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法務省　【在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表】 2020 年 12 月末のデータ
http://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html
京都府推計人口  令和 3 年 1 月 1 日現在
https://www.pref.kyoto.jp/tokei/monthly/suikeijinkou/suikei2020.html

京都府外国人住民の状況
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日本語教室のデータ　≪ふくちやま日本語教室≫

１．日本語支援団体について
・名称：京丹後市国際交流協会
・設立時期：2008 年
・所在地：〒 627-8567　京丹後市峰山町杉谷 889（市長公室政策企画課内）
・連絡先

HP: http://www.facebook.com/kyotangokia  メール : kokusai_koryu@kyotango.net
電話 : 0772-69-0120 FAX: 0772-69-0901 

・会員数：個人：128 人　団体・法人：25 団体
・年会費：１口　個人  2,000 円　　団体・法人  5,000 円
・会報の発行：年 5 ～７回
・事業形態：自主事業（令和３年度は文化庁「生活者としての日本語教育プログラム C」委託）
・活動方針

「日本語を学びたい」」という外国人（ルーツを持つ人含む）に安心して日本語学習機会が
提供できるよう、場所、時間、内容をニーズに合わせて開催していく。

２．支援者について
・必要な資格：協会会員、研修会への参加
・日本語支援者数：約 20 人
・活動補償：傷害保険加入　交通費

３．学習者について
・受入範囲：希希望があれば小学生から OK
・募集方法：Facebook、クチコミ
・受講費用

１回 300 円（協会会員に登録したら、１回 200 円）
・登録人数（短期間でやめた人を含む登録人数、延べ人数）　

延べ約 270 人
・出身国

ベトナム、フィリピン、アメリカ、中国、ネパール、インドネシア、カンボジア、カナダ、
イタリア、タイ、台湾、トリニダード・トバゴ、イギリス

・属性（在留資格）: 永住者、定住、日配、技能実習、家族滞在、米軍関係者、技術など
・学習目的：JLPT 対策、読み書き、会話練習、ビジネス会話など　

≪京丹後市国際交流協会≫



5

４．教室について
・開講場所数：旧 6 町ごとの地域公民館
・開講日時：学習者の希望に応じて
・平均人数（支援者 1 人に対する学習者数）：1 ～ 5 人まで
・1 回の時間：2 時間以内
・所定場所外の教室：あり
・出張教室：要相談

５．その他
・教室の特徴

学習者の学びたいというニーズに合わせた教室を開催。
・教室の課題

ボランティア同士の連携が少ない。　
・特記事項など

緊急事態宣言の発令に伴い、公民館が使用できないため、教室が休校中（2021 年４月～
現在）
教室参加時の検温、手指消毒・施設内消毒の徹底、マスク着用の義務化など感染対策を実施。
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日本語教室のデータ　≪ふくちやま日本語教室≫

１．日本語支援団体について
・名称：ふくちやま日本語教室
・設立時期：2017 年 2 月
・所在地と連絡先：

〒 620-0874　福知山市字堀 2539　人権ふれあいセンター堀会館内
メール :　fukuchiyama.nihongo2020@gmail.com
電話 : 090-8210-6844

・会員数：個人 18 名
・年会費：2,000 円
・会報の発行：なし
・事業形態：自主事業
・活動方針

相互理解を基盤とする多文化共生を目指す。

２．支援者について
・必要な資格：特になし
・日本語支援者数：18 名
・活動補償：ボランティア保険

３．学習者について
・受入範囲：特に制限していない
・募集方法：チラシ、口コミ
・受講費用

100 円／回　（チケット　500 円 /5 枚）
・年間の受講者数　

登録人数：21 人
・出身国

中国、フィリピン、アメリカ、ジャマイカ、ネパール
・属性（在留資格）: 技能実習、技術者、ALT、英語学校講師、家族滞在
・学習目的：日常会話、資格取得

４．教室について
・開講場所数：1 ヵ所
・開講日時：日曜日　14:00 ～ 15:30
・平均人数（支援者 1 人に対する学習者数）：１～２人
・1 回の時間：1 時間 30 分
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

≪ふくちやま日本語教室≫
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５．その他
・教室の特徴

会話を主とした授業以外にも、希望に応じて検定試験受験対策等にも対応している。
・教室の課題

学習者が長つづきしない。　
・特記事項など

新型コロナウイルスへの感染防止のため、2020 年 3 月から 5 月までの 3 か月間休講
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日本語教室のデータ ≪亀岡日本語教室≫

１．日本語支援団体について
・名称：京丹波町国際交流協会
・設立時期 ( 年月日 )：（団体）2012 年 10 月
・所在地と連絡先

〒 622-0231　京都府船井郡京丹波町豊田シミ 98 番地
電話：0771-82-2778 Email: ynjgh521@ybb.ne.jp
HP: http://ynjgh521.wixsite.com/kyotamba-iea
Facebook: https://www.facebook.com/Kyotamba.iea/
Instagram: https://www.instagram.com/kyotamba_iea/
Twitter: https://twitter.com/Kyotambaiea

・会員数：38 人（個人会員）、2 団体（団体会員）
・年会費：2,000 円（個人会員）、10,000 円（団体会員）
・会報の発行：年 2 回発行
・事業形態：自主事業
・活動方針

京丹波町在住・在勤の日本語を母語としない方々が、地域社会で問題なく生活できるよう
になることを目的としている。

２．支援者について
・必要な資格：特に求めていない（やる気のある人は誰でも歓迎）

※実践前に協会作成の「支援者の心得」「日本語文法の基礎」で、説明
・支援者数：14 人
・活動補償：ボランティア保険に加入

３．学習者について
・受入範囲：年齢制限は設けていない

（小・中学生については教育委員会から委嘱により学校内にて支援）
・募集方法：HP、SNS、チラシ、会報掲載、クチコミ
・受講費用 ：1,000 円 /6 ヵ月分徴収（教材費用等に充当）
・年間の受講者数

登録人数：32 人（2020 年 10 月現在）
・出身国

ベトナム、インドネシア、カンボジア、フィリピン
・属性（在留資格）

就労、技能実習生、日本人の配偶者の子
・学習目的

日本語能力試験合格、日常会話等

≪京丹波町国際交流協会≫
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４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所
・開講日時：毎週日曜日
・平均人数（支援者 1 人に対する学習者数）：１～ 2 人 
・1 回の時間：１時間 30 分　
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

▶毎回支援者ミーティングの実施（毎回 10 時から 30 分程度）
▶毎回最初に「文法の基本」や「季節の話題」等、運営委員が担当して、10 分程度全員

で学習する
▶毎回最後に、全員（支援者・学習者とも）がその日の感想、問題点を発表する
▶協会の各イベントに積極的に参加してもらう 
▶新年会（お茶席・書き初め）交流会（BBQ 等）の開催
▶各地域の集まりにその地域に居住する学習者の参加を促し、地域とのつながりを持つよ

