兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

主催者(団体）

開催場所

開催日時

700円/月（教材費込）
13：00～18： 年会費500円
※受講料・年会費ともに、援助が
必要な場合は減額もしくは無料。

平日クラス
地域日本語教室

東灘日本語教室

神戸市東灘区深江南町4-12-20-201
＊最寄駅：阪神 深江駅 南へ徒歩5分

火曜日を除く月～日
00

土日クラス

神戸市
東灘区

受講費

にほんごひろば岡本
地域日本語教室

にほんごひろば岡本

愛甲学院中町校舎
水 10:00～20:00
神戸市東灘区本山中町4-18-22
土 10:00～16:00
＊最寄駅：JR 摂津本山駅、阪急 岡本駅 ＊上記時間内で週１回、90分／回

登録費2,000円／年
受講料1,000円／月

甲南日本語教室「あおぞら」

甲南大学

甲南大学10号館１階
月・木 18:00～19:30
神戸市東灘区岡本8-9-1
※授業期間：4/23～7/4
＊最寄駅：JR 摂津本山駅、阪急 岡本駅

無料

岡本日本語教室

神戸市東灘区岡本1-14-10
中国「残留日本人孤児」を支援
岡本住宅ビル3階
木
する兵庫の会
＊最寄駅：JR 摂津本山駅、阪急 岡本駅

13:30～15:30

無料

18:30～20:30

無料（教材費は別）

神戸市立住之江公民館
日本語教室

神戸市立住之江公民館

神戸市立住之江公民館 別館
神戸市東灘区住吉宮町2-2-3
火
＊最寄駅：阪神/JR 住吉駅、阪神/六甲
ライナー 魚崎駅

こころイレブン日本語教室

グループイレブン

神戸市東灘区御影本町6-15-17
東灘地域助け合いネットワーク内
＊最寄駅：阪神御影駅 西へ徒歩3分

六甲奨学基金・日本語サロン

神戸学生青年センター会議室
神戸市灘区山田町3-1-1
（公財）神戸学生青年センター
月・土
＊最寄駅：阪急 六甲駅より北東へ徒歩3
分

THANK'sにほんご交流サロン

NPO法人実用日本語教育推進
協会

THANK'sにほんご広場
＊最寄駅：最寄駅：JR 灘駅
阪神 岩屋駅 徒歩4分

神戸国際協力交流センター
神戸国際コミュニティセンター
日本語教室

（公財）神戸国際協力交流
センター

灘区

中央区
①
ママの日本語クラス

羊歩の会（ようほのかい）

ワークメイト
マサヤンタハナン（Msayang
Tahanan）

10：30～12；00
13：30～15：00
15：30～17：00

・マンツーマン形式。
必要に応じてグループレッスンあり。

連絡先
078-453-7440
E-mail: hnk_inquiry@hotmail.com

078-453-5931（日本語のみ）
URL：
・原則としてマンツーマン形式
http://www.geocities.jp/nihongohiroba_
・子どもは日本の学校に通う児童生徒を優先 okamoto/index.htm
E-mail： hiroba@aicoh.ac.jp
※メールによる連絡を希望
078-435-2334
E-mail: konan109n@yahoo.co.jp

・対象：中国残留日本人孤児、配偶者、2世
及び3世

078-412-2228
E-mail: okmt50@nicchu-hyogokenren.net

078-822-1300

1000円／回

・原則としてマンツーマン形式
・対象：阪神間在住外国人

090-4308-1698
E-mail: teteruko@gmail.com

200円／回（教材費別）
教材費は必要に応じて別途実費

・マンツーマン形式
・対象：近隣に住む日本語学習希望者

078-851-2760
URL:http://ksyc.jp/
E-mail: info@ksyc.jp

500円/回

TEL：078（891）3030
・プロによるグループレッスン＆ティータイ
URL：http://www.npo-thanks.jp
ム＆マンツーマンレッスン
E-mail：mail@npo-thanks.jp

神戸商工貿易センタービル
神戸市中央区浜辺通5-1-14
随時
＊最寄駅：JR 三ノ宮駅、阪急/阪神 三
宮駅

教材費実費

078-291-8441
・学習者は条件がありますので、問い合わせてく
URL:http://www.kicc.jp
ださい。
E-mail: kic03@kicc.jp

神戸市立海外移住と文化の交流センター
3F
神戸市中央区山本通3丁目19番8号
土 10:00～17:00
＊最寄駅：JR 三ノ宮駅、阪急 神戸三宮 ※または応相談
駅、阪神 三ノ宮駅→市バス「山本通3丁
目」または「山本通4丁目」下車すぐ

1,500円／月（教材費込）
入会金 1,000円

・教室形式

カトリック社会活動神戸
センター

神戸市中央区中山手通１丁目28-7
カトリック神戸中央教会内
＊最寄駅：JR/阪急 三宮駅

無料

（公財）神戸ＹＷＣＡ

神戸YWCA会館
神戸市中央区二宮町1-12-10
＊最寄駅：JR/阪急/阪神 三宮駅

第１・３水曜（原則） 11:00～12:00 500円／回（託児費用・教材費）

羊歩の会

コミスタこうべ3Ｆ会議室
神戸市中央区吾妻通4丁目1-6
＊最寄駅：阪神 春日野道駅 徒歩5分

金

Workmate

カトリック中央教会
（神戸市中央区中山手通1丁目28-7）
または 北野地域福祉センター
第２・４日曜
（神戸市中央区中山手通2-17-18）
＊最寄駅：JR 三ノ宮駅、阪急 神戸三宮
駅、阪神 三宮駅 徒歩10分

