
名古屋市内の日本語教室リスト

区名 教室名 場所 最寄り駅・所要時間 開催日時 連絡先 住所 対象 日本語検定対策 内容 費用 駐車場の有無 備考

千種区 ほしがおか日本語教室 星ヶ丘コミュニティセンター 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅　４番出口から歩いて３分 火曜日　10:00～11:40

２６の会

ＴＥＬ：070-3300-7492

メール：ishiryou@xj.commufa.jp

名古屋市千種区星ヶ丘１－３ 大人 なし 入門～中級　少人数グループレッスン
年間３期制　１期3000円　　テキスト

代実費
なし

千種区 ライトアンドライト日本語教室 エクセレント京命　８階
市バス「南久留里」から歩いて２分

市バス「下坪」から歩いて５分
問い合わせてください

ＴＥＬ：052-775-6386

        090-9228-1192

メール：harue1192light@yahoo.co.jp

千種区京命１－２－８ 大人 あり 文法、会話、識字、作文、その他応相談
１０回１コース　10,000円（１レッス

ン２時間）
あり

北区 黒川日本語教室
名古屋市総合社会福祉会館　６階

（北区役所と同じ建物です）

地下鉄名城線「黒川」駅から歩いて5分

市バス「北区役所」すぐ
木曜日　18:30分～20:15

ＴＥＬ：080-3687-5658

ＦＡＸ：052-723-2374

メール：uedamatuitakahashi@hotmail.co.jp

名古屋市北区清水四丁目17-1

大人、

子ども（12歳以

上）

希望があれば対応

「みんなの日本語」Ⅰ、Ⅱを使いレベル別に6つのクラス編成で、文

法、会話を中心に行っています。

「みんなの日本語」修了者を対象の中級クラスが1クラスあります。

１回250円　全２０回分（5,000円）

テキスト代「みんなの日本語」Ⅰまた

はⅡ　2,700円

あり

西区 日本語教室（聴覚障害者向け） サンシャイン浄心南　６階 地下鉄鶴舞線「浄心」駅から歩いて５分 問い合わせてください

認定特定非営利活動法人　名古屋ろう国際セン

ター

ＴＥＬ：052-982-7987

ＦＡＸ：052-523-1880

メール：info@deaf-ic.org

名古屋市西区城西３－２１－８
大人、外国人・日

本人聴覚障害者
直前に過去問題を練習 外国人・日本人聴覚障害者を対象に１対１で日本語教室を開催 週１回5,000円（１時間） なし

中村区 あいち日本語の会 名古屋国際センター
「名古屋」駅から歩いて7分

地下鉄桜通線「国際センター」駅2番出口（直通）
月曜日　１０：００～１１：３０

あいち日本語の会（村越）

ＴＥＬ：090-9173-8136

ＦＡＸ：052-805-0899

メール：keimura1@i.softbank.jp

名古屋市中村区那古野一丁目47番1号　名古屋国際セン

タービル
大人、子ども なし 日常会話を中心に勉強

1回300円。学期ごとに受講料を徴収。

（１学期１０回程度）
あり　250円/25分 ホームページ　https://aichinihongo.jimdo.com/

中村区 NIC日本語の会

日曜日10：00～11：30、12：00～

13：30、14：00～15：30

※詳しくは問い合わせてください

大人 なし 会話基礎、会話Ⅰ～Ⅲ、かな、漢字Ⅰ・Ⅱ
参加費2,500円、テキスト代500～1,000

円
あり　250円/25分

中村区 子ども日本語教室

日曜日10：00～11：30　※詳しく

は問い合わせてください 子ども なし
日本語を母語としない6歳から15歳までの子どもを対象として、生活や

学校での学習に必要な日本語を教える。
参加費1000円 あり　250円/25分

中区 あいち国際プラザにほん語教室 あいち国際プラザ　２階　研修室 地下鉄名城線「市役所」駅から歩いて５分

火曜日13:30～15:00、

金曜日13:30～15:00と19:00～

20:30、

土曜日10:30～12:00と14:00～15:30

（公財）愛知県国際交流協会

ＴＥＬ：052-961-8746

FAX：052-961-8045

メール：koryu@aia.pref.aichi.jp

名古屋市中区三の丸二丁目６－１愛知県三の丸庁舎内 大人 なし
少人数グループによる、生活に必要な会話を重視したクラスです！随時

参加可能です。
2,000円（１学期） あり（無料）

ホームページ

http://www2.aia.pref.aichi.jp/ikusei/j/nihongo/main.html

中区 ALOE　日本語教室あかさたな あいち国際プラザ 地下鉄名城線「市役所」駅５番出口から歩いて５分
木曜日10:30～12:00（ティーサロ

ン12:00～13:00）
aloenagoyavol@yahoo.co.jp 名古屋市中区三の丸二丁目６－１愛知県三の丸庁舎内 大人 問い合わせてください

オリジナルテキスト使用

１～４クラス、レベル別に指導

春ターム4月中旬～7月中旬　13回

秋ターム9月中旬～12月中旬13回

冬ターム1月中旬～3月中旬10回

2600円（春・秋ターム）、2000円（冬

ターム）
あり

ホームページ

aloenagoyavol.jp

中区 いろは日本語の会
ナディアパーク　６階

名古屋市市民活動推進センター

地下鉄名城線・東山線「栄」駅から歩いて7分

地下鉄名城線「矢場町」駅から歩いて5分
木曜日１０：１５～１１：４５

ＴＥＬ：０５６８－７８－１８０４

ＦＡＸ：０５６８－７８－１８０４

メール：irohanihongonokai@yahoo.co.jp

名古屋市中区栄三丁目３－１８－１ナディアパーク6F 大人 なし
4，5人のグループ学習。「みんなの日本語」をもとにオリジナルの教材

です。漢字も15分だけ勉強します。

1回150円　ターム毎徴収（例1月12日～

3月16日1500円）
なし ホームページirohanihongonokai.web.fc2.com/

中区 外国人子育て支援教室「バンビーナ」
原則金曜日午前（年３期開催、問

い合わせてください）
大人 希望があれば対応 託児付日本語教室、子育て関連のイベントなど 1回５００円　託児費別途 なし 担当：磯村・和田

中区 外国人子ども日本語教室「ガリ勉クラブ」

原則木曜日午後、

複数のクラスがあるため問い合わ

せてください

子ども 希望があれば対応

ガリ勉クラブ（中高生対象）、高校部（夜間高校生対象）、高校準備部

（学齢超過・過年度生対象）、作文部、漢字部、学校のための日本語準

備クラス、家庭教師など

ガリ勉クラブ（中高生対象）、高校部

（夜間高校生対象）、高校準備部（学

齢超過・過年度生対象）など１回４０

０円、３学期制、学期ごとにまとめて

支払うこと。開催クラスによって異な

る

なし 担当：磯村・上村

中区 ことばの会

イーブルなごや

（名古屋市　男女共同参画推進センター・女性

会館）

地下鉄名城線「東別院」駅１番出口から東へ歩いて3

分 

市バス　金山26系統　または　昭和巡回系統「大井

町」バス停前 

水曜日・金曜日　10:00-11:30
ＴＥＬ：090-5034-8332

メール：masayopuri@yahoo.co.jp
名古屋市 中区大井町7番25号 大人 N1クラス・N2クラス

水曜：入門－上級まで12クラス、漢字、N2・N1受験、親子教室

金曜：初中級ー最上級まで７クラス
1,500円（全15回分） あり　300円/1回

ホームページ　https://kotobanokai.f5.si/index/ja

フェイスブック

https://www.facebook.com/kotobanokainakama

中区 トライシクル教室 老松学区北部集会所 地下鉄名城線「矢場町」駅から歩いて５分 月曜日17:15 ～18:45

フィリピン人移住者センター(FMC)

