① 外国人住民支援事業
(1) 日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）
地域国際化
協会名
(公財)青森県国際交
流協会

事業名

URL

在住外国人が地域に溶け込み、心豊かに生活できるよう、広域拠点的な
観点に立って在住外国人のための日本語学習や社会参加等の推進を
図る民間団体を育成・支援を行う。
http://www.kokusai多文化共生の自力型地域拠点づ
平成29年度は、県内在住の外国人への日本語学習指導を行っていない koryu.jp/business/machidukuri
くり推進事業
地域での取組みを推進するとともに、要支援児童への日本語学習指導 /
のノウハウを学ぶ研修会を開催する。

（公財）岩手県国際交
流協会

(公財)宮城県国際化
協会

事業概要

日本語サポーター研修

日本語サポーターの登録者拡大と日本語指導能力の向上を図るた
め、6回シリーズの日本語サポーター研修を実施

http://www.iwate-ia.or.jp

MIA日本語講座

・初級１、初級２：第１期、第２期（各６０回）
・中級：第１期、第２期（各３０回）
・漢字１、漢字２：第１期、第２期（各１８回）
・夜間初級１、初級２：第１期、第２期（各２０回）

http://miamiyagi.jp/japanesecourse.html

地域日本語教育支援事業

地方圏域での支援者養成を目的とした講座、マンツーマンによる学習支
援を行う「MIA日本語サポーター」登録者を対象とした基礎講座、支援者
のスキルアップのためのセミナー、市町村日本語教室のネットワークづく
りを目的とした連絡会議等を実施する。

（公財）秋田県国際交
日本語教育支援
流協会

県内各地の日本語教室の指導者のレベルアップ及び指導者層拡大のた
め、日本語教授法の研修を実施する。

(公財)山形県国際交
流協会

日本語教室開設事業

在住外国人支援として、中級の日本語教室を開設するとともに、最寄り
の日本語教室に通えない日本語学習希望者に対し、日本語サポーター
の紹介を行う。

ふくしま地域連携型日本語学習
総合推進事業

文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業（B)により、日 http://www.worldvillage.org/ko
本語講座及び日本語ボランティアスキルアップ研修会を実施する。
domo/report.html

(公財)茨城県国際交
流協会

日本語学習の支援

茨城県日本語教育アドバイザーを講師とする日本語教授法講座を実施
し、ボランティア日本語教室を支援する。

(公財)栃木県国際交
流協会

日本語学習支援事業

日本語指導ボランティアを対象とした日本語教室の運営や考え方を学ぶ
http://tia21.or.jp/volunteer.htm
情報交換会や日本語教育の現状と全国的な流れを紹介するセミナーを
l
開催する。

(公財)群馬県観光物
産国際協会

日本語ボランティア養成講座・入 在住外国人支援のため、各地域で日本語教室等の活動に協力し日本語
門編
を教えるボランティアを養成する。

(公財)福島県国際交
流協会

(公財)ちば国際コンベ
ンションビューロー
日本語ボランティア基礎講座

http://www.airyamagata.org

http://www.iaibaraki.or.jp/kokusai/volunteer
/adviser/index.html

日本語ボランティアの希望者を対象に、日本語の基礎知識や、外国人と
のコミュニケーション力を高め、日本語ボランティアとしての資質を高める http://www.mcic.or.jp/
講座を開催する。

日本語ボランティア・スキルアップ 日本語ボランティア講座修了者の円滑な活動と日本語教室の開催支援
http://www.mcic.or.jp/
研修
のため、経験者による更なる資質向上を目指す講座を開催する。
地域日本語ボランティア意見交換 日本語を母語としない子どもへ日本語指導を行うボランティアによる専門
会
知識の習得、意見交換を目的とした会議を開催する。
(公財)とやま国際セン 日本語ボランティア養成講座
外国人の日本語学習を支援するボランティアの養成講座
http://www.tic-toyama.or.jp/
ター
日本語ボランティア・スキルアップ 県内各日本語教室のボランティアのスキルアップや情報交換を目的に、
http://www.tic-toyama.or.jp/
研修会
研修会を開催
(公財)石川県国際交
流協会

日本語教室アドバイザーの派遣

地域日本語教室に日本語教育専門アドバイザーを派遣

http://www.tic-toyama.or.jp/

外国人のための日本語教室

県内在住の外国人住民に日本語学習の機会を提供する。入門から上級
http://www.ifie.or.jp/ijsc/
まで、クラスレッスンとプライベートレッスンを提供。

