
都道府県 ※迷惑メール防止のため、Eメールアドレスの@マークを＠マーク（全角）にしています。

都道府県 担当部署名 URL メールアドレス 地域の日本語教室情報

北海道 総合政策部国際局国際課
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/i
ndex.htm

somu.kokusai1＠pref.hokkaido.lg.jp

青森県 観光国際戦略局誘客交流課
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/k
kokusai/shinkanko/

shinkanko＠pref.aomori.lg.jp
https://www.kokusai-koryu.jp/learn-japanese/
（公益財団法人青森県国際交流協会）

岩手県 ふるさと振興部国際室
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/
kokusai/index.html

ab0011＠pref.iwate.jp
https://www.iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=3-4-japanese_study_index
（公益財団法人岩手県国際交流協会）

宮城県 経済商工観光部国際政策課
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koku
saisei/

kokusaik＠pref.miyagi.lg.jp
https://mia-miyagi.jp/japaneselist.html

秋田県 企画振興部国際課
http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0
000000000000/1270044863172/index.html

kokusaika＠pref.akita.lg.jp
http://www.aiahome.or.jp/pages/page-1488462840-187
（公益財団法人秋田県国際交流協会）

山形県
みらい企画創造部国際人材活躍・コンベン
ション誘致推進課

https://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/kok
usai/koryu/index.html

ykokusai＠pref.yamagata.jp
http://www.airyamagata.org/ホーム/県内日本語教室/
（公益財団法人山形県国際交流協会）

福島県 生活環境部国際課
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16
005e/

kokusai＠pref.fukushima.lg.jp
https://www.worldvillage.org/
（公益財団法人福島県国際交流協会）

茨城県 県民生活環境部女性活躍・県民協働課
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukan
kyo/josei/kenmin/nihongo.html

josei-kenmin1＠pref.ibaraki.lg.jp

http://www.ia-
ibaraki.or.jp/kokusai/volunteer/list/index.html
（公財）茨城県国際交流協会県内日本語ボランティア教室一覧
ページ

栃木県 産業労働観光部国際課 https://www.pref.tochigi.lg.jp/ kokusai＠pref.tochigi.lg.jp
https://www.pref.tochigi.lg.jp/f04/japaneselanguageclasses.
html

群馬県
地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進
課

http://www.pref.gunma.jp gunkurashi＠pref.gunma.lg.jp
http://www.gtia.jp/kokusai/japanese/living/japanese.php
（公益財団法人群馬県観光物産国際協会）

埼玉県 県民生活部国際課
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/
a0306/index.html

a2705-03＠pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/nihongo
.html

千葉県 総合企画部国際課
http://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/kok
usaikouryuu/hiroba.html

kokusaig3＠mz.pref.chiba.lg.jp
https://www.mcic.or.jp/ja/
（千葉県国際交流センター）

東京都
生活文化スポーツ局都民生活部地域活動推
進課

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg
.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuish
in/

S1121202＠section.metro.tokyo.jp
https://nihongo.tokyo-tsunagari.or.jp/
（一般財団法人東京都つながり創生財団）

神奈川県 国際文化観光局国際課	
https://www.pref.kanagawa.jp/div/0215/i
ndex.html

0804p_kokusai＠pref.kanagawa.lg.jp
https://www.kifjp.org/classroom/japanese-list/

新潟県 知事政策局国際課
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kok
usai/

ngt000130＠pref.niigata.lg.jp
https://www.niigata-ia.or.jp/school/

富山県 生活環境文化部国際課
https://www.pref.toyama.jp/1018/kensei/
kenseiunei/kensei/soshiki/19/1018.html

akokusai＠pref.toyama.lg.jp
http://www.tic-toyama.or.jp/life/school.html

石川県 観光戦略推進部国際交流課 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/ e200500＠pref.ishikawa.lg.jp
http://www.ifie.or.jp/ijsc/j-class_ishikawa/index.html

福井県 産業労働部国際経済課
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokusa
i/

kokusai＠pref.fukui.lg.jp
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/association/soudancenter/
　（ふくい外国人相談センター）

山梨県 知事政策局外国人活躍推進グループ
https://www.pref.yamanashi.jp/gaikoku-
g/index.html

gaikoku-g＠pref.yamanashi.lg.jp
https://www.yia.or.jp/wordpress/?page_id=109

長野県
県民文化部文化政策課多文化共生・パス
ポート室

https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/k
ensei/soshiki/soshiki/kencho/kokusai/in
dex.html

tabunka＠pref.nagano.lg.jp
https://www.naganoken-tabunka-center.jp/japanese-classroom/

岐阜県
清流の国推進部外国人活躍・共生社会推進
課

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/koku
sai/tabunka-kyosei/

c11176＠pref.gifu.lg.jp
http://www.gic.or.jp/
（公益財団法人岐阜県国際交流センター）
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静岡県 県民生活局多文化共生課
https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-
160/tiikinihongoa.html

tabunka＠pref.shizuoka.lg.jp
http://www.sir.or.jp/multiculture/japanese/classroom/

愛知県
(1)県民文化局県民生活部社会活動推進課多
文化共生推進室

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabun
ka/

tabunka＠pref.aichi.lg.jp
http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/resource/class/classtop
.html
（公益財団法人愛知県国際交流協会）

愛知県
(2)公益財団法人愛知県国際交流協会交流共
生課交流担当

http://www2.aia.pref.aichi.jp/topj/inde
x.html

koryu＠aia.pref.aichi.jp
http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/resource/class/classtop
.html
（公益財団法人愛知県国際交流協会）

