民文化センター研修室
（サンスクエア東広島内）

（にほんごⅠ・Ⅱ）
19：30～21：00

木
通年
(15回×2期)

（にほんごⅠ・Ⅱ）
10：00～12：00

日
通年
(15回×2期)

にほんごモデルクラス

広島大学国際交流会館

月
通年
木
通年
水

市民文化センター研修室
（サンスクエア東広島2
階）

通年
金
通年

にほんごわいわい

土

安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター
黒瀬生涯学習センター

通年
金
通年
日
通年

にほんごひろばU-18

市民文化センター研修室
（サンスクエア東広島2
階）

火
通年
土

廿 日 市 市

串戸日本語教室

さくら日本語教室

阿品日本語教室

宮島日本語教室
八千代教室

安 芸 高 田 市 （子ども学習支援）

府

中

町

串戸市民センター

市民活動センター

阿品市民センター

宮島杉之浦市民センター
八千代人権福祉センター

向原教室
（子ども学習支援）

向原生涯学習センターみら
い

高宮教室
（子ども学習支援）

たかみや人権会館

吉田教室
（子ども学習支援）

借家利用

美土里教室
（子ども学習支援）

美土里生涯学習センターま
なび

母語教室

たかみや人権会館

甲田教室
（日本語サロン）

甲田文化センターミューズ

英会話

市民文化センター（クリス
タルアージョ）

日本語教室

たかみや人権会館

英会話

市民文化センター（クリス
タルアージョ）

日本語教室

甲田文化センターミューズ

日本語教室

安芸府中商工センター

通年

レベル別一斉授業

レベル別一斉授業
13：00～15：00
（漢字）
19：00～20：30
19：00～20：30

レベル別一斉授業
（入門クラス、初級クラス）
レベル別一斉授業

19：00～21：00

(公財)東広島市教育文化振興事業団
(東広島市国際化推進協議会委託)
連絡先：082-424-3811

9：30～11：30
10：00～12：00

交流型

18:30～20:00

10:00～12:00

田

町

日本語教室（昼）

日本語教室（夜）

北 広 島 町

日本語教室

ひまわりプラザ

海田公民館
人権・生活総合相談セン
ター

(公財)東広島市教育文化振興事業団
連絡先：082-424-3811
(公財)東広島市教育文化振興事業団
(東広島市国際化推進協議会委託)
連絡先：082-424-3811

14:00～16：00
16:30～18:30

にほんごモデルクラス
E-mail：nihongomodel@hotmail.com

（中級クラス、上級クラス）

児童・生徒対象の学習支援
（8月は月・水・金の9:30～
11:30）

19：00～20：30

一斉授業，ワンペア併用

14：00～15：30

ワンペア

ＮＰＯこどものひろばヤッチャル
（東広島市国際化推進協議会共催）
E-mail：yaccharu@gmail.com

火
通年
金
通年

廿日市市国際交流協会
連絡先：0829-20-0116
19:30～21：00

ワンペア

18：00～20:00

一斉授業

16：30～18：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

16：30～18：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

13：30～15：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

16：30～18：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

15：30～16：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

10：00～12：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

13：00～15：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

18：00～20：00

一斉授業
※日本人ボランティア、外国人教師 （特活）安芸高田市国際交流協会
による授業

13：00～14：30

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

14：00～16：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

10：00～12：00

一斉授業
※日本人ボランティアによる授業

（特活）安芸高田市国際交流協会

10：30～12：00

少人数

府中町国際交流協会
連絡先：082-285-6711

10：00～12：00

一斉授業・個別授業

海田町国際交流協会
連絡先：082-823-7611

19：00～20：30

レベル別講座

海田町国際交流協会
連絡先：082-823-7611

15：00～17：00

前半：日本語
後半：生活文化交流(料理教室
等)

北広島町人権･生活総合相談センター

木
通年
(月１回)土
通年
月
通年
火・木
通年
水
通年
水
通年
水
通年
土
通年
火
通年
火
通年
木
通年
日
通年
土
通年
第1～4日曜日

海

(公財)東広島市教育文化振興事業団
(東広島市国際化推進協議会委託)
連絡先：082-424-3811

（にほんごⅠ・Ⅱ・Ⅲ）

日
通年

レベル別一斉授業

通年
日
通年
水
通年
第2･4日曜日

(広島県地域政策局国際課調べ:2016年）

中文

面向外国人县民的日语教室

市

广

岛

教室名等

主要会场

市
归国外国人儿童学生教育支援事业

实施期间
实施日

时间

每人最多120次（小学一
年级到中学三年级之间）

―

面向日语水平不高，中小学校在读的外国人儿童提供日 广岛市教育委员会学校教育部指导第一课
语指导。（尽可能使用儿童们的母语来进行指导）
电话：082-504-2784

―

日语指导，生活习惯指导，依据个人情况也提供学习等
广岛市教育委员会学校教育部指导第一课
辅导。
电话：082-504-2784
（尽可能使用儿童们的母语来进行指导）