CBK学習支援教室AMIGOS
NPO関西ブラジル人コミュニ
（成人日系ブラジル人への日本語教
ティ (CBK)
室）

日本語でこんにちは

月・火・木・金・土

9/24～12/5

その他

徒歩7分、

9:00～17:00

月・水 10:00～12:30
日 10:00～12:15

木
日

10:30～12:30、13:30～15:30
13:30～15:30

10:00～12:00

14：00～15：00
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078-222-5350
URL：http://www16.ocn.ne.jp/~cbk.bras/
E-mail:cbk.bras.01@tiara.ocn.ne.jp

078-271-3248
E-mail: sinapisk-swc@r5.dion.ne.jp
078-231-6201
URL:http://www.kobe.ywca.or.jp/
E-mail:office@kobe.ywca.or.jp

1,000円／月（教材費込）

・マンツーマン形式

参加希望者は、直接会場へお越しくださ
い。

100円／回（教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費

・マンツーマン形式
・フィリピン人女性のための教室。

078-779-1572
E-mail：workmate.office@gmail.com

兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

主催者(団体）

ミャンマー関西
日本語教室

月１回（不定期）

個人宅（応相談）

週１回

神戸市立楠高等学校

神戸市立楠高等学校 図書室
神戸市兵庫区松本通1丁目1番1号
＊最寄駅：神戸電鉄 湊川駅、 地下鉄
湊川公園駅

月・木

（特非）神戸定住外国人支援
センター

神戸定住外国人支援センター
神戸市長田区若松町4-4-10-501
アスタクエスタ北棟502
＊最寄駅：JR/地下鉄 新長田駅
分

ミャンマー関西
日本語能力試験
N2、N3対策クラ
ス

兵庫区

読み書き教室「星空」

生活日本語Ⅰ

生活日本語Ⅱ

西区

カトリックたかとり教会
神戸市長田区海運町 3-3-8
＊最寄駅：JR 鷹取駅

日（ミサ終了後

まめ茶屋

（特非）ひと・コネクト兵庫

垂水区陸ノ町8-12 新生薬局2F
＊最寄駅：JR/山陽 垂水駅

月・水

中央日本語よみかき学級

大庄日本語よみかき学級

・マンツーマン形式、教室形式

10:00～12:00
13:00～15:00

土のみ100円/回（会場利用料）

078-881-4755

詳しくは問合せ） 無料

10:00～14:00

078-612-2402
URL: http://www.social-b.net/kfc
E-mail: kfc@social-b.net

078-782-2734

200円／回

078-709-6500

無料
入会金1,000円（中国帰国者とその
・マンツーマン形式、小グループ形式
家族は免除）
・日本語学習に困っている人はどなたでも受
教材費は必要に応じて実費（中国
け入れます。
帰国者とその家族は帰国者優遇制
度あり）

ユニティ事務所
078-794-4970
（月・水・金 13：00～16：00）
Email:xueyuandushi_xueyuan@yahoo.co.jp

\400/月（教材費）

06-6493-6646
E-mail：yasuko19430108@yahoo.co.jp

神戸中国帰国者日本語教育
ボランティア協会

神戸市西区学園西町1-1-1 ユニティ内
＊最寄駅：神戸市営地下鉄 学園都市駅 月・水・金
南隣

そのだ日本語サロン

園田公民館
尼崎市食満2-1-1
火
＊最寄駅：阪急 園田駅→尼崎市営バス
園田公民館前

コスモスの会

尼崎市立中央公民館
尼崎市西難波町6丁目14番34
最寄駅：JR 立花駅→尼崎市バス「中央 火
公民館」下車 または阪神 尼崎駅、阪
急 塚口駅→尼崎市バス「水道局」下車

13:00～15:00

無料

・1時間目は教室形式、2時間目はマンツーマ
06-6493-5563（宗景 正）
ン形式（状況により変更あり）
E-mail:
・原則として、中国残留日本人とその家族が
kakehasi@kosumosunokai.sakura.ne.jp
対象

尼崎市立小田公民館

尼崎市立小田公民館
尼崎市潮江1丁目11番1-101号
＊最寄駅：JR 尼崎駅

金

19:00～20:30

無料（テキスト代別途）

・尼崎市在住、在勤者対象

尼崎市立中央公民館

尼崎市立中央公民館
尼崎市西難波町6丁目14番34号
木
最寄駅：JR 立花駅→尼崎市バス 中央公
民館駅

19:00～20:30

無料

06-6482-1750

大庄日本語よみかき学級

大庄（おおしょう）公民館
尼崎市大庄西町3-6-14
水
＊最寄駅：阪神 尼崎センタープール前
駅 徒歩15分

18:45～20:45

無料
教材費は必要に応じて適宜実費
（本人が購入を希望する場合は別
途テキスト代）

大庄公民館
06-6416-0159
FAX:06-6416-0233

中級日本語

小田日本語よみかき学級

078-521-4700

9：00～18：00

カトリックたかとり教会

コスモスの会
尼崎日本語教室

無料

1,500円/月
月・金

E-mail: myanmarkansai2015@gmail.com

9：00～15：00

カトリックたかとり教会
日本語教室

初級日本語

尼崎市
①

火・水・木
徒歩3

連絡先

グループ形式

16:20～17:20

識字教室「ひまわりの会」

そのだ日本語サロン

その他

マンツーマン形式

識字教室「ひまわりの会」

外大ユニティ教室

受講費

無料

長田公民館
神戸市長田区四番町4-51
土
＊最寄駅：市営地下鉄 長田駅、阪神電 水
気鉄道 高速長田駅

長田区

垂水区

開催日時

兵庫県立神戸生活創造センター
神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー5F
＊最寄駅：JR 神戸駅