うに支援している
▶アットホームで学習者同士、支援者と学習者のつながりを大切にしている

・教室の課題 
▶本当に支援の必要な人（外国人）に教室の存在が周知できているか？
　※チラシ配布、HP への掲載、口コミだけでは限界あり（在住外国人の情報）
▶立地に恵まれず、支援者・学習者ともマイカーが不可欠
　※駅からの送迎が必要な学習者への支援が必要
▶毎回出席者が異なる（学習者・支援者とも）
　※マンツーマンを基本としているが、相手を固定出来ない
▶当日のミーティングまで担当する相手がわからないので、事前に十分な予習ができない
▶近隣市町村の教室同様、当協会の日本語教室学習者も増えつつあるが、新規支援者は確

保できにくく、今以上に学習者が増えた場合、受入れできなくなる可能性がある
・特記事項

▶緊急事態宣言発令中は休講
▶開講中は、検温、手指消毒、マスク着用、アクリル板を使用、窓を開けて換気、等で感

染対策を実施
▶ 2021 年 5 月から緊急事態宣言発令中、希望者へのオンライン学習を導入
※今後は緊急事態宣言発令されていない場合でも雇用先からコロナウィルス感染回避のた

めに日本語教室に行くことを禁止されている学習者へのオンライン学習体制も整えてい
く予定
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本語教室≫

１．団体について
・名称：南丹市国際交流協会
・設立時期：2009 年 3 月 28 日
・所在地：〒 622-0004　南丹市園部町小桜町 62-1　南丹市国際交流会館 2 階
・連絡先： HP: http://www.a.zaq.jp/nantania/ メール :nantania@office.zaq.jp 
  電話 :0771-63-1840    FAX: 0771-63-1841
・会員数：個人会員 105 名、企業・団体会員 3 社
・年会費：1,000 円 / 年（個人）、5,000 円 / 年（企業・団体） 
・会報の発行：年 3 回
・事業形態：市委託事業
・活動方針

多文化交流を通じて市民の国際感覚を高め、世界に開かれた「ひと」「まち」づくりに寄
与することを目的とする。市民レベルで世界視野をもち、多文化社会を正しく認識し、国
際理解を深め、共に暮らしやすい地域社会の実現に向け、さまざまな事業を展開する。 

２．支援者について
・必要な資格：なし（養成講座の受講を勧めています）
・支援者数：登録者数：31 人、活動人数：述べ 345 人（2020 年度）
・活動補償：距離に応じて交通費を支給、手当なし、ボランティア保険に加入

３．学習者について
・受入範囲：子どもの受け入れはしていません
・募集方法：

市チラシ、HP、Facebook、市広報、市 HP、区長・民生委員・企業等への案内文書　
・受講費用：無料
・年間の受講者数
・登録人数：48 人、活動人数：延べ 278 人（2020 年度）
・出身国

ベトナム、ネパール、アメリカ合衆国、バングラデシュ、中国、ペルー、アルゼンチン
・属性（在留資格）：就労、技能実習、特定活動、日本人の配偶者、留学、家族滞在
・学習目的：生活に必要な日本語を身につける

≪南丹市国際交流協会≫
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４．教室について
・開催場所：2 ヶ所 ( 園部、美山 )
・開講日時：

園部：南丹市国際交流会館　木曜 18:30 ～ 20:00、日曜 9:00 ～ 10:30
美山：美山文化ホール　日曜 14:00 ～ 15:30

・平均人数：６名（支援者１人に対し学習者１名）
・１回の時間：90 分
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし　

５．その他
・教室の特徴

基本的にマンツーマンで支援を行っています
学習者の子どもの見守りを専門のボランティアにお願いしています

・教室の課題
支援者の確保と支援スキルの向上
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日本語教室のデータ ≪亀岡日本語教室≫

１．日本語支援団体について
・名称：亀岡国際交流協会
・設立時期 ( 年月日 )：1983 年
・所在地：〒 621-0806　亀岡市余部町宝久保 1-1 ( ガレリアかめおか内 )
・連絡先 

HP: https://www.facebook.com/KameokaKokusai  メール : kiea@galleria.or.jp 
電話 : 0771-29-2701 FAX: 0771-25-5881

・会員数：95 名（個人会員）11 団体（法人）
・年会費：2,000 円（個人会員）10,000 円（法人会員）
・会報の発行：年 4 回 ( 亀岡国際タイムズ )
・事業形態：自主事業
・活動方針

日本で生活している外国人等、日本語を母語としない人が、日常生活に必要な日本語を習
得することを目的として教室を開催している。学習者同士および学習者と支援ボランティ
アのつながりをつくり、学習者が地域社会に参加する足がかりを作る場とし、地域等で孤
立しない環境づくりを目指す。

２．支援者について
・必要な資格

なし。未経験者は、しばらくの間、見学とメイン講師のサポートで経験を積む。また、国
際センターが開催するボランティア養成講座や、南丹圏域で開催する研修会等に積極的に
参加してもらう。

・支援者数：19 名（2021 年 4 月 1 日時点）
・活動補償：交通費（１回 300 円）。ボランティア保険加入。

３．学習者について
・受入範囲

原則として大人が対象。受け入れは制限しないが、授業内容は初級程度（みんなの日本語
初級Ⅰ・Ⅱの範囲）までを基本としている。中級以上については、他の教材や日常の題材
を使いながら、初級Ⅰ・Ⅱのテキストで学習した範囲の定着を目指す。

・募集方法
チラシ（施設内に配置）、新聞折り込みチラシ（亀岡市、南丹市の一部）。現在は、知人同
士による紹介が主な情報源になっている。

・受講費用 ：3,000 円 /10 回　※ 10 枚綴りチケット
・年間の受講者数：登録数 58 人。
・出身国

ベトナム 23 人、ミャンマー 14 人、中国 5 人、タイ 4 人、トルコ 2 人、カンボジア 2 人、
フランス、カナダ、ナイジェリア、ペルー、スペイン、台湾、アメリカ、フィリピン各 1
人

≪亀岡日本語教室≫
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・属性（在留資格）
技能実習生、日本人の配偶者、定住者、永住者、大学の教授、国際交流員、英語指導助手
など

・学習目的
生活で必要な基本的な日本語を身につけたい人、会話はできるが適切な日本語・正しい日
本語を身につけたい人、読み書きができるようになりたい人、子どもの就学等に備えて日
本語を身につけたい人。

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所
・開講日時：日曜日　10:30 ～ 11:30　※日曜日に来られない方があれば相談に応じる。
・平均人数：10 ～ 12 人　支援者１人に対し学習者 1 人から 2 人 
・1 回の時間：１時間　
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

グループ学習を行っており、学習者同士や複数のボランティアと教室で交流できる。
ガレリアかめおかの託児室が利用可（無料、就学前まで、要予約、夜間は不可）。託児室
が利用できない場合は、教室内に子どもスペースを作り、事務局が対応するので子どもが
いても参加できる。
南丹市、京丹波町の日本語教室と連携し、ボランティア研修等を開催している。