一整年
日语学习教室设置

4所小学校，2所中学校
―
一整年

广岛日语教室

广岛国际会议场

周三・周六
一整年

广岛日语教室

广岛国际中心

中央公民馆

中央公民馆

中央公民馆

竹屋公民馆

春风日语志愿者

牛田公民馆
面向国际交流大厅，学校等的
志愿者派遣

日语指导志愿者组织

日语教室
电话：090-1339-1454

10：00～12：00

中国归国者学习组（医疗日语）的运营

中央公民馆利用组「广岛市中国归国者
会」
电话：082-221-5943(中央公民馆)

10：00～12：00

中国归国者学习组（生活日语）的运营

中央公民馆利用组「广岛市中国归国者
会」
电话：082-221-5943(中央公民馆)

10：00～12：00

中国归国者学习组（日语会话）的运营

中央公民馆利用组「广岛市中国归国者
会」
电话：082-221-5943(中央公民馆)

13：00～16：00

级别
初级分为小组制，其他为一对一形式

竹屋公民馆利用组「亲切的日语教室こぐ
さ」
电话：082-241-8003(竹屋公民馆)

周三
一整年

牛田日语教室

10：00～12：00

周六
一整年

日语教室kogusa

日语教室
电话：090-1339-1454

周三
一整年

广岛市中国归国者会日语会话组

日语指导志愿者组织

周一
一整年

广岛市中国归国者会生活日语组

周三18：30～20：00
周六10：00～12：00

周六
一整年

广岛市中国归国者会医疗日语组

10:00～12:00

青崎公民馆

一整年

根据学习者的水平进行日语和日本文化学习的单独辅
导。

13：30～15：30

以初级者到高级者为对象，根据水平不同分组学习。想
电话：082-568-5931（广岛市留学生会
参加的人于开课时间直接到教室即可。

一整年

草津公民馆

馆）

周三10：00～12：30
周六13：30～15：30

小组制
一对一形式

草津公民馆利用组「ＩＶＣ国际志愿者俱
乐部日语教室」
电话：082-271-2576(草津公民馆)

10：00～12：00

小组制
一对一形式

吉田公民馆利用组「日语教室枫叶」
电话：082-272-9001(古田公民馆)

18：00～21：00

根据学习者的水平统一授课
一对一形式

南观音公民馆利用组「南观音日语志愿者
组」
电话：082-293-1220（南观音公民馆）

10：30～13：00

小组制
一对一形式

祇园公民馆利用组「祇园日语教室」
电话：082-874-5181(祇园公民馆)

9：30～12：30

一对一形式
1到3人分为1个小组

佐东公民馆利用组「佐东日语教室」
电话：082-877-5200(佐東公民馆)

18：00～19：30

老师统一授课

安东公民馆
电话：082-878-7683

13：00～16：00

小组制

沼田公民馆利用组「沼田日语教室」
电话：082-848-0242(沼田公民馆)

10：00～12：30

小组制
一对一形式

龟山公民馆利用组「日语教室アミーゴ
ス」
电话：082-815-1830(龟山公民馆)

10：00～12:00

志愿者按照值班制来授课，根据水平分为2到3个小组学
组」
习。

周三・周六
一整年
日语教室枫叶

古田公民馆

周五
一整年

南观音日语志愿者组

祇园日语教室

南观音公民馆

祇园公民馆

周六
一整年
(春季夏季冬季有休假)
周五
一整年

佐东日语教室

佐东公民馆

安东公民馆日语教室

安东公民馆

沼田日语教室志愿者组

沼田公民馆

龟山公民馆日语教室Amigos

真龟日语教室

龟山公民馆

真龟公民馆

周三
学期制
周五
一整年
周六
一整年
周日
一整年
(年末年初放假)

真龟公民利用组「真龟日语教室志愿者
电话：082-842-8223(真亀公民馆)

周日
日语俱乐部

船越公民馆

和平日语教室

广岛YMCA专门学校

一整年
一整年

10：00～12：00

「日语俱乐部」
电话：082-823-4261(船越公民馆)

13：00～15：00

日语教室和平
电话：080-3004-7813

周六
一整年

一对一日语学习

广岛国际中心

随时
随时

电话：082-281-3802（青崎公民馆)
大家的日语教室

周六

ＩＶＣ：国际志愿者日语

青崎公民馆利用组「相互交流日语教室」

19：00～21：00

周六

广岛市留学生会馆

以初级者到高级者为对象，根据水平不同分组学习。想
电话：082-568-5931（广岛市留学生会
参加的人于开课时间直接到教室即可。

馆）

一整年
大家的日语教室

春风
电话：082-277-8330（春风事务局）
周三日语俱乐部

10：00～12：00

广岛市留学生会馆
周三

相互交流日语教室

依据学习者的时间和情况可以更改地点和日期

周六
一整年

周三日语俱乐部

牛田日语教室
电话：082-227-0706(牛田公民馆)