ＴＥＬ：080-4212-6576

ＦＡＸ：なし

メール：tricyclechildren@gmail.com

名古屋市中区栄5丁目19-21 子ども 相談してください
フィリピンにルーツをもつ子どもたちのための教室です。日本語の指導

のほか、学校の宿題を教えたり、教科指導を行ったりしています。
無料 なし

ボランティアも募集しております。ボランティアや教室での学習

希望者、いずれの場合も、初めていらっしゃる方は、１８時以降

に直接教室におこしください。可能でしたら事前にメールアドレ

スにご連絡ください。

中区 東別院日本語教室 金曜日14:00～16:00
問合せ先：水澤（月～金10:00～16:00）

090-3933-0053
大人、子ども なし

会話クラス：初級から上級まで４クラス

識字クラス：ひらがな、カナカナ、漢字、文章を各練習

2000円（4月～7月）、2000円（9月～

12月）、1000円（1月～2月）

あり

（東別院会館西側）

中区 東別院日本語教室・夜の部 金曜日（祝日休み）19:00～20:30
TEL：080 3680 0341

メール：Tmakoteen@gmail.com
大人、子ども なし

初心者から初中級まで。

暮らしに困らないための日本語。 未定 あり

中区 ヘルピングハンズ日本語教室

ナディアパーク６階

名古屋市市民活動推進センター

その他ご希望の場所（名古屋市内および近郊）

地下鉄名城線・東山線「栄」駅から歩いて7分（市民

活動推進センター）、

その他の場所は開催場所による

月曜日～日曜日の9：00～21：00の

どこか。

希望をききます。

特定非営利活動法人ヘルピングハンズアンドハー

ツジャパン

ＴＥＬ：052-710-7479

メール： japanese@hhahj.jpn.org

名古屋市中区栄3丁目、他（詳しくはお問い合わせくださ

い）
大人、子ども 希望があれば対応

1対1のプライベートレッスン

学習者の要望に応える個別指導

初心者・初級・中級・上級

会話、漢字、検定対策、敬語、その他の内容も要相談

初心者には英語力の高い講師も対応可

2,800円/5時間（最大35時間/月まで

可）、入会金

無料体験レッスンあり。まずはレベルチェックや生徒さんの条件

を確認します（登録無料）。メールにてご予約ください（英語対

応可）。

中区 MER NIHONGO Club 英会話カフェ＆スクール　My English Room内 地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅から歩いて６分