・教室の課題 
外国人労働者などの増加により、この 3 年で学習者が急増。ボランティアの確保、スキル
アップが課題。

・特記事項
年に 2 ～ 3 回、学習者とボランティアの交流イベント（料理交流、亀岡市民文化祭を見学
など）を開催しているが、この 1 年、イベント内容が制限されている。学習者に出席日数
30 回ごとに記念品をプレゼントしている。
コロナで教室が再開できない日が続いている。ネット環境が万全ではないなどの理由でオ
ンライン授業は難しい。学習者とボランティア双方の学習意欲を低下させずにどう保つか
が課題。開催日は、体温チェック、消毒、ボランティアと学習者の間にパーティションを
しているが、感染予防により、学習者の参加人数が減っている。特に技能実習生は会社か
ら教室へ通うことを控えるよう言われており、1 年以上参加できていない場合もある。ま
た、学習者が帰国している間に渡航が厳しくなり、日本へ帰って来られていない学習者も
いる。
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日本語教室のデータ ≪亀岡日本語教室≫

１．日本語支援団体について
・名称：京都「えき」日本語教室
・設立時期 ( 年月日 )：1998 年 5 月
・所在地：〒 600-8216　

京都市下京区東塩小路町 676 番地 13　メルパルク京都地下 1 階　京都府国際センター内
・連絡先 

HP：http://www.kpic.or.jp/  メール : main@kpic.or.jp 
電話 : 075-342-5000  FAX：075-342-5050  

・会員数：6 名
・年会費（月会費）：設立当初年会費あり　なし
・会報の発行：なし
・事業形態：日本語教室を（公財）京都府国際センターより講師依頼を受けて開講している。
・活動方針

京都府の「外国籍府民を支援し、府民との相互理解を育む」を趣旨とし、学習者に初級日
本語指導を行う事を目的とする。

２．支援者について
・必要な資格

・クラスあるいは小グループの学習者に日本語を教えた経験のある人 
・日本語養成講座修了者、又は
・日本語教育能力検定試験合格者が望ましいが、なくても初級指導の経験があれば可。

・支援者数：会員 6 名全員活動 
・活動補償：授業に対しての謝金（135 分で 6,000 円）と交通費の支給あり

３．学習者について
・受入範囲

京都市を中心とした成人府民が対象であるが、定員内であれば高校生やその他の在留資格
保持者も受け入れている。 

・募集方法
HP、紹介（口コミ）、来館者、チラシ（許可を得た施設に置く）

・受講費用 ：受講料　20 回　6,000 円
・年間の受講者数：29 名

※春期がコロナ禍で中止になり、秋期以降はオンラインレッスンになったため上限人数が
15 人から 10 人程度に変更になったことや、オンラインでの環境が学習者にも必要なこ
とから従来より減っている。

・出身国
フィリピン 5、フランス 5、インドネシア 3、中国、香港、アメリカ、パキスタン各２、
ベトナム、カナダ、イギリス、イタリア、台湾、アルゼンチン、メキシコ、ブルキナファ
ソ各１

≪京都「えき」日本語教室≫
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・属性（在留資格）
家族滞在、ワーキングホリデー、留学、日本人の配偶者、永住者、ビジネス関係者

・学習目的
日本で暮らす、日本人を理解しコミュニケーションを図る、日本文化を知る、仕事を探す。

４．教室について
・開催場所数：京都府国際センター内、講師の自宅（オンラインレッスン）
・開講日時：月、木
・平均人数：7 ～ 10 名 
・1 回の時間：135 分【10 分の休憩を含む】　
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

① 体験学習を気象台、消防署、警察署から担当者を招き、各期１回行っている。（今期は
コロナ問題で実現できず、担当講師が行った。）

② 自作のテキストを使用しており、それに沿って 20 回で終了するカリキュラムがある。
③ 開講数日前に一人一人のインタビューを行い、レベルに応じてクラスを決定。その際

に学習者の日本語学習歴をメインとした「初めのアンケート」を実施、授業の参考とする。
④ 10 回目前後に途中のアンケートを取り、学習者の授業全般に対する要望や問題点を出

してもらい、その後の授業展開の参考としている。
⑤ 各期 20 回の授業を 3 人の支援者で一人６～７回担当しており、次の支援者に伝えるた

めに、授業 後に A4 用紙１枚程度の授業記録を作成し、他の担当者２人に送信すること
を毎回実施。 

⑥ 京都府在住・在勤の外国人を対象とし、受け入れ数に満たない場合のみ滋賀県等の近
隣からも受け入れる 

⑦ 講師料が発生する。
・教室の課題 

① テキストは実生活に役立つようにという観点で作られているが、内容が多く、また応 
用が利くようにと文法積み上げにもなっていて、135 分で習熟するのは難しく、 時間不
足になっている。

・特記事項
上記の必要個所でも触れたが、コロナウィルスへの対応で、2020 年度は対面レッスンが
中止となり、オンラインレッスンのみとなった。そのため、これまでには無かったメリッ
ト、デメリットが発生してきている。（例　デメリット：宿題の点検が時間的に無理になり、
学習者の宿題への取り組みも従来よりいい加減になる。メリット：家で参加できるためか
出席率が従来より良い等。）
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語教室≫

１．日本語支援団体について
・名称：kokoka 日本語クラス
・設立時期 ( 年月日 )：1989 年 9 月
・所在地と連絡先 

〒 606-8436　京都府京都市左京区粟田口鳥居町 2-1
HP: http://www.kcif.or.jp/web/jp/classes/japaneseclasses/ 
メール : office@kcif.or.jp
電話 : 075-752-3511 FAX: 075-752-3510

・会員数：191 名
・年会費（月会費）：なし
・会報の発行：kokoka ボランティアブログ　http://kokoka-vol.blog.jp/
・事業形態：自主事業
・活動方針：日本語を母語としない人達に対する学習支援活動

２．支援者について
・必要な資格：募集オリエンテーション参加後、授業見学が必要
・支援者数：191 名
・活動補償：ボランティア保険及び諸事務費

３．学習者について
・受入範囲：中学生以上（ただし、特別日本語クラスのみ小学生以上可）
・募集方法：HP
・受講費用 ：100 円 / １回
・年間の受講者数

延べ参加者数：4,005 人
・出身国

データなし
・属性（在留資格）

データなし
・学習目的

データなし

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所
・開講日時：火曜日から日曜日　全 13 クラス
・平均人数：チューター 9 人　学習者 18 人 
・1 回の時間：90 分　
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

≪ kokoka 日本語クラス≫
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５．その他
・教室の特徴

学習者は申込不要でいつでも参加できる。
学習者とチューターの対等な関係「先生」と「生徒」ではない双方向の学びあい。
学習者同士、学習者とチューター、kokoka 日本語クラスに関わる人々の出会いをつなぐ。

・教室の課題 
（コロナ後として）チューター希望者や学習者の増加により、クラスのスペースが狭く、
場所の確保が課題となっている。また、チューターのスキルアップのための研修会などに
対するコーディネートができる人材が少ない。

・特記事項
緊急事態宣言による日本語クラスの休止などにより、学習者は例年の約半数に減った。宣
言の解除後の日本語クラスではアルコール消毒や広い場所を利用するなど、感染対策に努
めながら開講した。
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１．日本語支援団体について
・名称：京都 YWCA にほんご教室　洛楽
・設立時期 ( 年月日 )：1995 年
・所在地と連絡先 

〒 602-8019　京都府京都市上京区室町通出水上る近衛町 44
連絡先 電話：075-431-0351、FAX　075-431-0352、メール：office@kyoto.ywca.or.jp 
Web サイト：http://kyoto.ywca.or.jp