13：30～15：30

周三
一整年

主办团体

实施形式等

一对一形式

(公财)广岛国际中心
电话:082-541-3777

中文

面向外国人县民的日语教室

市

吴

教室名等

主要会场

实施期间
实施日

市
葡萄牙语口译派遣事业

5所小学校

日语教室《吴》

广街区建设中心

广街区建设中心

吴市国际交流中心

吴市国际交流中心

广协动中心

安浦市区建设中心

周四
一整年
周六

三

原

市

小组制
一对一形式

文化振兴课

14：00～15：00

根据水平分小组学习

吴市国际交流协会

一对一

吴市国际交流协会

小组制
一对一形式

世界儿童交流圈

日语指导志愿者组织

安浦日语教室

不定期

14：00～16：00

周六
一整年

安浦日语教室

14：00～15：30

不定期
一整年

儿童日语教室「Silanda」

文化振兴课

周日
不定期

一对一日语课

小组制

周三
一整年

日语沙龙

18：00～19：30

周六
一整年

快乐日语教室

派遣语言学习指导员，为巴西籍的儿童提供日语和生活 吴市教育委员会学校教育课
方面的指导。
电话：0823-25-3457

一年开设70次
一整年

一整年

10：00～12：00
17：30～19：30
国际交流「人参会」
电话：0848-64-5321

13：30～16：30

第2和第4个周日
日语教室

三原中央公民馆

依据情况分为小组制或者一对一形式
一整年

国际交流沙龙
电话：0848-64-2137

13：30～17：00

每周日

尾

道

市
尾道日语教室

福

山

日比崎公民馆

市

一整年

18：30～21：00

周二
(一个月学习4次)

19：00～20：30)

一整年
日语一对一课程

任意

NGO福山日语教室「儿童广场」

市民参与策划中心

随意
（一周1次）
一整年

(学习时间

主要为一对一（偶尔也有小组制）

尾道日语教室

随意
（1个小时左右）

一对一

福山国际交流协会（福山市政府市民咨询
课内）
电话：084-928-1002

19：00～20：30

小组制

NGO福山日语教室「儿童广场」
电话：090-1013-8263（miyano）

分为小学，中学，初级，成人班。班级内根据情
况分小组。

中部生涯学习中心
电话：084-932-7265

周六
一整年
(一年45次）

中国归国者援助事业深津日语教室

主办团体

实施形式等

时间

深津交流中心
周四

小・中学生：
16:00～17:30
初级：
18:30～20:00
成人：
20:00～21:30

一整年
Fu-Jyu

站家交流中心分馆

19：30～21：00

小组制（根据情况会分为儿童和成人班）根据需
福山中国归国者后援会
求也会开设料理教室和历史等学习会。

14：00～16：00

小组制

站家交流中心
电话：084-976-0470

19：00～20：30

分级别小组制

本乡交流中心
电话：084-936-2312

19：00～20：30

根据需求会分为小组制

福山市中国归国者会

10：00～12：00

小组制

濑户交流中心
电话：084-951-1809

13：00～15：00

级别小组制。基本的读写以及日常会话练习。

福山国际交流协会（福山市政府市民咨询
课内）
电话：084-928-1002

13:00～15:00

级别小组制。基本的读写以及日常会话练习。

福山国际交流协会（福山市政府市民咨询
课内）
电话：084-928-1002

9:30～12:00

分级别小组制

日语支援志愿者交流会
春日交流馆
电话:084-943-2531

14:30～16:30

分级别小组制

日语支援志愿者交流会
春日交流馆
电话:084-943-2531

13：00～14：30

NPO法人会员提供的日语指导

NPO法人上下国际亲善协会

10：30～20：00

分级别
小组制或者一对一形式

三次市低于振兴课人才开发组
电话：0824-62-6242

10：30～20：00

分级别
小组制或者一对一形式

三次市低于振兴课人才开发组
电话：0824-62-6242

周六
宇宙站家日语教室

站家交流中心

松永日语教室

松永交流中心

中国归国者援助事业濑户日语教室

濑户交流中心

微笑日语教室

濑户交流中心

日语会话沙龙

EfupicoRiM

一整年
周二
一整年
周六
一整年
周二
每年
周六
一整年
每隔1周周三

日语教室

EfupicoRiM

一整年
每隔1周周六
一整年

大门日语教室

大门公民馆
周日
一整年

春日日语教室

春日交流馆
周二

府

中

市

一整年
日语讲座

上下区民会馆
第2和第4个周日

三

原

市

一整年
三次日语教室

三次市生涯学习中心
周二
一整年

三次日语教室

三次街区建设中心
周四

中文

面向外国人县民的日语教室

市

庄

原

教室名等

主要会场

市

实施期间
实施日
一整年

乐笑座

一整年

主办团体

16：00～17：30

周一・周三
日语教室

实施形式等

时间

分级别
（实施日期可更改）

庄原国际交流协会

一对一形式

(公财)东广岛市教育文化振兴事业团（东
广岛市国际化推进协议委员会）
电话：082-424-3811

18：00～19：30

第2和第4个周五

东 广 岛 市

一对一日语

交流角(太阳广场东广岛内)
等

不定期

不定期

不定期
一整年(15次×2期)