火曜日～日曜日　11:00～19:00の

どこか。

希望をききます。

問合わせ先：英会話カフェ＆スクールMy English

Room (火‐日）

ＴＥＬ：052-253-7863

ＦＡＸ：052-253-7863

メール：support@myenglishroom.jp

Akiko Arakawa                      CEL:090-3956-1022

名古屋市中区栄二丁目６－１　RT白川ビル２F
大人

（中学生以上）
あり

ボランティア日本人講師によるプライベートレッスン。初心者から上級

者までOK。講師は日本語および英語使用。

火～日11:00-19:00。　希望日時ご相談ください。

プライベートレッスン         １時間５４

０円（飲物つき）　※テキスト代別
なし 初回登録料として       １０８０円申し受けます。

中区 らんぐ日本語教室
ナディアパーク６階

名古屋市市民活動推進センター

地下鉄名城線・東山線「栄駅」から歩いて7分

地下鉄名城線「矢場町」駅から歩いて5分
土曜日　午前

にほんごの会　らんぐ

ＴＥＬ：070-1613-1996

メール：jlangue2@gmail.com

ホームページ

https://jlangue2.wixsite.com/mysite

フェイスブック　nihongonokailangue

名古屋市中区栄三丁目３－１８－１ナディアパーク6F
大人（高校生以

上）
希望があれば対応

オリジナル教科書で簡単に学べます。ローマ字表記があるので、平仮名

が読めなくても大丈夫。 プロの教師がすぐ使える日本語を教えます。
500円／１回（90分）

あり

（270円／30分）
・教科書は貸与も可能

熱田区 Japanese Language Volunteer in Nagoya 劇団名古屋　1階 「金山」総合駅南口から歩いて5分

月2～3回の土曜日

13:30～15:00（中級会話）、15:00

～16:30（中上級読解）、17:00～

18:30（初級基礎）

代表 名倉紀子

TEL：090-1735-1988

メール：jlvn2015@yahoo.co.jp

名古屋市熱田区新尾頭2-2-19 劇団名古屋 1F 大人 なし

中級会話：ロールプレイ中心

中上級読解：読解教材で文章理解およびディスカッション

初級基礎：教科書GENKIを使用。英語で文法説明もあり。

参加費1回250円

（初級基礎クラスは教科書別途購入）
なし フェイスブック　https://www.facebook.com/JLVLnagoya/

中川区 日本伝統文化茶道華道ひまわりの会 富田地区会館 近鉄「戸田」駅から歩いて８分

第２週目の土曜日、第４週目の土

曜日

（第２週、第４週が祝日の場合は

第１週目の土曜日）

ＴＥＬ：052-301-1624

メール：kikuko1308@seagreen.ocn.ne.jp
名古屋市中川区戸田四丁目２５０２ 大人・子ども なし 日本の伝統文化、茶道、華道

茶道2回1,000円

華道1回800円
あり

中川区 らくらく日本語教室(こども教室） UR豊成団地4棟1階集会室
市バス「運河通3丁目」から歩いて3分

名鉄バス「豊成団地」から歩いて5分
木曜日16:30～18:30

NPO法人　東海外国人生活サポートセンター

事務局住所：中川区五月通1-22-2

ＴＥＬ：070-4382-1425

メール：rakuraku.st@gmail.com

名古屋市中川区豊成町1 小・中学生

希望があれば対応

（N4、N2合格実績あ

り）

小学生のみなさんに、ボランティアの先生が日本語や学校の勉強でわか

らないところを教えます。宿題や教科書を持ってきてください。
無料 なし

・ひとりで教室に来ることができる人、もしくは親が送り迎えで

きる人に限ります。教室の送迎はありません。

・問い合わせは、なるべくメールでお願いします。

・教室のブログ　http://blog.livedoor.jp/rakurakunihongo/

港区 九番団地日本語教室　アウラドキューバ 九番団地１号棟集会場 地下鉄名港線「東海通」駅　４番出口から歩いて５分 土曜日　１９：００～２１：００