・会員数：受講生 　54 名
・年会費（月会費）：6,000 円から（支援者のみ）
・会報の発行：なし
・事業形態：自主事業
・活動方針

多様な背景をもつ人々が、互いを受け入れ、理解しようとする生き方を大切にする。
背景の違いによって排除・分断されない社会、助け合って共に生きていける社会の実現を
目指す。 

２．支援者について
・必要な資格

日本語教師養成講座受講もしくは日本語教育能力検定試験合格、左記と同様の日本語教育
能力をお持ちの方。教室の見学実施。

・登録者数 23 名、活動者数 15 名　（2021 年 3 月末現在）
・活動補償：ボランティア保険加入・交通費実費支給

３．学習者について
・受入範囲：6 カ月以上の継続が可能な成人（大学生以上）
・募集方法

リーフレット（日本語、英語、中国語、韓国語、フィリピン語）
HP：公益財団法人 京都 YWCA » 日本語学習（洛楽）

・受講費用 ：月 4 回 2,800 円（700 円 / 回）
・年間の受講者数

登録人数：54 名、延べ参加者数：932 名（2021 年 3 月末現在）
・出身国

アメリカ (9)、中国 (9)、タイ (6)、オーストラリア (4)、台湾 (4)、バングラデシュ (3)、韓
国 (3)、フィリピン (2)、ベトナム (2)、以下、イギリス、イラン、オーストリア、オランダ、
カザフスタン、ネパール、ブラジル、ベルギー、ポーランド、マレーシア、メキシコ、ロ
シア（各１名）

・属性（在留資格）
技・人・国、技能実習、特定活動、定住者、日本人の配偶者、留学、家族滞在など

≪京都 YWCA にほんご教室　洛楽≫
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・学習目的
日本での生活のため

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所（京都 YWCA 会館）
・開講日時：月・金・土　10:00 ～ 17:00、　火・水・木　10:00 ～ 21:00
・平均人数：2 ～ 6 名 
・1 回の時間：90 分　
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

レベル別少人数クラスを実施。保育付きでクラスを開講しており、小さいお子さんがいる
お母さん、お父さんも勉強することができる。

・教室の課題 
様々なレベルの受講希望者に対し、学習者が希望する曜日・時間に開催しているレベル別
クラスが対応できないことがある。

・特記事項
今回の緊急事態宣言下では、オンライン授業による実施（Zoom・LINE 等）を推奨し 、日
本語授業を止めないために、できる限り長期休講は避けたいと講師に呼びかけをおこなっ
ている。
今後、Zoom 研修を実施していきたい。
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１．日本語支援団体について
・名称：一般財団法人京都国際文化協会
・設立時期 ( 年月日 )：1978 年 11 月 18 日
・所在地：〒 606-8536　京都市左京区粟田口鳥居町 2-1 京都市国際交流会館 3F
・連絡先 

電話番号：075-751-8958 メール：kica2nhng@gmail.com 
Web サイト：https://kicainc.jp 

・会員数：個人　69 人　　法人　26
・年会費：（個人）5,000 円　　（法人）1 口 10,000 円
・会報の発行：年 1 回
・事業形態：自主事業
・活動方針

各学習者の希望・状況に合わせた日本語レッスン。

２．支援者について
・必要な資格

当協会主催「基礎から学ぶ実践日本語教育講座」修了
・支援者数：43 人
・活動補償：500 円／ 1 回（900 円）

３．学習者について
・受入範囲：中学生以上
・募集方法：当協会ホームページ、ちらし、NL
・受講費用 ：500 円／ 1 回（900 円）
・年間の受講者数

登録人数：74 人
・出身国

中国・ベトナム・フランス・台湾・アメリカ・タイ・イラン・韓国・スイス・ロシア・イ
ギリス・イタリア・インド・インドネシア・ケニア・シンガポール・ドイツ・日本・パキ
スタン・フィリピン・ブラジル・ポーランド・香港・マレーシア・
南アフリカ・モンゴル・ルーマニア

・学習目的
職場・研究室などでの日常会話、JLPT 受験、就活・大学・大学院受験等

・属性（在留資格）
留学生、研究者、経営者・会社員等とその家族、旅行者

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所
・開講日時：月曜日以外（月曜日休館）
・平均人数：1 ～ 4 人 / 日 

≪京都国際文化協会（KICA）≫
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・1 回の時間：90 分　
・所定場所外の教室：学習者と支援者双方の都合のいい場所
・出張教室：要請企業

５．その他
・教室の特徴

学習者のレベル・目的に沿ったレッスン。
学習者と支援者の話し合いで、いつでも内容・日程・場所変更可

・特記事項 
休み：4 月～ 6 月 2 週目、21 年 2 月下旬～ 3 月
その間、オンライン対応した人もいる。
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１．日本語支援団体について
・名称：にほんご空間・京都　Japanese Space Kyoto
・設立時期 ( 年月日 )：1995 年 5 月 1 日
・所在地：

〒 600-8448　京都市下京区松原通西洞院東入藪下町 24 番地 ロイヤルテラス佳欧留１F
・連絡先 

電話：なし、メール：jskkyoto@yahoo.co.jp 
Web サイト：http://j-space.sakura.ne.jp/wp2
Facebook：https://www.facebook.com/JapaneseSpaceKyoto

・会員数：9 人（ボランティア日本語教師）
・年会費（月会費）：該当なし
・会報の発行：該当なし
・事業形態：自主事業
・活動方針

『日本語から広がる国際交流をめざします』をキャッチフレーズに、活動に関わる日本語 
教師・学習者が切磋琢磨し活き活きと活動できる場所にすることで個々人と組織の成長、
社会への貢献を目指しています。

・関係機関：京都にほんご Rings

２．支援者について
・必要な資格

日本語教育に関する基礎知識を有する方で、責任を持って授業やクラス運営を行い 団体
の運営に積極的に関わってくださる方。 随時募集　面接あり。

・支援者数：9 人
・活動補償：交通費の一部を支給

３．学習者について
・受入範囲：主に成人対象　高校生は応相談
・募集方法：HP、チラシ、クチコミ
・受講費用 

1 レッスン (90 分 )　1,500 円　５回分 6,000 円のチケットあり
・年間の受講者数

登録人数：５回分のチケットを購入し継続的に参加した学習者 37 人、短期間でやめた人
数は集計していない。

延べ参加者数：762 人
・出身国

20 か国　( フランス 7 人、イギリス４人、中国・ベトナム各３人　など )

≪にほんご空間・京都≫
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・学習目的
日本での仕事のため、日本人の配偶者など生活のため

・属性（在留資格）

４．教室について
・開催場所数：京都市下京区　（住所に同じ）
・開講日時：月・火・水・木・金（一部オンライン授業）　時間は HP などでご確認ください。
・平均人数：2.7 人／回 
・1 回の時間：90 分　
・所定場所外の教室：該当なし
・出張教室：該当なし

５．その他
・教室の特徴

経験や知識の豊富な日本語教師が入門、初級、初中級、中級、上級、日本語能力試験対策 
クラスなど学習者の様々なニーズに対応できるクラス運営をしていることで、学習者の学
習意欲も高く、長期にわたって学習する人や複数のクラスを受講している人も少なくあり
ません。 教師間の情報交換も盛んで常にレベルアップを目指しています。