中級会話クラス
中央区
②

開催場所

13:15～15:15

19:00～20:45
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・マンツーマン形式

06-6495-3181

兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

主催者(団体）

開催場所

武庫公民館日本語教室
日本語教室

尼崎市立武庫公民館
兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目1-1
尼崎市立武庫公民館日本語教室
土
＊最寄駅：阪急 武庫之荘駅→尼崎市バ
スNo40･43「武庫公民館」下車

尼崎市国際交流協会

尼崎市国際交流協会

尼崎市
②
日本語講座

サンシビック尼崎
尼崎市西御園町93-2
＊最寄駅：阪神 尼崎駅

（公財）西宮市国際交流協会
にほんごカフェ
（生活者のための日本語講座）
日本語おしゃべりひろば
（グループレッスン）

こくさいひろば日
中級教室
本語教室

こくさいひろば芦屋

特別教室

・マンツーマン形式

06-6432-1177

水

10:00～11:30

1,000円/月（教材費別）

・マンツーマン形式

06-7165-7733
E-mail: aia@hcc5.bai.ne.jp

木

18:30-20:00（春期・秋期）

5,000円/全10回（教材費込）

入門、初級、中級各クラス定員15名

10:30～12:00（春期・秋期）

5,000円/全10回

定員10名

木

10:30-12:00（春期・秋期）

2,000円/全13回（教材費別）

0798-32-8680/8676
URL:
http://www.nishi.or.jp/homepage/nia/
E-mail: nia@nishi.or.jp
（詳しくは電話または窓口にお問い合わせ
ください）

日

10：00～12：00
・マンツーマン形式（1：2もあり）

090-8989-9344
E-mail: kokusaihiroba@ares.eonet.ne.jp

・マンツーマン形式

0797-34-6340
E-mail: aca@npo-aca.jp

・芦屋市在住者のみ。
詳しくはお問い合わせください。

0797-35-0700

1家族
火または木

2,000円/年（教材費込）

17：00～20：30

200円/回 (教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費

ACA日本語教室 北教室

芦屋市立あしや市民活動センター
芦屋市公光町5-8
＊最寄駅：阪神 芦屋/阪急 芦屋川駅
徒歩5分、JR 芦屋駅 徒歩10分

200円/回 (教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費
教室維持費2,000円／年

にほんごがっきゅう

芦屋市立公民館

芦屋市民センター
芦屋市業平町8番24号
木
＊最寄駅：JR/阪神 芦屋駅、阪急 芦屋
川駅

伊丹ユネスコ協会

①図書館「ことば蔵」
伊丹市宮ノ前3丁目7番4号
②伊丹市立文化会館いたみホール
伊丹市宮ノ前1丁目1番3号

日本語学習サロン

伊丹市国際・平和交流協会

伊丹市立中央公民館
伊丹市千僧1-1-1
火
＊最寄駅：JR/阪急 伊丹駅→市バス「市
役所前」または「裁判所前」下車すぐ

伊丹日本語学習「つつじの会」

伊丹市立中央公民館 2階 講義室Ａ
伊丹市千僧1-1-1
中国帰国者と交流する市民の会
金
＊最寄駅：伊丹市営バス「市役所前・裁
判所前」徒歩2分

芦屋市
NPO法人芦屋市国際交流協会

伊丹ユネスコ

伊丹市

芦屋市立浜風小学校会議室
芦屋市浜風町1－1
＊最寄駅：阪神 打出駅から南へ約
1500m、
JR芦屋駅、阪急 芦屋川駅から「新浜
町」または「芦屋浜営業所」行きバス
「シーサイドセンター」下車

日本語教室

宝塚市国際交流協会日本語教室

宝塚日本語教室

火

10：15～11：45

10:00～11:30（マンツーマン） 2,000円／10回（教材費込）

①ことば蔵 火～金
②いたみホール 土

9:40～11:40
9:30～11:30

10：00～11：30（年間44回）

（特非）宝塚市国際交流協会

日本語の会「ともだち」

宝塚市総合福祉センター
宝塚市安倉西2丁目1番1号
火
＊最寄駅：阪急/JR 宝塚駅→阪神バスで
10分「総合福祉センター前」下車

9：50～11：50
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072-784-8148
URL:http://www.unesco.jp/itami/
E-mail: kokusaiheiwa@city.itami.lg.jp

無料

・マンツーマン形式
会話練習など、少人数のグループで学習す 072-784-8148
ることもあります。

19：00～20：30

①市立国際・文化センター
①宝塚市立国際・文化センター
・マンツーマン形式：
宝塚市南口2-14-1 サンビオラ１番館
水曜を除く10:00～17:30
＊最寄駅：阪急 宝塚南口駅
・教室形式：木10:30-11:45
②宝塚市立くらんど人権文化センター
②くらんど人権文化センター：
宝塚市中野町22番19号
・マンツーマン形式：
＊最寄駅：阪急 小林駅
火・土 15：00～17：00

宝塚市

連絡先

無料

芦屋市立潮芦屋交流センター
芦屋市海洋町7番1号
月・木・土 10：30～12：00
＊最寄駅：阪急 芦屋川駅、JR/阪神 芦 火 18：00～21：00（うち１時間半）
屋駅→阪急バス「潮芦屋中央」下車、徒 月 13：30～15：00
歩5分