10：00～12：00

周三
一整年(15次×2期)
日语教室东广岛

市民文化中心研修室(太阳
广场东广岛内)

（日语Ⅰ・Ⅱ）
19：30～21：00

周四
一整年(15次×2期)

10：00～12：00

日语模范教室

广岛大学国际交流会馆

周一
一整年
周四

开心日语

市民文化中心研修室(太阳
广场东广岛2楼)

一整年

市民文化中心研修室(太阳
广场东广岛2楼)

一整年

市民文化中心研修室(太阳
广场东广岛2楼)

一整年

安芸津Ｂ＆Ｇ海洋中心
黑濑生涯学习中心

周三
周五
周六
一整年
周五
一整年
周日
一整年

日语广场U-18

市民文化中心研修室(太阳
广场东广岛2楼)

周二
一整年
周六

廿 日 市 市

安芸高田市

府

中

町

串户日语教室

串户市民中心

樱花日语教室

市民活动中心

阿品日语教室

阿品市民中心

宫岛日语教室

宫岛杉浦市民中心

八千代教室（儿童学习支援）

八千代人权福祉中心

向原教室（儿童学习支援）

向原生涯学习中心未来

高宫教室（儿童学习支援）

高宫人权会馆

吉田教室（儿童学习支援）

开设在租赁房屋里

美土里教室（儿童学习支援）

美土里生涯学习中心

母语教室

高宫人权会馆

甲田教室（日语沙龙）

甲田文化中心Muse

英语会话教室

市民文化中心
（Crystalajyo）

日语教室

高宫人权会馆

英语会话教室

市民文化中心
（Crystalajyo）

日语教室

甲田文化中心Muse

日语教室

安芸府中商工中心

一整年

13：00～15：00

19：00～20：30
19：00～20：30

10：00～12：00

周一
一整年
周二・周四
一整年
周三
一整年
周三
一整年
周三
一整年
周六
一整年
周二
一整年
周二
一整年
周四
一整年
周日
一整年
周六
一整年

分级别统一授课

(公财)东广岛市教育文化振兴事业团（东
广岛市国际化推进协议委员会）
电话：082-424-3811

交流形式

10:00～12:00

ＮＰＯ儿童广场（东广岛市国际化推进协
儿童，学生为对象的学习支援（8月的话每周一，
议会共催）
周三，周五9:30～11:30）
E-mail：yaccharu@gmail.com

19：00～20：30

统一授课，兼一对一形式

14：00～15：30

一对一形式
廿日市市国际交流协会
电话：0829-20-0116

19:30～21：00

一对一形式

18：00～20:00

统一授课

16：30～18：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

16：30～18：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

13：30～15：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

16：30～18：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

15：30～16：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

10：00～12：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

13：00～15：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

18：00～20：00

统一授课※老师为日本人志愿者，外国人教师

（特活）安芸高田市国际交流协会

13：00～14：30

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

14：00～16：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

10：00～12：00

统一授课※老师为日本人志愿者

（特活）安芸高田市国际交流协会

10：30～12：00

少人数制

府中国际交流协会
电话：082-285-6711

10：00～12：00

统一授课・单独授课

海田国际交流协会
电话：082-823-7611

19：00～20：30

分水平讲座

海田国际交流协会
电话：082-823-7611

15：00～17：00

前半：日语
后半：生活文化交流（料理教室等）

北广岛人权･生活综合资讯中心

第1～第4个周日

海

田

町
日语教室（白天）

太阳花中心

日语教室（晚上）

海田公民馆

日语教室

人权・生活综合咨询中心

北 广 岛 町

一整年
周日
一整年
周三
一整年
第2和第4个周日

(公财)东广岛市教育文化振兴事业团（东
广岛市国际化推进协议委员会）
电话：082-424-3811
(公财)东广岛市教育文化振兴事业团（东
广岛市国际化推进协议委员会）
电话：082-424-3811

14:00～16：00
16:30～18:30

日语模范教室
E-mail：nihongomodel@hotmail.com

（中级班、高级班）

18:30～20:00

(月1次)周六
一整年

（入门班、初级班）

9：30～11：30

周四
一整年

分级别统一授课

19：00～21：00

周五
一整年

分级别统一授课
（汉字）

周二
一整年

分级别统一授课

(公财)东广岛市教育文化振兴事业团（东
广岛市国际化推进协议委员会）
电话：082-424-3811

（日语Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

周日
一整年

分级别统一授课
（日语Ⅰ・Ⅱ）

周日
一整年(15次×2期)

分级别统一授课

广岛县地域政策局国际课调查(2016)

（English） List of Japanese language learning classes for foreigners in Hiroshima Prefecture
Place by
Municipality
Hiroshima City

Classes
Educational support program
for pupils (returnees or
foreigners)

Japanese language learning
classes

Venue

Open Day

Open Time

Manner

Organizer

Japanese language lessons for returnees or foreign pupils (only elementary or junior high school), who don't comprehend
enough Japanese (lessons using their mother tongue language, if possible)
Hiroshima City Board of Education Office
School Education Bureau
max 120 lessons per pupil from grade 1 elementary school to grade 3 junior high school
SHIDOU DAI IKKA (School Guidance
Division 1)
Japanese-language guidance, Japanese lifestyle habit guidance,
4 Elementary schools
support for school learning (using their mother tongue language Phone 082-504-2784
2 Junior high schools
if possible)

HIROSHIMA Japanese
language class

International Conference
Center Hiroshima

Wed. Sat.