地域の日本語教室で外国人住民と日本語を使って交流してみたい県民
外国人に日本語を教えたい人の
http://www.ifie.or.jp/ijsc/basic
に対して、日本語教室に参加する上で必要となる基本的な知識を提供
ための基礎講座
s/index.html
し、教室活動を受講者同士で考えるなど実践的な研修を行う。
日本語教育研修講座

日本語教育や多文化共生等の各分野の専門家を招き、県内の日本語
教師や日本語教育、多文化共生に関心を持つ県民に対して、関連分野
の研究、実践の最新動向や知識を提供する。（テーマ別研修会）

日本語常設講座開催事業

外国籍住民を対象に、日常生活を営む上で必要な初歩の日本語を学ぶ
講座を開催する。
第1期（4～7月） 初級1、初級2、日本語能力試験対応
https://www.f-i-a.or.jp/
第2期（9～11月） 初級1、初級2、日本語能力試験対応
第3期（12～3月） 初級1、初級2
県内の日本語指導ボランティア団体に委託。

(公財)福井県国際交
流協会

日本語支援事業

新規の日本語指導ボランティアの養成およびすでに活動しているボラン
ティアの日本語指導技術の向上を図ることにより、多様な在住外国人の https://www.f-i-a.or.jp/
日本語学習ニーズに応えられる地域づくりを進める。

(公財)山梨県国際交
流協会

日本語講座

県内在住の外国人の日本語能力向上を図るため、日本語講座を開催
し、日本語の学習機会を提供する。（通年、週2回）

バイリンガル日本語指導者養成
講座、外国人コミュニティーのた
めの日本語教室、スキルアップ研
修

県内の外国籍住民でバイリンガルで日本語を使える方を対象に、地域の
外国籍住民への日本語教室を開催するための知識等を学ぶ講座を開催
http://www.anpie.or.jp/
する。また、実際に日本語教室を企画、開催する。スキルアップ研修とし
て、バイリンガル日本語指導者等を対象に開催する。

(公財)福井県国際交
流協会

(公財)長野県国際化
協会
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① 外国人住民支援事業
(1) 日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）
地域国際化
協会名

事業名

事業概要

URL

(公財)岐阜県国際交
流センター

日本語指導者育成支援事業

日本語指導者育成研修、情報交換会や研修会を行う。
（外国人の子ども向け日本語指導者研修、日本語教室連絡会議・研修会 http://www.gic.or.jp
の開催）

(公財)静岡県国際交
流協会

外国人技能実習生を対象とした
地域連携日本語支援事業

技能実習生を受け入れている企業に日本語指導ボランティアを派遣す
る。

外国人学校日本語支援事業

県内の外国人学校で日本語を学ぶ環境の整備及び日本語授業の充実
支援を図る。

日本語講師ボランティア養成事業

県下ボランティアを指導する人材を育成するためのセミナーや研修会を
開催する。

あいち国際プラザにほん語教室

日本語ボランティア入門ゼミナール修了生が自主活動として開催する日
http://www2.aia.pref.aichi.jp/ik
本語教室
usei/j/nihongo/main.html
（回数：５クラス×約１０回×３期）

(公財)愛知県国際交
流協会

http://www.sir.or.jp

企業・教員OB/OGなどを対象とした外国人児童生徒への学習支援活動
外国人児童生徒日本語指導員育
に関する研修を実施し、地域における日本語教育の担い手を育成する
成講座
講座を開催する。
学校とNPOの外国人児童生徒指導担当者を対象とした情報交換、連携
強化のための共同研修を実施する。
外国人児童生徒指導関係者共同 また、外国人児童生徒及び保護者を対象とした教育相談会を併せて開
研修
催し、日本の教育制度等の情報供と日ごろの学習関する悩みの解決策
について、学校・NPOの外国人児童生徒関係者とともに考える機会を設
ける。
日本語ボランティアスキルアップ
講座

日常生活の中で役立つ日本語を学ぶ「行動・体験型の日本語教室活動」
のノウハウやスキルを習得する講座を開催する。

日本語ボランティア入門講座

地域で活動する日本語ボランティアを新たに養成することを目的に、外
国人住民の背景や日本語ボランティアの心構えなどを学ぶ講座を開催
する。

外国人が日本で生活する上で必要なテーマを取り上げた行動・体験型教
リソースルーム発「使える！日本
室活動を実施し、そのノウハウや成果などを発信することで、行動・体験
語教室」
型教室活動の周知に繋げる。
青空日本語教室