ACA日本語教室

その他

9：30～11：00

西宮市国際交流協会 会議室（フレンテ
西宮４階）
土
西宮市池田町11番1号
＊最寄駅：JR 西宮駅

（公財）西宮市国際交流協会
西宮日本語ボランティアの会

初級教室

受講費

徒歩5分

外国人のための日本語講座

西宮市

開催日時

無料（教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費
※バス旅行参加費（昼食実費の
み）

・3グループで学習

①国際・文化センター
・マンツーマン形式 800円/月
（教材費）
・教室形式 500円／月（教材費）
②人権文化センター
100円／回（教材費）

・対象：成人（小学生以上の子どもは受講
可）で、阪神間に在住、在勤、通学している
0797-76-5917
方
E-mail：tifa@jttk.zaq.ne.jp
・教室形式は期間6か月で最長2か年まで（会
員は延長可）

無料

・マンツーマン形式、教室形式
・中国残留日本人孤児とその家族のための日 0797-81-4605
本語教室

090-1221-5453（石井康男）
E-mail: mazui935@yahoo.co.jp

兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

主催者(団体）

入門
川西市

外国人のための
日本語講座

猪名川町

日本語サロンさんだ

猪名川町国際交流協会
日本語教室

川西市国際交流協会

三田市国際交流協会

三田市まちづくり協働センター
三田市駅前町2-1
＊最寄駅：JR/神戸電鉄 三田駅
分

猪名川町国際交流協会

猪名川町中央公民館2F
猪名川町白金1丁目74-16
水
＊最寄駅：能勢電鉄 日生中央駅→阪急
バス「総合公園前」下車

神戸中国帰国者日本語教育
ボランティア協会

明石小コミセン日本語教室

開催日時

川西市役所内会議室
川西市中央町12番1号
木
＊最寄駅：阪急/能勢電鉄 川西能勢口駅
徒歩5分

初級

三田市

開催場所

花園日本語教室

月
木
徒歩3
土

072-740-1106
E-mail: kawa0019@city.kawanishi.lg.jp

10：00～12：00
18：30～20：00
13：30～15：30

3,240円／半年（教材費別）
教材費は必要に応じて適宜

・マンツーマン形式

079-559-5164
E-mail: office@sia-japan.org

17：00～19:00

100円／月（教材費別）
国際交流協会年会費2,000円

・マンツーマン形式

072-766-8783
E-mail: kokusai@town.inagawa.lg.jp

明石小学校コミュニティセンター
明石市山下町12-21
＊最寄駅：JR/山陽 明石駅 徒歩3分

日 13：30～15：30
（第5日曜は除く）

花園小学校コミセン内
明石市西明石南町1丁目1-10
＊最寄駅：JR 西明石駅 徒歩５分

日

日

日本語学習会「いろはクラブ」

明石市国際交流協会

明石市生涯学習センター
明石市東仲ノ町6番1号
アスピア明石8階
＊最寄駅：JR、山陽 明石駅

火～土

明石二見日本語教室「こんにちは」

明石二見日本語教室
「こんにちは」

明石市立西部文化会館1F会議室
明石市二見町西二見597-2
日
＊最寄駅：山陽電車 東二見駅 徒歩10
分

日本語教室

神戸医療生協会館
中国残留孤児を支援する兵庫の
明石市大蔵谷狩口488-47
会
＊最寄駅：JR 朝霧駅
特定非営利活動法人多文化
センター まんまるあかし

昼
さくらにほんご
教室

加古川市
①
日本語教育個人指導

200円/回（教材費別）

・マンツーマン、グループ形式

090-5643-5003
E-mail: masuhide1940@actv.zaq.ne.jp
（担当：増本 賀英）
facebookページ：西明石日本語教室 Fun
to learn Japanese in Nishiakashi

300円/回
必要な教材は各自で用意

・マンツーマン形式

078-918-0044
URL: http://www.aia-akashi.jp/
E-mail: aia@aia-akashi.jp

500円／月（教材費込）
その他、必要に応じて適宜実費

・マンツーマン形式

090-6732-6627

13：00～15：00

9：00～17：00の間で応相談

9：45～11：45

第1・2・3木曜日

13:15～15:15

078-591-2820

明石市本町1丁目15－1 先春園ビル2階 月、水（どちらか1日）
＊最寄駅：JR／山陽 明石駅 徒歩5分 9：00～17：00（1回2時間）

500円／回

cotton veil（コットンベール）
明石市小久保2－2－13
＊最寄駅：JR 西明石駅

火・金
①11：00～12：30
②12：50～14：20

①②それぞれ200円／回
①と②を続けて受ける場合
（11：00～14：20）は300円／回

サンライフ明石
明石市西明石南町3－1－21
＊最寄駅：JR 西明石駅

土
①17：30～19：00
②19：15～21：00

①②それぞれ200円／回
①と②を続けて受ける場合
（17：30～21：00）は300円／回

さくらにほんご教室
夜

外国人のための日本語講座
〈レベル別3クラス〉

無料
入会金1,000円（中国帰国者とその
明石小コミセン（学習時間内）
・マンツーマン形式、小グループ形式
家族は免除）
078-911-5005
・日本語学習に困っている人はどなたでも受
教材費は必要に応じて実費（中国
け付けます。
帰国者とその家族は帰国者優遇制
078-917-0320（学習時間外）
度あり）

10：00～12：00

望海日本語教室

おやこくらす

連絡先

18：30～20：30

望海中学校コミセン内
明石市西明石南町1丁目1-33
＊最寄駅：JR 西明石駅 徒歩５分

みらいのきょうしつ

その他

250円／回 （教材費別）
教材費（『みんなの日本語』本冊
・教室形式
＋分冊4,860円 ※『みんなの日本
語』ⅠまたはⅡが終了するまで）

西明石日本語教室

明石市

受講費

木 19：00～20：50
加古川市国際交流センター
加古川市野口町良野387-1
（公財）加古川市国際交流協会
＊最寄駅：JR 加古川駅 徒歩15分、バ 火～土 9：00～21：00
ス5分程度
日
9：00～17：00
（うち週に1回、1時間半～2時間程
度）
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・マンツーマン形式または小グループ
・子どもを連れてきてもいいです