三重県 環境生活部ダイバーシティ社会推進課
http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/in
dex.htm

tabunka＠pref.mie.lg.jp
http://www.mief.or.jp/jp/nihongo_class.html

（公益財団法人三重県国際交流財団）

滋賀県 (1)総合企画部国際課 http://www.pref.shiga.lg.jp/ kokusai＠pref.shiga.lg.jp
https://www.s-i-a.or.jp/references/665

滋賀県 (2)公益財団法人滋賀県国際協会 https://www.s-i-a.or.jp/ info＠s-i-a.or.jp
http://www.s-i-a.or.jp/useful-list/246

京都府 国際課
https://www.pref.kyoto.jp/kokusai/tabun
ka.html

kokusai＠pref.kyoto.lg.jp
https://www.kpic.or.jp/
 （公益財団法人京都府国際センター）

大阪府 教育庁市町村教育室地域教育振興課
https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoik
u/

shichosonkyoiku-g03＠
sbox.pref.osaka.lg.jp

https://www.call-jsl.jp/

兵庫県 産業労働部国際局国際課
http://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction
/cate2_504.html

kokusaika＠pref.hyogo.lg.jp
https://www.hyogo-
ip.or.jp/torikumi/tabunkakyose/search/index.html

奈良県 教育委員会事務局人権・地域教育課 http://www.pref.nara.jp/1698.htm jinchi＠office.pref.nara.lg.jp

和歌山県 (1)企画部企画政策局国際課
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/0
22300/d00152731.html

e0223001＠pref.wakayama.lg.jp
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/501000/kinokunimanabi
nokyoshitu.html

和歌山県 (2)公益財団法人和歌山県国際交流協会 http://www.wak-kokusai.jp/ wa-world＠wixas.or.jp
https://wak-kokusai.jp/zigyou/communication/#p2

鳥取県 交流人口拡大本部観光交流局交流推進課
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?
menuid=6140 kouryusuishin＠pref.tottori.lg.jp

http://www.torisakyu.or.jp/ja/1/learning/

島根県 環境生活部文化国際課
http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakoku
sai/

tabunka-kyousei＠pref.shimane.lg.jp
http://www.sic-info.org/support/learn-japanese/japanese-
class/
（公益財団法人しまね国際センター）

岡山県 県民生活部国際課 https://www.pref.okayama.jp/soshiki/19/ kokusai＠pref.okayama.lg.jp
https://www.pref.okayama.jp/page/279108.html

広島県 地域政策局国際課 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/ chikokusai＠pref.hiroshima.lg.jp
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/423647
.pdf
※PDFの21～23ページに掲載（公益財団法人ひろしま国際センター

山口県 観光スポーツ文化部国際課
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12
900/index/

a12900＠pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.yiea.or.jp/foreigners/nihongo_kouza.html
（公益財団法人山口県国際交流協会）

徳島県
徳島県未来創生文化部ダイバーシティ推進
課

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kensei
joho/soshiki/miraisouseibunkabu/diversi
tysuishinka/?titlelist=8960431-1-2

diversitysuishinka＠pref.tokushima.jp
https://www.topia.ne.jp/docs/2015080700014/

香川県 総務部知事公室国際課
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kokusai/i
ndex.html

kokusai＠pref.kagawa.lg.jp

（公財）香川県国際交流協会
http://www.i-pal.or.jp/
香川県にほんご教室マップ
http://www.i-pal.or.jp/map20211020.pdf
香川にほんごネット
http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/~nyamash/knet.group.html

愛媛県 観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課
https://www.pref.ehime.jp/h14500/h14500
.html

kankoukokusai＠pref.ehime.lg.jp
http://www.epic.or.jp/kurasu/japanese.html
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高知県 文化国際課
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/140
201

140201＠ken.pref.kochi.lg.jp

https://www.kochi-kia.or.jp/
（公益財団法人高知県国際交流協会）
https://www.u-kochi.ac.jp/site/cie/nihongokyoshitsumap.html
（高知県立大学）

福岡県 企画・地域振興部国際局国際政策課
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4
310106/

intpol＠pref.fukuoka.lg.jp
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/607364_6102357
3_misc.pdf

佐賀県 (1)地域交流部国際課 http://www.pref.saga.lg.jp kokusai＠pref.saga.lg.jp
https://www.spira.or.jp/japanese/
（公益財団法人佐賀県国際交流協会）

佐賀県 (2)公益財団法人佐賀県国際交流協会 http://www.spira.or.jp/ info＠spira.or.jp
https://www.spira.or.jp/japanese/
（公益財団法人佐賀県国際交流協会）

長崎県 文化観光国際部国際課
https://www.pref.nagasaki.jp/section/ko
kusai/index.html

s38050＠pref.nagasaki.lg.jp
https://www.nia.or.jp/index.php/page/japanese-classroom
（長崎県国際交流協会）

熊本県 観光戦略部観光交流政策課
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/70
/

kankokoryu＠pref.kumamoto.lg.jp

https://www.town.nagasu.lg.jp/list00063.html（長洲町）
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035703/index.html
（天草市）

大分県 企画振興部国際政策課 http://www.pref.oita.jp/soshiki/10140/ a10140＠pref.oita.lg.jp
https://www.oitaplaza.jp/japanese/support/japanese
（おおいた国際交流プラザ）

宮崎県 商工観光労働部オールみやざき営業課 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ allmiyazaki＠pref.miyazaki.lg.jp
http://www.mif.or.jp/
（公益財団法人宮崎県国際交流協会）

鹿児島県 (1)観光・文化スポーツ部国際交流課 https://www.pref.kagoshima.jp kokusai＠pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県 (2)公益財団法⼈⿅児島県国際交流協会 https://www.kiaweb.or.jp kia＠kiaweb.or.jp

沖縄県 文化観光スポーツ部交流推進課
https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-
sports/koryu/index.html

aa082400＠pref.okinawa.lg.jp
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