6:30-8:00 p.m.(Wed)
10:00-12:00 a.m.(Sat)

HIROSHIMA NIHONGO KYOUSITSU
Phone 090-1339-1454

HIROSHIMA Japanese
language class

Hiroshima International
Center

Sat.

10:00-12:00 a.m.

HIROSHIMA NIHONGO KYOUSITSU
Phone 090-1339-1454

Mon.

10:00-12:00 a.m.

Hiroshima Group of returnees
from China
(Japanese lessons for medical
consultation)
Hiroshima Group of returnees
from China(Japanese lessons
for everyday life)

Chuo Kominkan (Hiroshima
City Chuo Community
Center)

Hiroshima Group of returnees
from China(Japanese lessons
for conversation)

Wed.

10:00-12:00 a.m.

Phone 082-221-5943(connect to Chu-o
Kominkan(community center))

Sat.

10:00-12:00 a.m.

Japanese language class
KOGUSA

Takeya Kominkan (Hiroshima
City Takeya Community
center)

Wed.

1:00-4:00 p.m.

USHITA Japanese language
class

Ushita Kominkan (Hiroshima
City Ushita Community
center)

Wed.

1:30-3:30 p.m.

HARUGAZE Japanese
language teaching volunteer

Decided by learners' convenience

Sat.

10:00-12:00 a.m.

Wed.

10:00-12:00 a.m.

Wednesday Japanese language Hiroshima City International
lesson club
House

HIROSHIMA SHI CHUGOKU
KIKOKUSYA NO KAI (Hiroshima Group of
returnees from China)

Group lesson by level
for beginners: small group
for others: One on-one lesson

USHITA NIHONGO KYOUSITSU
Phone 082-227-0706(connect to Takeya
Kominkan(community center))
HARUKAZE
Phone 082-277-8330

Group lesson by level
for beginners to advanced

SUIYOU(Wednesday) NIHONGO CLUB
Phone 082-568-5931(connect to Hiroshima
City International House)
FUREAI NIHONGO KYOUSITSU
Phone 082-287-3802(connect to Aosaki
Kominkan(community center))
MIN-NANO NIHONGO KYOUSITSU
Phone 082-568-5931(connect to Hiroshima
City International House)

FUREAI Japanese-language
class

Aosaki Kominkan (Hiroshima
City Aosaki Community
center)

Sat.

7:00-9:00 p.m.

customized lessons for each
learner's level
studying Japanese language and
culture

MINNANO NIHONGO
KYOSHITSU (Japanese
language lessons)

Hiroshima City International
House

Sat.

1:30-3:30 p.m.

Group lesson by level
for beginners to advanced

IVC:International volunteer
group (Japanese lessons)

Kusatsu Kominkan
(Hiroshima City Kusatsu
Community center)

Japanese language class
MOMIZI

Furuta Kominkan (Hiroshima
City Furuta Community
center)

Wed. Sat.

10:00-12:00 a.m.(Wed) Small group
1:30-3:30 a.m.(Sat)
One on One

Fri.

10:00-12:00 a.m. One on One

Small group

Sat.

NIHONGO KYOUSITSU MOMIJI
Phone 082-272-9001(connect to Furuta
Kominkan(community center))
MINAMI-KAN-NON Japanese volunteers'
group
Phone 082-293-1220(connect to Minami-kannon Kominkan(community center))

10:30 a.m-1:00 p.m.

Small group
One on One

GION NIHONGO KYOUSITSU
Phone 082-874-5181(connect to Gion
Kominkan(community center))

One on One, small group(1-3
persons)

SATOH NIHONGO KYOUSITSU
Phone 082-877-5200(connect to Satoh
Kominkan(community center))

6:00-9:00 p.m.

Non Community center)

Fri.
Gion Kominkan (Hiroshima
(closure in
GION Japanese language class
City Gion Community center) spring,summer and
winter)

IVC International Volunteer Club NIHONGO
KYOUSITSU
Phone 082-271-2576(connect to Kusatsu
Kominkan(community center))

Lessons by level
One on One

Minami-Kan-Non Kominkan

MINAMI-KAN-NON Japanese
(Hiroshima City Minami-Kanlanguage volunteer group

YASASII NIHONGO KYOUSITSU
KOGUSA
Phone 082-241-8003(connect to Takeya
Kominkan(community center))

SATOH Japanese language
class

Satoh Kominkan (Hiroshima
City Satoh Community center)

Wed.