・教室の課題 
学習者からのチケット収入のみで運営しているため、常に財政状態が不安定。

・特記事項
新型コロナウィルス感染症の影響で 2020 年 4 月には一旦休講を余儀なくされたが、現在
は対面またはオンラインにて予定通り授業を実施している。
教室での対面授業の際は、入室時の検温・手指消毒・マスク着用を徹底し、ドアを開放す
るなどの対策をとっている。
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１．日本語支援団体について
・名称：京都市伏見青少年活動センター　「にほんご教室」
・設立時期 ( 年月日 )：1998 年開始
・所在地：〒 612-8062 京都市伏見区鷹匠町 39-2　伏見区総合庁舎 4F
・連絡先 

HP: http://ys-kyoto.org/fushimi/ メール : fushimi@ys-kyoto.org
電話 : 075-611-4910  FAX: 075-604-4910

・会員数：公共施設（青少年施設）のため会員制度なし
・年会費（月会費）：なし
・会報の発行：なし
・事業形態：主催事業
・活動方針

海外にルーツをもつ人への日本語指導や交流活動を通じて、ボランティアの国際理解と多
文化共生の意識を育むとともに、海外ルーツをもつ若者が豊かな生活を送れること。

２．支援者について
・必要な資格

資格不要。（但し、2 ヶ月程度のアシスタントを経て、マンツーマン指導へ移行）
・支援者数：登録人数：29 名・活動人数：約 21 名
・活動補償：ボランティア保険に加入

３．学習者について
・受入範囲：年齢制限なし
・募集方法：HP、市民しんぶん
・受講費用 ：1 回 200 円
・年間の受講者数

登録人数：17 名・延べ人数：131 名
・出身国

タイ（8 名）、ベトナム（3 名）、中国（2 名）、香港（2 名）、韓国（1 名）、ネパール（1 名）
・属性（在留資格）

留学、日本人の配偶者、家族の仕事、就労、技能実習生など
・学習目的

日本語能力試験対策、日常会話

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所（伏見青少年活動センター）
・開講日時：土曜日　10:00 ～ 11:30　（月 3 回開催）

≪伏見青少年活動センターにほんご教室≫
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・平均人数：平均 10 名程度（基本一対一で対応） 
・1 回の時間：1 時間 30 分　
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

・学習者に年齢制限はないが、若者支援を行う団体が行うにほんご教室ということで、支
援者（ボランティア）に年齢制限（18 歳～ 30 歳）を設けている。支援者の構成が比較
的若い（18 歳～ 30 歳）ところに特徴がある。

・学習者の日本語能力の向上だけではなく、日本語指導や交流活動を通じて育まれる支援
者（ボランティア）の成長を活動の目標としている。

・教室の課題 
学習者数が少なく、マッチングしないボランティアのモチベーション維持が困難である。
日本語教育を専攻する学生（実習生）の受け入れ体制が不十分である。

・特記事項
新型コロナ感染拡大防止のため、上半期（6 月～８月）は学習会の回数を減らし、代わり
に支援者（ボランティア）研修を実施した。
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１．日本語支援団体について
・名称：日本語クラス長岡京
・設立時期 ( 年月日 )：2015 年
・所在地：
・連絡先 

メール：nihongonagaoka@gmail.com
・会員数：15 名
・年会費（月会費）：入会時のみ登録料 1,000 円
・会報の発行：なし
・事業形態：自主事業と委託事業

自主事業
・個人レッスンでは個人の要望に合わせてレッスン
・公民館の自主企画講座　「にほん Go ちょつと」（2020 ３回 / 月）

委託事業
・長岡京市友好協会の年に一度、５回完結の日本語講座（2020、2021 は中止）

・活動方針
・ 公民館の自主企画講座では、教室の形で普段 共にほぼ相接することの少ない一般市民と

外国人との交流も目指している

２．支援者について
・必要な資格：

希望者と面談はするが特に資格は設けていない
（初心者には日本語教育講座などの紹介をしている）

・支援者数：登録 15 名
・活動補償：なし（学習者のレッスン料は各ボランティアが受領）

３．学習者について
・受入範囲

特に制限を設けていない（小学生も受け入れていた）
子連れの学習者もあるが保育はない

・募集方法：チラシ、長岡京市市民サポートセンターのホームページ
・受講費用 ：登録料　1,000 円、 レッスン料 500 円 /90 分
・年間の受講者数

登録人数：15 名名
・出身国

ベトナム、中国、フィリピン、アイルランド

≪日本語クラス長岡京≫
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・学習目的
学習者のニーズに対応（日本語能力試験、生活に必要な日本語）

・属性（在留資格）
技能実習生、配偶者、家族滞在

４．教室について
・開催場所数：一ヶ所、長岡京市市民サポートセンター
・開講日時：個別対応
・平均人数：一対一の個人レッスン、10 名 
・1 回の時間：90 分　
・所定場所外の教室：個別対応（ボランティア ないし 学習者宅）
・出張教室

長岡京市友好協会の日本語講座（年に１度の５回で完結）
長岡京市市民自主講座に参画

５．その他
・教室の特徴

個人レッスンと市民自主講座の日本語教室では一般市民も参加、両者の交流を図っている
・教室の課題

活動拠点場所のないこと
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１．日本語支援団体について
・名称：宇治日本語教室
・設立時期 ( 年月日 )：1994 年
・所在地と連絡先

〒 611-0003 宇治市平尾台 1-21-12 谷口明美方
HP: なし メール : aujikemi@yahoo.co.jp
電話 : 0774-33-1901（谷口） FAX: 0774-33-1901

・会員数：20 名
・年会費（月会費）：1,500 円／年（国際交流クラブ会費）＋ 2,000 円／年（SNS 会費）
・会報の発行：なし
・事業形態：自主事業（民間ボランティア）
・活動方針

宇治市及びその周辺地域に居住或いは活動している外国人に対し、日本語学習を通じて国
際交流を図り、外国人の日本滞在を有意義かつ楽しくするために行う。

２．支援者について
・必要な資格：

特になし。新しく入る人は３ヶ月間（12 回）授業を見学及び勉強会に参加する（ただし、
420 時間など資格を持っている人はこれに準じない）。

・支援者数：20 名（2021 年 3 月現在）
・活動補償：

活動費として、300 ～ 400 円／月（1 学習者につき・変動あり）、オンライン授業時は交
通費なし。

３．学習者について
・受入範囲：原則として誰でも受け入れる。（子供は不可の場合あり・要相談）
・募集方法：クチコミ
・受講費用 ：500 円／月
・年間の受講者数

登録人数：134 人　　延べ人数：約 3,000 人
・出身国

中国 (58)、台湾 (9)、韓国 (8)、ベトナム (8)、インドネシア (7)、エジプト (6)、バングラデシュ
(6)、タイ (4)、アメリカ、イギリス、イラン、インド、ウズベキスタン、オーストラリア、オー
ストリア、オマーン、カンボジア、スーダン、ネパール、ハンガリー、フィリピン、フラ
ンス、ベリーズ、ボツワナ、ミャンマー、メキシコ、モンゴル、リトアニア