あかさたな日本語教室

「ワールド・スマイル・ガーデン」（刈谷市）に参加しながら地域の人と交流
し、地域の人が話す日本語に触れたり、地域の情報を知る日本語教室を
開催することで、日本語習得や外国人の地域住民との交流と社会参画
を促進する。
日本で暮らす外国人が、生活していくうえで必要な日本語を学ぶ日本語
教室をNPOのALOEとの共催で実施する。

多文化共生社会実現に向けた地
市町村と連携した「日本語教室実践講座」や、「行動・体験型プログラム
域の日本語教育推進事業（文化
研修」、「日本語ボランティア入門講座」などを実施した。（28年度）
庁受託事業）
（公財）三重県国際交
流財団
日本語指導ボランティア育成事業 県内日本語教室ボランティアを対象とした実践的な研修を2回実施。
(公財)滋賀県国際協
会

外国人児童生徒日本語指導者養
外国人児童生徒日本語指導者向けDLA活用講座の開催、県内日本語
成講座、ボランティア日本語指導
教室のネットワークとの共催により指導者向け養成講座を開催。
者養成講座の開催

(公財)京都府国際セン
ター

日本語教室月木コース・・・初級日本語の教室（年３期、週２回）
日本語教室土曜コース・・・初級日本語の教室で、場面場面で対応できる http://www.kpic.or.jp/
生活者のためのモデル日本語教 よう、体験授業（年３期、週１回）
室
モデルカリキュラム、テキストブックの作成、地域日本語教室講師による
http://www.kpic.or.jp/
見学

(公財)兵庫県国際交
流協会

http://www.s-i-a.or.jp

日本語プライベートレッスン

登録ボランティアが希望者に対して個別に日本語を教える

http://www.kpic.or.jp/

日本語ボランティア育成支援・
ネットワーク構築事業

日本語ボランティアの養成・活動支援（研修会の開催）、日本語教室・ボ
ランティアの広域的連携促進（広域的事業の協議・企画）

http://www.kpic.or.jp/

外国人県民日本語講座の開催

外国人県民を対象に、初級から初中級までの全6クラスに分かれ、週１
～2回（各回2時間）、生活に必要な日本語を学ぶ。年間3期開講（16回／ http://www.hyogo-ip.or.jp/
期、夜間）

外国人県民を対象に、日常の生活場面と密着したコミュニケーション能
「すぐに役立つ日本語講座」（夏
力を高めることを目的とした短期集中講座を夏期に開催（2レベル、54時 http://www.hyogo-ip.or.jp/
期集中日本語集中講座）の開催
間、昼間）
ボランティア団体等との共催で、成人対象の「地域日本語教室」、児童生
外国人県民・児童生徒の居場所
徒等対象の「日本語教室・日本語による教科学習教室」を実施、その運 http://www.hyogo-ip.or.jp/
づくり事業
営経費の一部を負担。
セーフティネットとしての地域日本 当協会との協働（2年間）により日本語教室を開設した市町を対象に、よ
語教室運営強化事業
り円滑に教室を運営できるよう支援を継続（3年間以内）

http://www.hyogo-ip.or.jp/

地域日本語教室が有する交流の場や災害時等のセーフティネットワーク
地域日本語教室セーフティネット
といった重要な役割について意識付けするとともに、地域間ネットワーク http://www.hyogo-ip.or.jp/
モデル事業
として機能するようなモデルシステムを構築する。
日本語学習支援アドバイザー派
遣事業

県内各地で在住外国人のための日本語教室を運営し、研修を希望する
ボランティア団体等に対して日本語教師を派遣することにより、ボランティ http://www.hyogo-ip.or.jp/
アの養成や研鑽、運営面の課題解決や活性化に役立てる。
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① 外国人住民支援事業
(1) 日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）
地域国際化
協会名

事業名

事業概要

URL

外国人児童生徒への日本語・学 日本語能力が不十分な外国人児童生徒に日本語学習や教科学習の効
習支援等を担う人材育成研修会 果的な支援方法、日本語教育そのものに対する理解を深めるため、外国 http://www.hyogo-ip.or.jp/
の開催
人県民・児童生徒支援者等を対象に、支援に役立つ研修を実施する。
日本語学習の場であるとともに交流の場として多文化共生社会づくりに
地域日本語教室リーダー養成講 重要な役割を担っている地域日本語教室の活動の活性化と継続的運営
http://www.hyogo-ip.or.jp/
座の開催
を支援することを目的として日本語教室のリーダー養成研修を実施す
る。
(公財)和歌山県国際
交流協会