9:30 a.m.-12:30 p.m.

YASU-HIGASHI
KOMINKAN Japanese
language class

Yasu-higashi Kominkan
(Hiroshima City Yasu-higashi
Community center)

Fri.
semester style

6:00-7:30 p.m.

Group class

Yasu-higashi Kominkan(community center)
Phone 082-878-7683

NUMATA Japanese language
class volunteer group

Numata Kominkan
(Hiroshima City Numata
Community center)

Sat.

1:00-4:00 p.m.

Small group

NUMATA NIHONGO KYOUSITSU
Phone 082-848-0242(connect to Numata
Kominkan(community center))

KAMEYAMA KOMINKAN
Japanese language class
AMIGO'S

Kameyama Kominkan
(Hiroshima City Kameyama
Community center)

Sun.

10:00 a.m.-12:30 p.m.

Small group
One on One

NIHONGO KYOUSITSU AMIGO'S
Phone 082-815-1830(connect to Kameyama
Kominkan(community center))

10:00-12:00 a.m. Small group by level

MAGAME NIHONGO KYOUSITSU
volunteer group
Phone 082-842-8223(connect to Magame
Kominkan(community center))

10:00-12:00 a.m.

NIHONGO CLUB
Phone 082-823-4261(connect to Funakoshi
Kominkan(community center))

Magame Kominkan

MAGAME Japanese language
(Hiroshima City Magame
class

Sun.

Community center)

NIHONGO CLUB

Funakoshi Kominkan
(Hiroshima City Funakoshi
Community center)

Japanese language class
PEACE

Hiroshima YMCA College

One on One Japanese study

Hiroshima International
Center

Sat.

NIHONGO KYOUSITSU PEACE
Phone 080-3004-7813

1:00-3:00 p.m.

decided by learner and lecturer
(except Sun. and holydays)

One on One

Hiroshima International Center
Phone 082-541-3777

（English） List of Japanese language learning classes for foreigners in Hiroshima Prefecture
Place by
Municipality
Kure City

Classes
Portuguese-Japanese
Interpreter sending program

Venue

5 elementary schools

Japanese language class KURE Kure City Hiro MACHI-

TANOSHII NIHONGO
KYOSHITSU

NIHONGO SALOON

One on One Japanese lessons

Japanese language class for
children SHIRANDA

DZUKURI Center (5th floor
in the HIRO SHIMIN
CENTER)

Kure City International
Exchange Center (in the Kure
City Hall)
Hiro Collaboration Center
(4th floor in the HIRO
SHIMIN CENTER)

YASUURA Japanese language Kure City Yasuura MACHIclass
DZUKURI Center

Mihara City
Japanese language class

Onomichi City

ONOMICHI Japanese
language class

Mihara-shi Chu-o
Kominkan(Mihara City
Central Community Center)
Hibizaki Kominkan
(Onomichi City Hibizaki
Community Center)

Open Day

Open Time

Manner

total 70 times Japanese-language guidance, Japanese lifestyle habit
guidance for Brazilian pupils
per year
Sat.

6:00-7:30 p.m.

Small group

Wed.

2:00-3:30 p.m.

One on One or small group

Sun.

2:00-3:00 p.m.

Small group by level

not decided
Sat.

2:00-4:00 p.m.

Thu.

10:00-12:00 a.m.

One on One

One on One or small group

(any place)

NGO FUKUYAMA Japanese
Fukuyama City SHIMINlanguage class TOMODACHISANKAKU Center
HIROBA

Support program for returnees
from China FUKATSU
Japanese language class

Fukuyama City Fukatsu
Community Center

Kure City Office
BUNKA SHINKO KA (Cultual Promotion
Division)

KURE SHI KOKUSAI KOURYU KYOUKAI
(Kure City International Exchange
Association)

World Kids Network

Sat.

5:30-7:30 p.m.

2nd and 4th Sun.
each month

1:30-4:30 p.m.

Sun.

1:30-5:00 p.m.

Small group or One on One (by
situation)

Tue.
mainly One on-One (sometimes
6:30-9:00 p.m.
4 times per month learning 7:00-8:30 p.m. group lessons)

decided by users'
convenience
(usu. once a week)

Sat.

usu. 1 hour

7:00-8:30 p.m.

NINJIN NO KAI
Phone 0848-64-5321
KOKUSAI KOURYU SALON
Phone 0848-64-2137

ONOMICHI NIHONGO KYOUSITSU

One on One

FUKUYAMA KOKUSAI KOURYU
KYOUKAI (Fukuyama International
Exchange Society)
Phone 084-928-1002(connect to Fukuyama
City Office Consultaiton for Citizen Division
(SHIMIN SOUDAN KA))

Small group

NGO FUKUYAMA NIHONGO
KYOUSITSU(Japanese language class)
TOMODACHI HIROBA
Phone 090-1013-8263(Miyano)

Classes for pupils(elementary or
pupils: 4:00-5:30 p.m.
Thu.
beginners:6:30-8:00 p.m. junior high school children),
45 times per year adults:8:00-9:30 p.m.
beginners, adults divided

CHUBU SYOUGAI GAKUSYU(CHUBU
lifelong learning) Center
Phone 084-932-7265

FUUJU

Fukuyama City Ekiya
Community Center (branch
house)

Sat.