・属性（在留資格）
学生、研究生、研究者（教授など）、主婦、主夫、技能実習生

・学習目的
日常会話能力の習得、及び地域社会や日本文化の理解と交流（自由会話、教室のイベント、
宇治市内の国際交流イベントへの参加などを通じて）。

≪宇治日本語教室≫
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４．教室について
・開催場所数：１ヶ所（京都大学黄檗キャンパス生協２階）
・開講日時

水曜日 9:00 ～ 12:00、金曜日 11:00 ～ 12:00　13:00 ～ 15:00
・平均人数：1 ～ 3 人
・1 回の時間：60 分／１コマ　
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

・スタッフは授業の前後に開かれるミーティングに参加する。
・スタッフ全員が、何らかの係を担当する（会計、出席簿係、名簿係、教材係など）。
・スタッフは SNS「お茶っ人」に登録し、ネット上で日々の意見交換や情報の共有をする。
・１年に１回、「国際交流クラブ」の研修会やイベントを企画し、学習者とクラブ会員と

の交流を図る。2020 年度は、講師を招き、ズームの活用方法についてオンラインで研
修した。

・なお、「国際交流クラブ」は、2020 年度末をもって、組織を解散した。
・半年ごとにクラス替えをする（オンライン時は特例的に実施せず）。

・教室の課題 
・急な入会が多く、かつ日本語のレベルも様々であるため、既存の学習グループのどこに

該当するか、判断に苦慮する場合がある。
・2020 年度はコロナ禍のため、スタッフ／学習者が集合できず、イベントなどが中止となっ

た。
・研修会はオンライン形式で実施できた。
・オンライン授業にはまだまだ不慣れで、ICT 関連機器の取り扱い方やオンライン授業の

スキルアップ研修が必要。また、機器の使用環境についても問題が生じることがある。 
・特記事項

・2020.2. ～新型コロナウィルス感染予防のため、教室を閉鎖。対面授業は中断。
   2020.6. ～全面的なオンライン授業の方法で再開（ツールはズーム / ライン）。
   2021.3. 時点でも、状況は変わらず、オンライン授業継続中。
   （対面授業は様子を見て、再開予定）
・オンライン授業はスタッフの自宅から行い、授業の曜日・時間は担当者と学習者間の話

し合いで決めるケースもある。
・スタッフのミーティングは毎週１回、ズームで実施。ホスト担当者は毎月交代する。
・外国人の入国制限のため、新規学習者は以前より減少している。
・「国際交流クラブ」解散に伴い、当教室名を「宇治日本語教室」に改称（2021.4. ～）。
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１．日本語支援団体について
・名称：スピーク・サロン（日本語の学習会）
・設立時期 ( 年月日 )：1999 年 9 月
・所在地と連絡先 

〒 611-0021 京都府宇治市宇治琵琶 45 宇治市総合福祉会館
HP: フェィスブック　https://www.facebook.com/speak.salon.uji/ 
メール : bb1101neko@yahoo.co.jp
電話 : 090-2115-6829　（堂坂みどり） FAX: なし

・会員数：19 名
・年会費（月会費）：2,000 円
・会報の発行：なし
・事業形態：自主事業
・活動方針

日本語の支援のみならず、学習者の日本での生活を楽しく、豊かで意義深いものにするよ
うに、彼ら自身が主役となるような交流事業を年に 4 回ほど実施 ( 7 月と 10 月のティー
パーティ、12 月の年末交流会、2 月の料理教室 )。

２．支援者について
・必要な資格：

まずは教室の活動を見学。次に、支援者の横について 8 回ほど授業の見学と実習活動を行
う。その後一人で教えるようになる。養成講座終了者でなくても支援活動に参加できる。
関心がある支援者はさまざまな養成講座を受けて、自分の支援活動を磨く。 

・支援者数：19 名
・活動補償

年会費以外は無償ボランティア。京都にほんご Rings が案内する講座への参加希望者には、
交通費を支給している。 

３．学習者について
・受入範囲：希望があれば受け入れている（これまで小・中・高校生の受け入れ経験有）
・募集方法：クチコミが主だが、「京都にほんご Rings」のサイトを見ての申し込みあり。
・受講費用 ：年会費 2,000 円（半年分の納入も可能）
・年間の受講者数

登録人数：24 名、延べ参加者数：502 名
・出身国

インドネシア（7 人）、中国（6 人）、カンボジア（４人）、ネパール（３人）、アメリカ（１
人）、イギリス（1 人）、韓国（1 人）、オーストラリア（1 人）　

・属性（在留資格）
技能実習生、技・人・国、日本人の配偶者、永住者の配偶者、家族滞在など

≪スピーク・サロン≫
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・学習目的
日本語能力試験対策、生活に必要な日本語、等

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所で開講
・開講日時：木曜日 18:30 ～ 20:00
・平均人数：学習者・支援者合わせて 40 人前後　

（基本的にマンツーマンで行うが、同レベルの学習者２～３人を１人の支援者が担当する
こともある。） 

・1 回の時間：90 分 
・所定場所外の教室：現在はなし
・出張教室：現在はなし

５．その他
・教室の特徴

・在日外国人の日本語習得を支援し、彼らが地域社会において、より有意義でかつ質の高
い生活を営むことができるようにサポートすることを目的として活動している。支援者
は彼らとの交流を通して国際理解を深め、また研修会への参加や団体内での自主研修な
どを通して日本語支援の質を高めることを目指している。

・会の運営のための役割分担は一人一役で全員が担当。年４回のイベントにもどれかに関
わり、全員活動の形をとっている。学習者には従来宇治市を中心とする小・中学校の
ALT や日本人を配偶者とする永住者が多かったが、最近は技能実習生の数が急増してい
る。

・教室の課題 
・技能実習生の急増で、入会希望の外国人を断る事態も発生してきている。
・年間イベントの一つである「料理教室」を開催する場としてのコミュニティの調理室が

閉鎖され使えなくなってしまった。辛うじて使える調理室は人数制限が 24 人で 50 数人
が同時に使えるところがなくなってきている。 

・特記事項
通常の日本語教室以外に、年４回交流を旨とするイベントを教室開講と同じ時間帯で実施
していたが、今年度はコロナウイルスの影響を考えイベントの開催は中止となった。
感染対策としては、マスク着用、検温、テーブルの配置距離の考慮、各テーブルに消毒剤
の常設設置、手指消毒、机・椅子の消毒、部屋の喚起、体調不良時の休室喚起等心掛けて
いる。
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１．日本語支援団体について
・名称：朋友館（中国帰国者のための日本語教室）
・設立時期 ( 年月日 )：1996 年
・所在地と連絡先 

宇治市大久保町山ノ内３
電話：0774-39-9281

・会員数：2021 年３月現在　10 名
・年会費（月会費）：なし
・会報の発行：なし（以前は発行していた）
・事業形態：民間ボランティア（宇治市国際親善協会の委託）宇治ロータリークラブの支援
・活動方針

宇治市及びその周辺地域に居住或いは活動している中国帰国者家族を支援する。また、共
に地域で生活し関係を共有する方々も一緒に日本語を学びそれぞれのニーズに応えてい
く。