・マンツーマン形式または小グループ
・学習内容は学習者と相談して決めます
E-mail:mmsawatan@yahoo.co.jp
・毎月、最終日は11時から全員でお茶を飲み 090-7595-4315（宮本）
ながら会話を楽しみます
URL:
http://www.facebook.com/sakuranihongok
①は全員でクラスレッスン
yoshitsu/
②はマンツーマン形式、または小グループ
・教材は『みんなの日本語初級Ⅰ、Ⅱ』を中 ＊教室で勉強したい人は必ず連絡してくだ
心にします
さい
・生活のことばや漢字の勉強はプリントを渡
します

10,000円/年（全40回・教材費別）
・教室形式
教材費 4,860円（『みんなの日本
・対象：市内または近郊在住の外国人
語』を持っていない場合）
無料
教材は必要に応じて各自で購入。
コピー代実費

E-mail：info@manmaru-akashi.com
URL：http://manmaru-akashi.com

･マンツーマン形式

079-425-1166
E-mail: kia@city.kakogawa.lg.jp

兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

加古川市
にこにこ日本語教室
②

伊保南わいわい日本語学習会Ⅰ

日本語教室

主催者(団体）

月

19:00～21:00

無料

伊保南わいわい日本語学習会

高砂市梅井自治会館
高砂市梅井4-40
＊最寄駅：山陽 伊保駅

金

19:00～21:00

1家族

高砂市国際交流協会

高砂市役所西庁舎4F
高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
＊最寄駅：山陽 伊保駅

火
水

国際交流クラブ高砂

コープこうべ高砂3F集会室
高砂市松陽1-10-43
＊最寄駅：山陽電車 曽根駅

土 15：00～17：00
※参加希望の場合は要事前連絡

中級

日本語教室

初級日本語

稲美町国際交流協会

初級日本語
播磨町

日本語教室
はりま

三木市

徒歩10分

13:30～15:00<マンツーマン>
19:00～20:30<グループ>

稲美町国際交流協会事務所
加古郡稲美町国岡1-1
火
＊最寄駅：JR 土山駅→バス「稲美町役 木
場前」下車

9：30～11：30
13：30～15：00

生徒の勤務地

土

15：30～16：30

播磨町福祉会館
加古郡播磨町宮北1-3-5
＊最寄駅：山陽 播磨町駅

水
木
土

10:00～12:00
16:00～19:00
9:00～11:00

播磨町国際交流協会

にほんごきょうしつ

ことばの教室「日本語クラス」

水

播磨町福祉 しあわせセンター
播磨町南大中1-8-41

初級日本語

西脇市

受講費

城ノ宮第一団地集会所
加古川市平岡町山之上
＊最寄駅：JR 土山駅

初級

稲美町

開催日時

にこにこ日本語教室

高砂市

日本語教室

開催場所

その他

連絡先
090-1079-1980
E-mail: tatijun50@hi2.enjoy.ne.jp

090-5960-4868
E-mail: c1000blessings@yahoo.co.jp

2,000円/年

無料（テキスト代別途 1冊2700
円）

079-443-9132
URL:
http://homepage2.nifty.com/takasagoia/
E-mail: tia@banban.ne.jp

100円/回(教材費込）
年間費 500円/1家族
イベント（料理、書初め等）は別
途材料費

・マンツーマン形式

高砂市ボランティア活動センター
079-442-4047
http://coopnihongo.jimdo.com
（メールはホームページから）

1,000円/月（教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費
※申込み時に、国際交流協会の会
員登録が必要（1,000円/年）

・マンツーマン形式、教室形式

079-492-1212
E-mail：inamikokusaikouryu@train.ocn.ne.jp

1,000円/月（教材費込）

・原則としてマンツーマン形式
079-435-0356
・会場、日時はボランティア支援者と生徒の
E-mail: harimacho-ifa@bb.banban.jp
相談により決定

・マンツーマン形式

10:00～12:00
13:00～15:00
19:00～21:00

西脇市国際親善交流協会
〈西脇商工会議所内）

西脇市生涯学習まちづくりセンター
西脇市西脇771-7
木
＊最寄駅：JR 新西脇駅(※駅からは離れ
ています）

19：30～21：00

無料

三木市国際交流協会

三木市立教育センター
三木市福井1933の12
＊最寄駅：神戸電鉄 恵比寿駅または上 月
の丸駅→徒歩またはみっきいバス「市役
所前」下車 徒歩2分

19:00～20:30

無料（ただし協会年会費2,000円）

NPO法人小野市国際交流協会

コミセンおの302号室
小野市王子町806-1
＊最寄駅：神戸電鉄 小野駅

19：00～21：00

1,000円/年（教材費込）

金

19:30～21:00

無料（フィールドワーク等イベン
ト参加費は別途）

0790-42-8888
社会福祉法人加西市社会福祉協議会
（問合せ窓口：加西市国際交流協会事務
局）

日

10:00～12:00
無料（研修旅行参加費別途）

090-1718-1886
URL：
http://ameblo.jp/globalfriendskasai/
E-mail： dorita_8_3@hotmail.com