7:30-9:00 p.m.

Small group (ex. children group
and adults etc. if nesessary)

FUKUYAMA SHI CHUGOKU
KIKOKUSYA NO KAI (Fukuyama
supporting group for returnees from China) /
FUKUYAMA-YAPONICA / COSMOS
Ekiya Japanese lesson volunteer
Phone 084-976-0470(connect to Ekiya
Community Center)

COSMOS-EKIYA Japanese
language class

Fukuyama City Ekiya
Community Center

Tue.

2:00-4:00 p.m.

Small group

Ekiya Community Center
Phone 084-976-0470

MATSUNAGA Japanese
language class

Fukuyama City Matsunaga
Community Center

Sat.

7:00-8:30 p.m.

Small group by level

Hongo Community Center
Phone 084-936-2312

Tue.

7:00-8:30 p.m.

Grouping by nessesary

FUKUYAMA SHI CHUGOKU
KIKOKUSYA NO KAI (Fukuyama group of
returnees from China)

Support program for returnees
from China SETO Japanese
language class
Japanese language class
SMILY

Fukuyama City Seto
Community Center

Sat.

Japanese conversation salon
(lessons)

10:00-12:00 a.m. Small group

Japanese language class

Fukuyama City Seto Community Center
Phone 084-951-1809

Wed. biweekly

1:00-3:00 p.m.

Group by level
FUKUYAMA KOKUSAI KOURYU
fundamental reading, writing and KYOUKAI (Fukuyama International
conversation practice
Exchange Society)

Sat. biweekly

1:00-3:00 p.m.

Phone 084-928-1002(connect to Fukuyama
Group by level
fundamental reading, writing and City Office Consultaiton for Citizen Division
(SHIMIN SOUDAN KA))
conversation practice

FPCO RiM

DAIMON Japanese language
class

Daimon Kominkan
(Fukuyama City Daimon
Community center)

Sun.

9:30-12:00 a.m.

Group by level

KASUGA Japanese language
class

Fukuyama City Kasuga
Community House

Tue.

2:30-4:30 p.m.

Group by level

Japanese language class

Jyoge Public Hall

2nd and 4th Sun.
each month

1:00-2:30 p.m.

MIYOSHI Japanese language
class

Miyoshi City SYOGAIGAKUSYU Center

Tue.

10:30 a.m.-8:00 p.m.

Small group or One on One (by
level)

MIYOSHI Japanese language
class

Miyoshi MACHI-DZUKURI
Center

Thu.

10:30 a.m.-8:00 p.m.

Small group or One on One (by
level)

Fuchu City

Miyoshi City

Kure City Board of Education Office
GAKKO KYOUIKU KA (School Guidance
Division)
Phone 0823-25-3457

YASUURA NIHONGO KYOUSITSU

Fukuyama City
One on One Japanese lessons

Organizer

NIHONGO SHIEN Volunteers KOURYUKAI
(Volunteers group for supprting Japaneselearning foreigners)
Kasuga Community Center
Phone 084-943-2531
NPO JYOGE KOKUSAI SHINZEN
KYOUKAI (Jyoge International Friendship
Society)

Miyoshi City Office
CHIIKI SHINKO KA (Regional Promotion
Division)
Phone 0824-62-6242

（English） List of Japanese language learning classes for foreigners in Hiroshima Prefecture
Place by
Municipality
Syobara City

Classes

Japanese language class

Venue

Open Day

Open Time

Mon.Wed.

4:00 p.m.-5:30 p.m.

RAKUSHOUZA

by level
2nd and 4th Fri.
each month

HigashiHiroshima City

One on One Japanese lessons

Japanese language class
HIGASHI-HIROSHIMA

NIHONGO MODEL CLASS

Sun-Square HigashiHiroshima etc

Sun-Square HigashiHiroshima

International House
Hiroshima University

Hatsukaichi City KUSHIDO Japanese language

Thu.
15times / term
2 terms per year

7:30-9:00 p.m.

Group class by level
(NIHONGO I, II)

Sun.
15times / term
2 terms per year

10:00-12:00 a.m.

Group class by level
(NIHONGO I, II,III)

Sun.
15times / term
2 terms per year

1:00-3:00 p.m.

Group class by level
(KANJI)

Mon.

7:00 p.m.-8:30 p.m.

7:00 p.m.-9:00 p.m.

Fri.

9:30-11:30 a.m.

Sat.

10:00-12:00 a.m.

Akitsu B&G Center

Fri.

6:30-8:00 p.m.