(公財)鳥取県国際交
流財団

日本語クラス

レベル別に分かれ、ひらがな・カタカナから勉強し簡単な文法を学ぶ（初
級クラス）テキスト「留学生のための日本語Ⅰ」使用

おはようクラス

ボランティア日本語教師による日本文化交流会を含めた日本語クラスを
開催する。

もっと日本語日曜クラス

ボランティア日本語教師による課外活動を含めた日本語会話主体の日
本語クラスを開催する。

日本語ボランティア研修会

ボランティア教室を運営することについて実質的な内容について考えると
ともに、習得が難しい学習者に対する効果的な指導方法等について講師
からアドバイスをいただき、具体的な文法項目の指導方法について、グ
ループで意見を出し合い考える機会とした。

日本語クラス

在住外国出身者で継続して学習する意欲のある方を対象として、専任講
師によるレベル別・クラス形式の日本語教室を開催

日本語講師・ボランティア養成講 クラス講師等を中心とした日本語学習支援の中核的人材育成のための
座
講座を開催
(公財)しまね国際セン ボランティア研修事業
ター
（日本語ボランティア研修の開催）

(一財)岡山県国際交
流協会

日本語ボランティア基礎講座：日本語ボランティアの養成研修を開催
日本語ボランティアスキルアップ研修：活動者向研修を県内2ヶ所で開催

外国人住民日本語研修事業

外国人技能実習生、ALT等のための日本語研修を、しまね日本語支援
協会の協力で実施。

日本語講座

週7回、2つのボランティアグループと共催で日本語教室を開催する。

日本語ボランティアスキルアップ
事業

県内で活躍している日本語ボランティア活動者及び日本語ボランティア
活動に参加意欲を有するものを対象に研修会を実施する。（年1回）

http://www.opief.or.jp/?page_id
=470

グループ又は個人が新しく日本語教室を開設する場合、及び日本語教
日本語教室開設・活動支援事業 室が研修会等を行う場合助成金を交付する。または、既存の教室の見
学について協力する。
日本語学習支援等事業

日本語学習リソースコーナーの図書資料の購入や管理・貸出業務を行
う。

「やさしい日本語」の普及事業

外国人への情報提供が正しく適切に伝わるように、どの国の人にも理解
できる「やさしい日本語」の研修会を開催する。

(公財)ひろしま国際セ
ンター
ワンペア日本語学習

日本語ボランティア支援事業
(公財)山口県国際交
流協会

日本語を学びたい外国人と日本語を教えたい日本人ボランティアがペア
になり、お互いが都合のよい時間にそれぞれのカリキュラムで学習を行 http://hiroshima-ic.or.jp
う。
外国人等に対して日本語学習支援を行っているボランティアを対象に、
http://hiroshima-ic.or.jp
日本語学習支援の基礎的な知識及びボランティアの社会的役割や学習
http://hiroshima-ic.or.jp/hip/
支援の方法を考えるための講演会、ワークショップ、意見交換を行う。

日本語ボランティア養成講座開催 日本語ボランティア登録に関心のある者を対象にボランティア講座を開
事業
催する。
日本語ボランティアスキルアップ
研修会

http://www.yiea.or.jp

県内で活躍している日本語ボランティア活動者を対象に研修会を実施
し、スキルアップを図る。（年1回）

外国人のための日本語講座支援 日本語ボランティア団体が運営する外国人住民を対象とした日本語講座
http://www.yiea.or.jp
事業
への助成及び後方支援を行う。
(公財)徳島県国際交
流協会

(公財)香川県国際交
流協会

生活支援講座（日本語教室）

「みんなの日本語初級Ⅰ、Ⅱ」を使用し、初級レベルの日本語を指導す
る。全２０回（半期）各回1時間30分。レベル別に７クラス。

日本語指導ボランティア養成講座

日本語指導ボランティアのスキルアップ講座を開催

日本語講座

外国人住民が、安心して生活するために必要な日本語を習得できるよ
う、学習の機会を提供する。日本語を初めて学ぶ学習者を対象とする
http://www.i-pal.or.jp/nihongo/
「入門1」から、初級終了程度の日本語力を身につけることを目的とする
「日本語3」までの5つのレベルを開講する。

日本語ボランティア養成講座

外国人住民が、生活に必要な日本語や地域に根ざした社会知識を身に
つけるのに重要な役割を果たしている地域の日本語教室の存続、また、
http://www.i-pal.or.jp/jpvl/
新しい教室の開設に必要となる日本語指導ボランティアを育成するため
の講座を実施する。