0795-22-3901

0794-89-2318
E-mail: kokusai@city.miki.hyogo.jp

初級

小野市

小野市国際交流協会
中級
日本語教室

土
徒歩15分

・グループ形式
・小野市に在住または在勤の外国人に限る

0794-62-6763
E-mail: info@oia.gr.jp

上級

かさい日本語教室

加西市

かさい日本語教室

加西市健康福祉会館
加西市北条町古坂1072-14
＊最寄駅：北条鉄道 北条町駅

Amigos Universales

アスティア加西
西市北条町北条28-1
＊最寄駅：北条鉄道 北条町駅

アジアン・アミーゴス

ラテン・アミーゴス

月

19:00～20:00
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兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

多可町

講座名

主催者(団体）

開催場所
アスパル（多可町健康福祉センター）
多可町中区岸上２８１番地５１
＊最寄駅：JR 西脇市駅より神姫バスで「中
央公園前」

開催日時

受講費

多可日本語支援サークル

加小日本語教室

やしろこどものいえ
北播磨地区在日外国人教育講座 加東市東古瀬477-1
日
実行委員会
＊最寄駅：神姫バス「南坊」下車、東側
平池公園内

10:00～12:00

1,000円/月（教材費込）
問題集は教室のものを使用、テキ
スト購入は自費

NPO法人加東市国際交流協会

加東市国際交流協会事務所
加東市社1126-1
やしろショッピングパークBio2階
金
＊最寄駅：県総合庁舎前バス停 徒歩5
分

19:00～21:00

無料（教材費別途）

ハロー日本語

イーグレひめじ
姫路市本町68番290
＊最寄駅：JR／山陽

13:30 ～15:30

会費：500円/月（教材費別途）
(8月は夏休み。7月＆9月、12月
＆1月は１ヶ月分)

加東市日本語教室

ハロー日本語

日
姫路駅

木 10：30～12：00
金 14：00～15：30
無料
日 10：30～12：00、13：00～14：
30、14：45～16：15のいずれか

日本語ひろば

初級A～F

（公財）姫路市文化国際交流財団

・マンツーマン形式

中級

土

10：30～12：00

0795-42-8543

0795-42-6633
E-mail：kia@katokokusai.org

080-1409-4244
・レベル別で個別指導形式
E-mail：
・教材：「日本語総まとめシリーズ」を中心
for.precious.life.2013@gmail.com
に、目指すレベルのテキストを各自準備。
facebookハロー日本語をご覧ください
・少人数グループ形式（ボランティア1名に
対し学習者最大4名）
・対象：6ヶ月以上日本に滞在する外国人

姫路市国際交流センター
姫路市本町68-290 イーグレひめじ4階 日 10：30～12：00、13：00～14： 3,000円／学期（10回）
（教材費別）
＊最寄駅：JR 姫路駅 徒歩15分
30、15：00～16：30のいずれか

在住外国人のため
の日本語講座

連絡先
多可町役場 生涯学習課
〒679-1114
兵庫県多可郡多可町中区岸上281-51
TEL ： 0795-32-5122 FAX ： 0795-321937
E-mail： newlife@town.taka.lg.jp

第1・3水曜、第2・4金曜
基本無料
18：30～20：00
※ただし教材等が必要な場合に徴収
※ただし講座生の参加のない日は休
する場合あり
講になる場合があります。

多可日本語教室

加東市

その他

079-282-8950
E-mail：info@himeji-iec.or.jp

・教室形式
初級：2,500円＋税（『みんなの日 ・1年を3期に分け（5～7月、9～12月、1～3
本語初級Ⅰ・Ⅱ』）
月）、1期につき10回の授業を行う。
中級：2,300円＋税（『テーマ別
中級から学ぶ日本語』）

がんばろうにほんご

花田町高木総合センター
姫路市花田町小川553-2
日
＊最寄駅：姫路駅→神姫バス「小川」バ
ス停下車

14:00～16:00

ベトナム in HIMEJI

姫路市東市民センター
姫路市花田町加納原田888番地1
※最寄駅：JR 御着駅

19:30～21:00（第1日曜を除く） 無料

・原則としてマンツーマン形式
・ベトナム語、英語による日本語学習可

090-3482-0271 / 079-238-3027
E-mail: takashimatsuba0111@gmail.com

城東寺子屋

城東町総合センター１階
姫路市城東町122-2
土
＊最寄駅：JR播但線 京口駅→神姫バス
「アンビック前」下車

13：30～15：30

・マンツーマン形式

079-238-3442
（担当：中西 忠）

にほんごサロン和

姫路市睦町 県営住宅睦団地集会所
＊最寄駅：JR播但線 京口駅

外国語講座

NPO法人姫路人権ネットワーク

姫路市高木総合センター
姫路市花田町高木409-1
＊最寄駅：JR播但線 野里駅

第２・４金曜

福崎町

ふくさき日本語サロン

ふくさき日本語ボランティアの会

福崎町文化センター
福崎町福田176－1
＊最寄り駅：ＪＲ 福崎駅 徒歩5分

第２・４日曜 10：00～11：30

無料

市川町

市川町日本語教室

市川町国際交流協会

市川町役場
市川町西川辺165-3
＊最寄駅：JR 甘地駅

第１・３日曜（詳細は問合せ）

無料（テキスト代別途）

がんばろうにほんご
姫路市

ベトナム in HIMEJI

城東寺子屋

日本語日常会話

にほんごサロン和

日

090‐2194‐3102
E-mail:
ganbarou.nihongo.himeji@gmail.com

無料

第１・２・４金曜
19:00～20:30（月3回程度）

19:00～21:00

6

無料

079-282-8950

無料

(問い合わせ窓口:姫路市文化国際交流財団）

079-223-8388
URL: http://www6.ocn.ne.jp/~jinken/
E-mail: himejijinken@aroma.ocn.ne.jp