Kurose SYOGAI-GAKUSYU
center

Sun.

2:00-4:00 p.m.

Tue.

4:30-6:30 p.m.

Sat.

SAKURA Japanese language
class

SHIMIN KATSUDO Center

Fri.

AJINA Japanese language
class

Ajina SHIMIN Center

Thu.

SYOBARA KOKUSAI KOURYU
KYOUKAI (Syobara International Exchange
Society)
Phone 0824-72-8285

2:00-3:30 p.m.

Group class by level
(beginners, early class)
Group class by level

Yachiyo JINKEN-FUKUSHI
center

Mon.

4:30-6:00 p.m.

Japanese study support for
children MUKAIHARA

Mukaihara SYOGAIGAKUSYU Center "MIRAI"

Tue. Thu.

4:30-6:00 p.m.

Japanese study support for
children TAKAMIYA

Takamiya JINKRN KAIKAN

Wed.

1:30-3:00 p.m.

Japanese study support for
children YOSHIDA

(private house)

Wed.

4:30-6:00 p.m.

Japanese study support for
children MIDORI

Midori SYOGAI-GAKUSYU
Center

Wed.

3:30-4:00 p.m.

Japanese lesson (Mothertongue class)

Takamiya JINKRN KAIKAN

Sat.

Japanese language class
KOHDA (Japanese salon)

Kouda BUNKA Center
"Muse"

Tue.

1:00-3:00 p.m.

English conversation lessons

SHIMIN BUNKA Center

Tue.

6:00-8:00 p.m.

Japanese conversation lessons

Takamiya JINKRN KAIKAN

Thu.

1:00-2:30 p.m.

English conversation lessons

SHIMIN BUNKA Center

Sun.

2:00-4:00 p.m.

Japanese conversation lessons

Kouda BUNKA Center
"Muse"

Sat.

10:00-12:00 a.m.

Aki Fuchu SYOKO Center

Japanese language
class(daytime)

HIMAWARI Plaza

Sun.

Japanese language
class(evening)

Kaita Kominkan(Kaita Town
Kaita Community center)

Wed.

NIHONGO MODEL CLASS
E-mail：nihongomodel@hotmail.com

(middle class and advanced)

HIGASHI-HIROSHIMA SHI KYOUIKU
BUNKA SHINKO JIGYODAN (HigashiHiroshima Public Agency for Promoting
Education and Culture)
Phone 082-424-3811

One on One

7:30 p.m.-9:00 p.m. One on One
6:00-8:00 p.m.

Japanese language class

Phone 082-424-3811

NPO KODOMO NO HIROBA YACCHARU
E-mail：yaccharu@gmail.com

7:00 p.m.-8:30 p.m. Group class and One on-One

Sat.
Once a month

1st to 4th Sun.
each month

HIGASHI-HIROSHIMA SHI KYOUIKU
BUNKA SHINKO JIGYODAN (HigashiHiroshima Public Agency for Promoting
Education and Culture)

10:00-12:00 a.m.

Japanese study support for
children YACHIYO

Fuchu Town

Group class by level
(NIHONGO I, II)

Learning support for pupils

Tue.

MIYAJIMA Japanese language Miyajima Suginoura SHIMIN
class
Center

Kaita Town

10:00-12:00 a.m.

Kushido SHIMIN Center

class

Akitakata City

Wed.
15times / term
2 terms per year

Wed.

Sun-Square HigashiHiroshima

Organizer

not decided

7:00 p.m.-8:30 p.m.

NIHONGO-WAIWAI

NIHONGO-HIROBA U18

6:00 p.m.-7:30 p.m.

Thu.

Sun-Square HigashiHiroshima

Manner

Phone 0829-20-0116

Group class

10:00-12:00 a.m. Group classes

10:30-12:00 a.m. Small group

10:00-12:00 a.m. Group / individual classes
7:00-8:30 p.m.

HATSUKAICHI SHI KOKUSAI KOURYU
KYOUKAI (Hatsukaichi City International
Exchange Society)

Class by level

AKITAKATA-SHI KOKUSAI KOURYU
KYOUKAI (Akitakata City International
Exchange Society)

FUCHU CHO KOKUSAI KOURYU
KYOUKAI (Fuchu Town International
Exchange Society)
Phone 082-285-6711
KAITA CHO KOKUSAI KOURYU
KYOUKAI (Kaita Town International
Exchange Society)
Phone 082-823-7611

（English） List of Japanese language learning classes for foreigners in Hiroshima Prefecture
Place by
Municipality
Kita-Hiroshima
Town

Classes

Japanese language class

Venue
Kita-Hiroshima Town
Consultation Center for
Human rights and Living

Open Day
2nd and 4th Sun.
each month

Open Time

3:00-5:00 p.m.

Manner
first half: Japanese language
second half: cultural exchange
(cooking etc)

Organizer
KITA-HIROSHIMA CHO JINKEN
SEIKATSU SOUGO CENTER (KitaHiroshima Town Consultation Center for
Human rights and Living)
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