日本語サロン

外国人住民の日本語学習を支援するとともに、生活相談や社会知識の
習得ならびに情報収集等ができる機会や居場所を提供すること、また、 http://www.i-pal.or.jp/salon/
支援を行うボランティアの活動の場とすることを目的として開催する。
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① 外国人住民支援事業
(1) 日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）
地域国際化
協会名

事業名

(公財)愛媛県国際交
流協会

(公財)高知県国際交
流協会

(公財)福岡県国際交
流センター
(公財)佐賀県国際交
流協会
(公財)宮崎県国際交
流協会
(公財)鹿児島県国際
交流協会

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

事業概要

URL

日本語グループ学習集中講座

在県外国人を対象に、日本語学習講座を実施することにより、日本語能
力を向上させ、日常生活への適応と日本文化の理解を促進する。
実施時期：夏季（8月）及び春季（3月）の各期10日間・１日2時間、場所：松 http://www.epic.or.jp/kurasu/j
山市・愛媛県国際交流センター、対象：原則16歳以上の在県外国人（各 apanese.html#a01
期100名程度）、レベル別5クラス、講師：日本語教育ボランティアグルー
プ

日本語講座開催事業

日本語の不自由な在住外国人を対象に、日常生活に適応できるよう基
礎的な日本語講座（初級３クラス､読み書きクラス）を開設する。各３０回
（各回１．５時間）

日本語ボランティア研修

県内在住外国人に対し､日常生活を送るうえで必要な日本語学習支援の
活動を行っている支援者（ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱの方々）に対し、日本語教育の専門
http://www.kochi-kia.or.jp/
的な理論や日々の支援活動に直接役立つ教授方法・内容などに関する
研修を実施することによって、支援者の実践能力の向上を図る。

日本語教室ボランティア支援事業

日本語教室のボランティアを対象に、複数の日本語教育の専門家による
講座を地域を分けて開催する。

日本語支援ボランティア養成講座

日本語ボランティアのスキルアップ講座

日本語集中講座

主に交換留学生（高校生）を対象とした日本語集中講座（６時間×６日）

多文化共生社会推進事業

在住外国人のための日本語学習支援（日常生活に必要な最低限の日本
語能力と防災対策に必要な知識の習得）

http://www.kochi-kia.or.jp/

https://www.spira.or.jp/

県内に在住している外国人を対象に，日本語及び地域社会で生活す
在住外国人のための日本語・日
http://www.synapse.ne.jp/kia/
る上で必要な生活情報等についての研修を行い，生活の充実とコ
event/1109japanese.html
本理解講座
ミュニケーションの円滑化を図る。（２クラス，年６０回開催）
日本語の日常会話が可能な在住外国人を対象に，フリートーキングを主
日本語サロン おしゃべりひろば な内容とし，在住外国人どおしのネットワーク構築や日本語会話の上達
を図る。
県系移住者を中心とする県内在住外国人に対して、漢字の基礎的な読
み書き学習の機会を提供することにより、日常生活に必要な識字能力の
養成と勉学意欲の向上を図る。また、在住外国人が日本語を習得するこ
日本語読み書き教室
とで地域への社会参加を促し、本県における多文化共生社会の推進に
寄与する
（週1回、２時間）

(公財)札幌国際プラザ
外国に関わりのある子どものため 外国につながる子どもを対象とし、夏・冬・春の学校の長期休業に合わせ
の長期休業にあわせた学習支援 て、宿題などの学習支援を行う。

(公財)仙台観光国際
協会

地域日本語教育セミナー

日本語教室で活動するボランティア等を中心に、日本語教育の担い手を
対象に、地域日本語教室の在り方、各団体の抱える問題や情報の共有
など、WSを交え学びながら連携を図る。

日本語講座

生活に必要な日本語の学習を支援するため、市民センターや市民団体
との協働により日本語講座を開講する。

日本語学習支援

外国人の日本語学習をサポートするボランティアの人材育成を行う。登
http://int.sentia録しているボランティアや地域で活動するボランティアなどを対象とした
sendai.jp/j/life/japanese_lesso
研修会を実施し、スキルアップを図る。また、生活に日本語のサポートが
n.html
必要な外国の方へ日本語ボランティアを紹介し、学習支援を行う。