篠田

TEL：０９０－９１９９－２７１３

メール：kyuban_nihongo@yahoo.co.jp

名古屋市港区九番町１－１－１ 大人 なし
生活者としての外国人に多文化共生の手段としての日本語学習意欲があ

れば誰でも参加。
１ターム12回1,000円 なし

南区 チュンタムみなみ日本語教室 南生涯学習センター
JR「笠寺」駅から歩いて７分

名鉄「大江」駅から歩いて１５分
土曜日18：３０～20：３０

ＴＥＬ：０７０－５５８９－５６０８

メール：758vietnam.net@gmail.com
名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-10 大人 なし N1,N2,N3,N4,N5,年少者クラス、ほか生活相談 １か月250円

あり　３００円/１

回

ホームページ：http://www.758vietnam.com/

Facebook：Trungtam.MINAMI

南区 みなみ文化日本語教室 南生涯学習センター　視聴覚室
ＪＲ「笠寺」駅から歩いて７分

市バス「南区役所」から歩いて１０分

金曜日１８：３０分～２０：３０

（生涯学習センターがお休みのと

きは休み）

みなみ文化日本語の会

ＴＥＬ：090-8138-1987（浅田）

ＦＡＸ：052-811-7050

メール：asadafam@nifty.com

名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-10

大人・子ども（小

中学生と高校生） なし
「みんなの日本語」（1課から50課まで）　および日本の文化、生活習

慣などを学習します。
無料

あり　３００円/１

回、割引回数券２５

回分５，０００円

緑区 ヒルズ日本語deウォーク 徳重地区会館　（ユメリア徳重3階） 地下鉄桜通線「徳重」駅すぐ 金曜日　18：30～20：10
ＴＥＬ： 050-5585-0621(ムトウ）

メール：ankumi27@hotmail.com
名古屋市緑区鳴海町徳重１８－４１

大人（中学生以

上）
相談してください

現在初心者から上級まで4クラスあり、1クラス「にほんごではなしま

しょう」2クラス「いっぽにほんごさんぽ」　3クラス「できる日本語初

中級」4クラス「できる日本語中級」学習中

1回300円。学期ごとに受講料を徴収 (他

テキスト代)

あり(授業時間内は

無料）

緑区 みどり日本語教室 市営浦里荘集会所 名鉄本線「本星崎」駅から歩いて１０分 木曜日19:30～21:00
ＴＥＬ：090-1757-9200

ＦＡＸ：052-891-3573
名古屋市緑区浦里１－１１０ 大人、子ども あり 無料 なし

緑区 森の里　にほんご教室
ふれあいステーションみどりのさと

（森の里第２集会所）
ＪＲ「大高」駅から歩いて１５分 土曜日　１９：３０～２１：００

ＴＥＬ：０５２－８９２－５９６３

ＦＡＸ：０５２－８９２－５９６３

メール：kazuko65kg@ezweb.ne.jp

名古屋市緑区大高町森の里２丁目 大人 あり
みんなの日本語

日本語能力試験の勉強
５０円（１回） なし

2017年4月～6月　東別院本堂下　待合室他

2017年7月以降　東別院会館
地下鉄名城線「東別院」駅から歩いて５分

2017年4月～6月　名古屋市中区橘２－８－５５

2017年7月以降  　名古屋市中区橘２－８－４５

名古屋国際センター
「名古屋」駅から歩いて7分

地下鉄桜通線「国際センター」駅2番出口（直通）

（公財）名古屋国際センター

ＴＥＬ：052-581-5689

ＦＡＸ：052-581-5629

メール：vol@nic-nagoya.or.jp

名古屋市中村区那古野一丁目47番1号　名古屋国際セン

タービル

名古屋ＹＷＣＡ
地下鉄名城線・東山線「栄」駅５番出口から東へ歩い

て２分

ＴＥＬ：０５２－９６１－７７０７（代表）

ＦＡＸ：０５２－９５１－５６７２

メール：seminar@nagoya-ywca.or.jp

名古屋市中区新栄町２丁目３番地

mailto:aloenagoyavol@yahoo.co.jp