２．支援者について
・必要な資格：特になし
・支援者数：10 名
・活動補償：交通費程度の手当て支給、ボランティア保険

３．学習者について
・受入範囲：その時の状況により受け入れる（小学生、中学生、高校生の受け入れもする）
・募集方法：クチコミ
・受講費用 ：無料
・年間の受講者数

登録人数：データなし、延べ参加者数：年間 232 人
・出身国：中国（その他の国）

現在、中国帰国者・その家族・親戚・関係者・地域の方々以外の学習者については教室の
都合上受け入れをお断りしている

・学習目的：日本語学習
・属性（在留資格）：永住（学生、日本人の配偶者、会社員）

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所
・開講日時：火曜日、金曜日、19:00 ～ 21:00
・1 回の教室における学習者の平均人数：７～８人　
・1 回の時間：120 分 
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

≪朋友館　日本語教室≫
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５．その他
・教室の特徴

・中国籍の方々が学んでいる教室
・以前の建物が老朽化し耐震の面から使用出来なくなり、2020 年 8 月から現在の場所に

移りました。朋友館の実績が認められ優先的に曜日、時間を変えることなく継続できて
います。

・教室の課題 
2020 年度はコロナ感染拡大の影響により　数か月間の休講を余儀なくされました。
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１．日本語支援団体について
・名称：久御山日本語教室
・設立時期 ( 年月日 )：2017 年 4 月
・所在地と連絡先 

〒 613-0032　京都府久世郡久御山町栄２丁目１の１２０
HP: https://www.facebook.com/groups/105199180325226 
メール : sakamaki55@hotmail.com 電話 : 090-9056-2691/0774-43-9132

・会員数：ボランティア 34 名、学習者 103 名　計　118 名
・年会費（月会費）：1,000 円 / 半年、2,000 円 / 年
・会報の発行：フェイスブックに随時アップ
・事業形態：自主事業
・活動方針

外国籍住民を支援し、相互理解を育むため、学習者に日本語指導を行う。

２．支援者について
・必要な資格：特に求めていない（やる気のある人は誰でも歓迎）
・支援者数：ボランティア 34 名
・活動補償：ボランティア保険

３．学習者について
・受入範囲：年齢制限は設けていない。
・募集方法：チラシ、クチコミ
・受講費用 ：無料、年会費のみ徴収（1,000 円 / 半年、2,000 円 / 年）

登録人数：103 人、延べ参加 w 者数：1,284 人
・出身国

ベトナム、台湾、中国、フィリピン、バングラデシュ、チェコ、タイ、ミャンマー
・属性（在留資格）

実習生、ワーキングホリデー、エンジニア、日本人の配偶者、大学研究者、ベトナム人の
配偶者

・学習目的
日本語能力検定受験

４．教室について
・開催場所数：1 ヶ所
・開講日時：

毎週水曜日 前半 PM6:10 ～ 7:35（1 時間 25 分）
　　　 　 後半 PM7:40 ～ 9:10（1 時間 25 分） 

≪久御山日本語教室≫
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・平均人数：（支援者 1 人に対する学習者数）2 ～ 5 人　
・1 回の時間：１時間 50 分～ 1 時間 25 分 
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

町内の外国人の増加にともない、夜の部前半、夜の部後半の 2 部体制をとっています。学
習者のレベルに合わせた細かな班分けや、にほんご初級コース、中・上級コース、検定試
験向けコースなどがあり、学習者が目的に応じた勉強をすることができます。その他、交
通教室、防災等の教室、年 2 回のお楽しみ会等があります。

・教室の課題 
学習者の急増に伴い指導者の確保が困難になってきています。日本語支援ボランティア養
成講座の実施のほか、限られた人数の日本語支援者でも多数の学習者の日本語レベル、目
的に対応できるように、コースや班分けの効率化をはかっています。

・特記事項
コロナの状況をみて休校をする場合があります。久御山日本語教室としてはサポート外で
すが、講師の判断によりオンライン授業で学習サポートをする場合があります。定員制限、
換気、検温、チェック表などでコロナ対策をはかっています。
お楽しみ会、町民文化祭に出演、春・秋のパーティー等。
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１．日本語支援団体について
・名称：にほんご教室「世界はテマン」
・設立時期 ( 年月日 )：1996 年 2 月 1 日
・所在地：事務所等はなし。２つの公民館を利用。
・連絡先 

電話：075-981-8670、メール：adamitsu@iris.eonet.ne.jp 
Web サイト：なし

・会員数：支援者 37 名、学習者 85 名（2021 年 3 月 31 日）
・年会費（月会費）：入会金 1,000 円（年会費・月会費はなし）
・会報の発行：

2 年に一度、活動報告や学習者の作文等掲載する『文集』（A4 横版、80 頁）を発行
・事業形態：民間のボランティア（自主事業）
・活動方針

日本で生活する外国人が自立した生活を送れるよう日本語の支援をする。
・関係機関：京都にほんご Rings

２．支援者について
・必要な資格：なし
・支援者数：37 名（女性２25 名、男性 12 名）
・活動補償：講習・研修会等での参加費・交通費、ボランティア保険料

３．学習者について
・受入範囲：国籍、年齢等は問わない。
・募集方法：市役所等関係先に「案内チラシ」を配布。京都 Rings の HP、口コミほか
・受講費用 ：なし
・年間の受講者数

登録人数：85 名、延べ参加者数：集計なし
・出身国

ベトナム、インドネシア、ブラジル、中国、カンボジア、フィリピンほか
・属性（在留資格）

技能実習生、就労、在住外国人の配偶者、学生など
・学習目的

日本語能力試験の受験準備、日常生活会話の習得、仕事上での必要会話の習得

≪世界はテマン≫
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４．教室について
・開催場所数：2 ヵ所、週 5 回
・開講日時：

・火曜日＝ 14:00 ～ 16:00 と 19:00 ～ 21:00（男山公民館）　
・木曜日＝ 19:00 ～ 21:00（男山公民館）、19:30 ～ 21:30（志水公民館）
・土曜日＝ 13::00 ～ 15:00（男山公民館）

・平均人数：基本はマン・ツー・マンで、学習者が増えた場合は例外もある。　
・1 回の時間：120 分 
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

夜教室は技能実習生が多く、昼教室は外国人主婦等が多い。
・教室の課題 

日本語支援に対する行政の関りがなく、活動が制限されている。
・特記事項

2020 年度はコロナ禍の影響で、学習日は予定の半分しか消化できずバス旅行や日本語ス
ピーチ発表会、バーベキューなどの交流活動も全て中止となりました。
例年は、日本の文化や習慣を体験するため、バス旅行、BBQ、七夕、新年会・書初め、芋掘り、
日本語発表会などの交流事業も開催している。
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１．日本語支援団体について
・名称：日本語支援ボランティア団体「夢気球」（代表者：杉島凱夫）
・設立時期 ( 年月日 )：2011 年 9 月 10 日
・所在地と連絡先 

〒 610-0121　京都府城陽市寺田西ノ口 7-4　西邦ビル 2 階
電話：0774-57-0713  FAX：0774-57-0714
メール：inquiry@jiea.jp  URL：http://www.jiea.jp