日本語弁論大会

平成29年度は事業実施なし

(公社)さいたま観光国
際協会
日本語ボランティア養成講座
日本語支援事業
「にほんごのへや」
(公財)千葉市国際交
流協会

地域で活躍する日本語ボランティアを対象とする講座を行うことにより、
ボランティアの活動を支援するとともに、新規に日本語ボランティアの養
成を行う。

http://int.sentiasendai.jp/j/life/japanese_lesso
n.html

http://www.stib.jp/kokusai/jvt.
shtml

在住外国人が地域で生活するのに必要な日本語の学習を支援。日本語
http://www.stib.jp/kokusai/act
ボランティアが地域のリソースを使って、生活情報を提供しながら日本語
.shtml
学習を支援する。

新基本講座（基礎編）：（3回/講座）×4期
新基本講座（実践編）：（3回/講座）×2期
日本語支援（日本語交流員）講座 日本語交流員ステップアップ講座：（7回/講座）×1期
どうなってるの日本語文法講座：（3回/講座）×1期
東京五輪で外国人と日本語を話そう：（2回/講座）×1期

https://www.facebook.com/chi
batabunka26/

日本語クラス

テーマでつながる日本語クラス：（3回/講座）×3期
日本語ペア活動実践交流会：(1回/講座)×11期
若葉区日本語会話クラス：（8回/講座×1期）
日本語読み書きクラス（5回/講座×1期）
日本語初級文法グループ（10回/講座×6期）
日本語会話グループ（5回/講座×5期）
はじめての日本語クラス（12回+8回／コース）×4期

マンツーマンによる日本語交流

http://www.ccia日本語支援ボランティア（日本語交流員）によるマンツーマン日本語交流 chiba.or.jp/index.php/forforeign
/jalangstudysupport.html

第三国定住難民（ミャンマー難
民）への日本語支援

市内に定住を始めた難民に対し、アジア福祉教育財団からの受託事業と
して地域の日本語教室の協力により日本語支援を実施
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① 外国人住民支援事業
(1) 日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）
地域国際化
協会名

(公財)横浜市国際交
流協会

(公財)川崎市国際交
流協会

事業名

事業概要

URL

やさしい日本語ガイダンス

やさしい日本語の有効性を学ぶガイダンス（対象：ボランティア及び行政
http://www.ccia-chiba.or.jp/
職員）

YOKE日本語教室

日本語教室の開催。全3期・各期20回（週2回）

なか国際交流ラウンジ日本語学
習支援事業

日本語ボランティア入門講座・日本語ボランティアブラッシュアップ講座、
http://nakalounge.main.jp/
日本語教室（60回）の開催。

みなみ市民活動・多文化共生ラ
ウンジ 日本語ボランティア講座

外国人の日本語学習をサポートするボランティアとして活動を始めたい
人のための講座（入門編）、及びボランティアとして既に活動している人
たちのスキルアップを図る講座（実践編）を実施。

鶴見国際交流ラウンジ
日本語学習支援事業

鶴見区日本語ボランティアの育成及びブラッシュアップのための講座の
http://www.tsurumilounge.com
開催。外国人親子を対象とするカンガルーサロン、日本語によるおしゃべ
/
り会の実施。

日本語講座

外国人市民等に日本語講座を開催する。（年間３期、午前及び夜間コー http://www.kian.or.jp/nihongo.h
ス）
tml

日本語講座(特別講座)

日本語講座の受講生に川崎市及び日本文化紹介の特別講座を開催す
る。(市内施設見学、手工芸、七夕まつり、書道体験、観梅会、防災訓
練、抹茶体験等)

日本語講座ボランティアブラシュ
アップ研修

現在活動中の日本語講座ボランテイアを対象に専門的な知識、技能、資
質能力の向上など総合力アップを目的とした講座を開催する。

日本語ボランティア登録事前研修

協会登録の日本語講座ボランティアになる方を対象に研修を開催する。
（全10回）

外国人市民による日本語スピー
チコンテスト

市内の大学や専門学校の留学生や日本語講座等の受講生および企業
等の外国人研修生よる日本語スピーチコンテスト

https://www.yokeweb.com/nih
ongkyoshitsu

http://tabunka.minamilounge.c
om/

外国人への日本文化紹介及び生
外国人市民に生活情報や日本文化紹介の機会を提供する。
活情報提供
外国人親子日本語サロン

日本文化や生活につながる情報をもとに親子で日本語を学ぶ機会を提
供する。乳幼児健診、小児救急、保育園情報等

生活者としての外国人のための
日本語教室

文化庁の「生活者としての外国人のための日本語教育」のカリキュラム
にもとづく生活に密着した基礎日本語教室。学習者と日本語サポーター
のプライベートレッスン。10回のコースを年3回開講。運営に携わるボラン
ティアを対象に年１～２回研修を行う。