無料（テキスト代は別途）

・マンツーマン形式

福崎町文化センター
0790-22-3755

0790-26-1010
E-mail: soumu@town.ichikawa.hyogo.jp

兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

主催者(団体）

開催場所

開催日時

受講費

神河町

神河日本語教室

神河町役場地域振興課

神河町中央公民館
神崎郡神河町寺前64番地
＊JR播但線 寺前駅

火・金（隔週）

太子町

太子日本語教室

太子町総務部企画政策課

斑鳩公民館
揖保郡太子町鵤678

原則、毎週土曜 13：30～15：00
無料（教科書等を購入する場合
※会場の都合により変更の可能性あり は、学習者負担）

相生市

あいおいしにほんごきょうしつ

相生市国際交流協会

相生市民会館
相生市旭1丁目19番33号 他
*最寄駅：JR 相生駅

第２・４日曜 14:00～15:30
（月によって変更することがあります）

たつの市国際交流協会

たつの市産業振興センター
たつの市龍野町堂本38-1
＊最寄駅：JR姫新線 本竜野駅

火
水
木

赤穂市国際交流協会

赤穂市役所
赤穂市加里屋81番地
＊最寄駅：JR 播州赤穂駅

第２・４火曜

たつの市 日本語クラス

赤穂市

日本語教室

無料

19：30～21：00
10：30～11：45
10：00～11：30

19:00～20:30

その他

連絡先

・マンツーマン形式

神河町役場地域振興課
0790-34-0185

・ボランティア講師が1人または複数人で学習補
助を行います。

079－277－5998（太子町企画政策課）
E-mail： kikaku@town.hyogo-taishi.lg.jp

無料

0791-23-7124
E-mail： kikaku@city.aioi.hyogo.jp
（相生市企画広報課）

無料

多文化共生サポートセンター
0791-63-0221
E-mail: 41151@city.tatsuno.lg.jp

無料

佐用国際交流協会
「佐用町日本語教室」

日本語教室「話書居茶屋」

上郡町

佐用町国際交流協会

上郡町教育委員会教育推進課

上郡町つばき会館
赤穂郡上郡町上郡500-1
＊最寄駅：JR 上郡駅

火

テクノ日本語ボランティア会

奇数週・水
県立先端科学技術支援センター内
赤穂郡上郡町光都3丁目1-1
＊最寄駅：JR 姫路・相生駅→神姫バス
「県立大理学部前」下車
偶数週・水

0791-43-6818
E-mail: taiwa@city.ako.lg.jp

・マンツーマン形式

0790-82-0664
E-mail:kikaku@town.sayo.lg.jp

日

佐用町

・さよう文化情報センター
佐用郡佐用町佐用2585
・西山会館
佐用郡佐用町佐用469-1
＊最寄駅：JR 佐用駅

13：30～15：00
さよう文化情報センター
火 10：00～11：30
さよう文化情報センター
無料
水・木 19：30～20：30
さよう文化情報センターほか
※開催日時は随時変更しますので、
お問い合わせください。

・マンツーマン形式
・対象：市周辺に居住する外国人

初級
テクノ日本語教室
中・上級

19:00～20:30

無料

0791-52-2912

無料

0791-58-1755
E-mail: tekuno@khaki.plala.or.jp

18:30～21:00

18:30～21:00

初級日本語

宍粟市

さつき日本語教室 中級日本語

宍粟市国際交流協会

宍粟防災センター
宍粟市山崎町鹿沢65-3
木
＊最寄駅：神姫バス「山崎案内所」下車
徒歩3分

豊岡市国際交流協会

豊岡市城南町23-6 豊岡健康福祉セン
ター
＊最寄駅：JR山陰本線 豊岡駅
兵庫県豊岡市日高町祢布891−2
日高健
月～金
康福祉センター
＊最寄駅：JR山陰本線 江原駅
出石町福住1302 出石健康福祉センター
＊最寄駅： JR 八鹿駅→全但バス

19：00～20：30

無料

・マンツーマン形式

090-6904-6125

上級日本語

豊岡市
①

とよおか日本語教室

10:00～21:00で相談可
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500円/月

0796-24-5931
URL: http://www.tia-online.net/
E-mail: info@tia-online.net

兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

主催者(団体）

豊岡市
②

月
火
土

19：00～21：00
10：00～12：00
13：00～15：00

初級Ⅱ

火
土
日

19：00～21：00
13：00～15：00
13：30～15：30

水
木

19：00～21：00
10：00～12：00

水
木

10：00～12：00
19：00～21：00

日

10：00～12：00

N3クラス

木

13：00～15：00

漢字クラス

金

19：00～21：00

あいうえお事務所
豊岡市昭和町2-50 河本ビル102
＊最寄駅：JR 豊岡駅

中上級
N2クラス

NPO法人にほんご豊岡あいうえお

朝来市

土（隔週） 13：00～14：30
※要問い合わせ

無料

・マンツーマン、教室形式併用
・外へ出て日本語でショッピングをしたり、 新温泉町役場商工観光課
和食調理体験もおこなっています。
0796-82-5625
・学習内容、日程等、ご相談に応じます。

木

無料

・マンツーマン形式

八鹿公民館
079-662-6141
E-mail：youkakouminkan@city.yabu.lg.jp

無料

・マンツーマン形式またはグループ形式

朝来市役所秘書広報課
079-672-6113
E-mail：
hishokouhou@city.asago.hyogo.jp

300円/回（教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費

・マンツーマン形式

079-590-8125
E-mail:
sasayama.kokusairikai@gmail.com

500円／月

・マンツーマン形式、教室形式
0795-72-3250
※現在、学習者の募集を締め切っています。 E-mail: t101@hb.tp1.jp

香美町にほんご教室

香美町立村岡区中央公民館
美方郡香美町村岡区村岡396

新温泉町 にほんご広場ハピタン

養父市

・教室形式

※休止中。希望があれば、対応可能

やぶ日本語教室

あさご日本語教室

新温泉町国際交流協会

18：30～20：30

第２・４日曜

徒歩6分

養父市国際交流協会

養父市立八鹿公民館
養父市八鹿町八鹿1675番地
＊最寄駅：JR 八鹿駅 徒歩15分

朝来市連合国際交流協会

山東公民館
朝来市山東町末歳710
火
＊最寄駅：JR 播但線/山陰本線 梁瀬駅

19：30～20：30

19：00～20：15

①篠山市立四季の森生涯学習センター
篠山市網掛429
水・木
＊最寄駅：JR福知山線 篠山口駅→篠山
グリーンバス「福祉センター前」下車
篠山市

日本語教室「うりぼう」

丹波市
①

柏原日本語教室
「こんにちは」

(特非）篠山国際理解センター

中級日本語

丹波市柏原町柏原2792
柏原日本語教室「こんにちは」 ＊最寄駅：JR福知山線 柏原駅
分

①火・水
②月・火

センター開所時間

9：30～11：00
19：30～21：00

徒歩15
水・土

0796-36-1962
E-mail：kikaku@town.mikata-kami.lg.jp

19：30～21：00

②篠山国際理解センター
篠山市宮田240番地
月・水・金
＊最寄駅：JR福知山線 篠山口駅→篠山
グリーンバス「西紀支所」下車

初級日本語

9：00～12：00

徒歩1分

新温泉町浜坂多目的集会施設
（新温泉町役場 北隣）
美方郡新温泉町浜坂2673-1
＊最寄駅：JR山陰本線 浜坂駅

連絡先

無料

にほんご教室（但東）

但東福祉健康センター
豊岡市但東町出合433-1
＊最寄駅：全但バス「出合」

＊全但バス「村岡地域局」下車

その他

1,000円（会員500円）/月 4回
※外国にルーツを持つ高校生以下
は無料、高校生500円

月･金

香美町

受講費

080-9478-5525
・学習者のレベルや参加できる日時に合わせ
0796-20-4037
て、マンツーマンからクラス形式までいろい
E-mail：
ろな形のクラスがあります。
aiueo_nihongo_toyooka@softbank.ne.jp
（携帯）
※学習者と支援者の都合が合えば、左記以外
aiueo_nihongo_toyooka@nike.eonet.ne.jp
の曜日や時間帯でも開催可能
（PC）

出石健康福祉センター
豊岡市出石町福住1302
＊全但バス「出石福祉ゾーン」

学習支援

香美町

開催日時

初級Ⅰ

初中級
にほんご教室
（出石）

開催場所

19：30～21：30
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兵庫県内日本語教室リスト
2018年 5月現在

（公財）兵庫県国際交流協会

※詳しくは直接各団体へお問い合わせください。

地域

講座名

主催者(団体）

開催日時
火
水
木

20:00～21:30
20:00～21:30
10:00～11:30

その他

連絡先

ひかみ日本語コミュニケーショ （有）足立花義 2F会議室
ンクラブ
＊JR福知山線 石生駅

春日日本語教室

丹波市国際交流協会

春日住民センター 2F研修室
丹波市春日町黒井496-2
木 19：30～21：00
＊最寄駅：JR福知山線 黒井駅 徒歩5分

無料

・マンツーマン形式

0795-72-5880
E-mail：tamba_ia@yahoo.co.jp

にほんごさーくる淡路

洲本市総合福祉会館 3F会議室
洲本市山手2-2-26
土
＊最寄駅：洲本高速バスセンター 徒歩
15分

13：00～15：00

1,000円/年 (教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費

・マンツーマン形式

洲本市総合福祉会館ボランティアセンター
0799-26-0022
E-mail:shakyo@sumoto.gr.jp

中央公民館
南あわじ市市三條880番地
月
＊高速バス「陸の港西淡」→らんらんバ
ス「旧三原庁舎前」

9:30～10:30

洲本教室

三原教室

南あわじ市 西淡教室

緑教室

にほんごさーくる淡路

にほんごクラブ

湊地区公民館
南あわじ市湊75番地1
火
＊最寄駅：高速バス「陸の港西淡」→ら 日
んらんバス「旧西淡庁舎前」

20:00～21:00
15:00～16:00

緑市民センター 2F会議室
南あわじ市広田広田1057-1
＊最寄駅：福良行きバス「広田」下車
徒歩3分

13：00～15：00

（特非）淡路市国際交流協会
中級日本語

E-mail:
shakai_k@city.minamiawaji.hyogo.jp

1,000円/年

淡路市国際交流協会事務所
または学習者、支援者で都合の良い場所
（公民館、学習者の勤務先会議室など）

初級日本語

0795-82-4112
E-mail: fesky12041037@yahoo.co.jp

500円／月

にほんごふれあい教室

淡路市

受講費

ひかみ日本語教室
丹波市
②

洲本市

開催場所

平成病院
または学習者、支援者で都合の良い場所
（公民館、学習者の勤務先会議室など）

1,000円/年 (教材費別）
教材費は必要に応じて適宜実費

・マンツーマン形式

洲本市総合福祉会館ボランティアセンター
0799-26-0022
E-mail:shakyo@sumoto.gr.jp

学習者、支援者の都合の良い日時で 無料
週に1回1時間～1時間半
教材費は必要に応じて適宜実費

・マンツーマン形式

080-2541-9220
E-mail: office@awaji-international.org

木
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