日本語ボランティア養成講座

定住外国人への日本語学習支援を希望する市民を対象としたボランティ
ア養成講座

日本語指導ボランティアの支援

日本語指導を行うボランティア団体に助成する。

日本語教室

入門・初級・基礎文法・実践・読み書き・検定クラスを設定。待機学習者を http://www.hi-hice.jp/u出さないよう初級・読み書きクラスは年間を通じて実施。
toc/class.php

若者のための日本語教室

学齢年齢を超えた外国にルーツを持つ若者を対象に２つのコースを開催
①比較的来日間もない若者を対象にした日本語入門クラスの教室。平日
毎日（3ヶ月間）実施し、基礎的な日本語の習得を目指す。
http://www.hi-hice.jp/u②日本語をある程度マスターした若者を対象にした教室。週２回全４０回 toc/class.php
実施し、日本語検定試験（ＪＬＰＴ）や高校入学を目指し漢字や作文などを
習得する。

静岡市国際交流協会

(公財)浜松国際交流
協会

日本語ボランティア養成講座･日
定住外国人への日本語学習支援を行うボランティアの養成講座及びス
本語学習支援者スキルアップ講
キルアップ講座。
座

http://www.samenet.jp

http://www.hi-hice.jp/utoc/class.php

浜松ならではの外国人の日本語の特徴やニーズをつかみ、今後増加が
浜松版地域日本語教師育成検討
http://www.hi-hice.jp/u見込まれる新たな外国人らに地域共生に即した日本語指導ができる人
事業
toc/class.php
材を育成する体制づくりを行う。
教職員のための多文化共生講座

教育現場における外国につながる子どもたちへの指導スキル向上のた
めの講座。

http://www.hi-hice.jp/utoc/class.php

(公財)名古屋国際セン
東海日本語ネットワーク（TNN）との共催により、東海地域において日本
ター
日本語ボランティアシンポジウム 語支援活動に携わるボランティアの連携と情報交換を図るシンポジウム http://www.nic-nagoya.or.jp
を開催する。
日本語ボランティア研修

東海日本語ネットワーク（TNN）との共催により、日本語学習支援、多文
化の担い手を育成する研修をテーマごとに講師を招いて開催する。

NIC日本語の会

基本的な日本語の習得と生活情報の提供を目的とした３ヶ月単位全１０
回程度（日曜日開催）の講座を、ボランティアの運営協力のもと、教室形
http://www.nic-nagoya.or.jp
式で実施する。また、学習者とボランティアとの対話・交流を促進するサ
ポートサロンを実施する。

NIC子ども日本語教室

日本語を母語としない学齢期の子どもを対象に、生活や学校に必要な日
本語学習の機会を提供するため、ボランティアの運営協力のもと、小グ
http://www.nic-nagoya.or.jp
ループ指導形式による日本語教室を、名古屋国際センターなどで開催す
る。また、教科学習に必要な学習言語の指導も行う。

やさしい日本語普及啓発事業

在住外国人の母語の多様化を背景に、災害時のコミュニケーション手段
の確保や日常的なコミュニケーションを促進することを目的に、「やさしい
http://www.nic-nagoya.or.jp
日本語」の概要を理解し、日常的に使用できるようになるための実践的
な講座を行政職員等を対象に実施する。
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① 外国人住民支援事業
(1) 日本語講座の開催（日本語指導者の養成・育成を含む）
地域国際化
協会名
(公財)京都市国際交
流協会

事業名

事業概要

URL

日本語チューター（ボランティア）が学習者と対等な関係で日本語学習
支援に関わることにより，学習者の日本語習得をすすめるとともに，同じ
地域に住む住民同士の学びと交流の場になることを目指す。「暮らしに
役立つ日本語」を学ぶ場を提供。
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
日本語チューターによる日本語ク ＜日本語クラスのコンセプト＞
/nihongo/jp/vol_room/index.ht
ラス
生活の場で使う日本語の習得
ml
学習者のニーズをとらえる
狭義の日本語習得に留まらない
出会いと交流の場を提供
学習者と日本語チューターの対等な関係

やさしい日本語

日本語教室開講時の支援

(公財)大阪国際交流セ
ンター
外国人ふれあいサロン

日本語を母国語としていない受講者が、一日も早く京都の生活に順応す
る手助けとなることを目的とした日本語講座。(3か月12回 年4期）
（レベル）
＜やさしい日本語I＞挨拶・食事・買物等日常生活に最低限必要な日本 http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
語を身につける。
/nihongo/jp/yasashii/nihongo.h
＜やさしい日本語II＞参加者の能力に応じて、今までに身につけた表現 tml
を発展させる。
第2期は各クラス共「サマーコース」（1か月半 12回）として、日本文化講
座体験を含めたコースを実施
日本語チューター終了者等が、日本語の理解が十分でない外国籍市民
等を対象とした日本語教室を自主的に運営できるよう、開講時におい
て、実施上のアドバイスや広報面での支援、ホームページの運営を行
う。現在、河原町三条、北白川と西陣で運営中。
Ａ．河原町三条午前教室（開講：２０１３年５月） ：毎週日曜日 １０：３０～１ http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
２：００
/nihongo/jp/shinai/index.html
Ｂ．河原町三条午後教室（開講：２０１２年５月） ：毎週日曜日 １４：００～
１５：３０
Ｃ．北白川教室（開講：２０１５年９月） ：毎週月曜日 １０：３０～１２：００
D．西陣教室（開講：２０１６年４月） ：毎週火曜日 １０：００～１２：００
http://www.ih外国人を対象に、1対1形式で実施、毎週1回開催。
osaka.or.jp/international/post_
6.html

たのしい日本語

http://www.ih外国人を対象に、日本語レベルにあわせ4つのクラスを開講。1クラスごと
osaka.or.jp/international/tanos
に1クール12回、年3クール、テキストを使いスクール形式で開催。
hii-nihongo.html

生活日本語コース

外国人を対象に、独立行政法人日本学生支援機構大阪日本語教育セン
ターとの共催により生活日本語コースを実施。専門の日本語教師により http://www.ih体系的な日本語学習指導を行う。日本語レベルにあわせ6つのクラスを osaka.or.jp/international/post_
開講。1クラスごとに1クール約50回、年3クール、スクール形式で実施。 8.html
大阪日本語教育センターにて開催。

センターが実施する各日本語教室活動ボランティアや、日本語学習支援
日本語学習支援リーダー育成研
に関心のある方を対象に日本語指導等のスキルアップを図るため年4回
修
程度開催。
外国人の両親、あるいは国際結婚など、外国にルーツを持つ就学前のこ
どもを対象に、小学校での学習に必要な、日本語や日本の学校そのもの
について学ぶ「プレスクール」を、小学校入学前の時期である1月～3月に
http://www.ih未就学・ダイレクト向け日本語・学 2会場・計8回開催。
osaka.or.jp/international/kodo
習支援教室
また、小学1年生～高校生及び母国で中学校を卒業した後来日した生徒
mohiroba.html
(通称「ダイレクト」)を対象に、日常生活や高校・大学進学に必要な日本
語と教科の学習支援教室「こどもひろば」を週1回（高校受験前は別途補
習あり）開催。
(公財)神戸国際協力
交流センター

(公財)北九州国際交
流協会
（公財）福岡よかトピア
国際交流財団

(一財)熊本市国際交
流振興事業団

日本語文化学習支援事業

登録された日本人サポーターが、外国人に日本語、日本文化（書道・華
道）をマンツーマンで教える。

日本語サポーター入門講座・実
践講座

登録されている日本人サポーターの資質向上のため、専門家による日
本語教授法の講座を行う。

日本語教室助成事業

民間の国際協力・交流団体が開催する日本語教室に対して助成する。
子育て中の外国人を対象に、日常生活で必要な読み書き、会話を学習
する教室を開催。平成２８年度から、日本語学習に特化した教室を新規
開設。

ママとパパのためのにほんご教
室

http://www.kicc.jp/kicc/volunt
eer/index.html

http://www.kitaq-koryu.jp/

日本語ボランティア養成講座

民間ボランティア団体が運営している日本語教室で在住外国人の日本
http://www.rainbowfia.or.jp/citi
語学習を支援するボランティアを養成する講座を実施する。また，各日本
zen/06.html
語教室で活動しているボランティアのスキルアップ研修を行う。

くらしのにほんごくらぶ

日本語だけに限らず、生活習慣、季節イベントを通して生活全般にわ
たって日本語を学ぶ教室

初級日本語集中講座

日本語を学んだことのない、日本に来たばかりの外国人を対象に日本語
の基礎文法を36時間で学ぶ講座

地域日本語教室

子育てや交通機関の状況等で国際交流会館への来館が困難な外国人
を対象に、特に在住外国人が多く居住している地域で開催

日本語支援ボランティアのための
日本語ボランティアのスキルアップ研修会
研修会
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