・会員数：全会員数は 72 名（JIEA のスタッフを含む、2021 年 3 月末）
・年会費（月会費）：会費は徴収していない。
・会報の発行：

会報として発行していた「夢気球だより（年 3 回）」を当分の間、休刊にした。
代わりに、運営員会の動向を 2 週間に一度の頻度で会員にメール配信している。

・事業形態：日本語教室は委託ではなく自主的に開設し運営している。
・活動方針

学習者のニーズに沿った日本語教室になるように柔軟に対応する。
例えば、学習回数を増やしたいという要望があれば、週に 3 回まで増やすことができる。

２．支援者について
・必要な資格（下記のいずれか）

① 日本語支援の経験がある。② 所定の日本語支援ボランティア養成講座を修了している。
③ 上記の養成講座と同等以上の実力があると認められる。

・支援者数：36 名（登録者数は 69 名）
・活動補償

① 基本的に支援者のテキスト代と交通費は支援者が負担。
② 教材および教材などのコピー費、会報や報告書、アンケートなどを会員に送るための通

信費は JIEA が負担。
③ ボランティア保険の加入費用は JIEA が負担。
④ 教室を開く際に使用する場所として、JIEA、ぱれっと JOYO から それぞれ無償で提供を

受けている。（ぱれっと JOYO で開く教室のうち、日曜日午前の教室以外は有料）

３．学習者について
・受入範囲

① 教室に来ることができれば小学生でも受け入れる。（実情として小学生の例は少ない。）
② 日本語能力検定を目的とした教室は開設していないが、普通の教室への受け入れはする。

受験への配慮もするが、試験に合格するかどうかは学習者自身の責任である。
・募集方法：① JIEA の HP　② を公共の場所にチラシ置いている。 ③ 最近はクチコミが多い。

（学習者が友人に紹介するケースが多く見られる）
・受講費用 ：

① 日本語教室は無料である。② 学習者は JIEA 年会費として 3.000 円が必要。
・年間の受講者数：64 名（2020 年 3 月末までの年間総受講者数）

城陽市国際交流協会　≪夢気球≫
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・出身国：ベトナム（29）、中国（7）、USA（5）、台湾（4）、インドネシア（3）、ブラジル（2）、
ネパール（2）、フィリピン（2）、英国・韓国・タイ・ケニア・イタリア・エジプト・コー
トジボワール・南アフリカ・香港・トルコ（各 1 人）…… 総計 64 人

・属性（在留資格）：技能実習生 (22)、就労 (18)、家族滞在 (6)、永住者 (5)、日本人配偶者 (5)、
留学生 (3)、不明 (3)、日本国籍 (2) …… 総計 64 人

・学習目的：生活一般（仕事、子育て）、日本語力を向上、日本語能力検定、大学進学

４．教室について
・開催場所数：① 城陽市国際交流協会、② ぱれっと JOYO の 2 ヵ所。
・開講日時：

① JIEA では、月、火、水、木、金の午前と午後に日本語教室を開いている。
（曜日によっては夕方の時間帯に教室を開くことができる。）

② ぱれっと JOYO では、主として日曜日の午前に日本語教室を開いている。
（日曜日の午後、土曜日の午後、平日の夕方の学習希望者はあまり多くない。）

・平均人数：
支援者 1 人に対して学習者 1 人のケースが多く、支援者 1 人に対して学習者 2 ～ 3 人のケー
スもあるが少数である。　

・1 回の時間：1 時間 30 分を基本にしている。 
・所定場所外の教室

例えば病院、ショッピング、リクレーションに出かけたりして実用的な日本語を勉強する
ことがある。（課外授業と呼び、事前の届出によってボランティア保険が適用される。）

・出張教室：他の場所（企業や学校など）に出かけて行って日本語教室を開くことはしない。

５．その他
・教室の特徴

① 基本的な受け入れ態勢として、二つの場所を使って月曜日から日曜日まで毎日、日本
語教室を開くことが可能になっている。

② 学習希望者の意向により、週に 3 回まで授業を受けることができる。更に特別な事情（例
えば、来日直後で日本の社会に早く溶け込みたいなど）がある場合は、特例として毎日
学習できる可能性がある。

・教室の課題：学習者希望者が増え、現在の支援者数では不足していることが明白であり、次
のことを実施しようと考えている。
① 日本語支援ボランティア養成講座を開催し、支援者増を図る。
② 支援者一人に対して学習者複数の教室を徐々に増やす。ただ、多人数にはならないよ

うに配慮する。
・特記事項

新型コロナウィルスの感染防止のため、対面での教室を全面休講にすることが増えた。
それをカバーするオンライン授業が増えて、オンライン授業の長所が確認できたり、授業
の進め方にも進展が見られる。
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１．日本語支援団体について
・名称　京田辺国際ふれあいネット
・設立時期 ( 年月日 )

1997 年に京田辺市が中国残留邦人の日本語教育の為設立、支援者派遣のボランティア団
体として活動開始、2005 年、京田辺国際ふれあいネットに改称した

・団体の所在地と連絡先 
HP: なし メール : kyotanabekokusainet@gmail.com
連絡先：京田辺市中央公民館　〒 610-0331 京田辺市田辺丸山 214

・会員数：41 人
・年会費（月会費）：なし
・会報の発行：なし
・事業形態

京田辺市が主催、京田辺国際ふれあいネットが支援者を派遣し、教室運営を行う。
・活動方針

市内在住の外国にルーツを持つ方への日本語教育支援を中心に学習者との国際交流を図る

２．支援者について
・必要な資格：特になし、日本語教育の講習会を独自に実施。
・支援者数：41 名　活動は 20 名程度
・活動補償

活動に対する補償費はなし、京田辺市から支給される謝金を、運営費、教材購入、国際交
流に必要な経費に充てる。　ボランティア保険は加入

３．学習者について
・受入範囲：高校生以上
・募集方法：口コミ、Rings ホームページ、チラシ、クチコミ
・受講費用 ：無料
・年間の受講者数：登録人数：40 人
・出身国

フランス（6）、ベトナム（4）、バングラディシュ・台湾（各 3、計 6 人）、イギリス・ス
リランカ・インド・フィリピン・中国・アメリカ・インドネシア・イスラエル（各 2、計
16 人）、タイ・ジャマイカ・マレーシア・ブラジル・南アフリカ・クエート・ドイツ・カ
ナダ（各 1、計 8 人）

・属性（在留資格）
日系人及びその家族（1）、日本人配偶者及びその家族（7）、留学生（12）、研修生・技能
実習生（4）、ビジネス関係者及びその家族（6）など

・学習目的：日本語の習得

≪京田辺国際ふれあいネット≫
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４．教室について
・開催場所数：1 ヵ所
・開講日時：火曜日　朝（10：00 ～ 12：00）、夜（19：00 ～ 20：30）、年 40 回
・平均人数：原則 1 対 1　　朝：５～８人、夜：10 ～ 19 人　
・1 回の時間：朝：2 時間、夜 1.5 時間 
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：原則なし

５．その他
・当教室の特徴

京田辺市が教室主催、ふれあいネットは支援者派遣と国際交流､ 実質運営
・教室の課題

高齢化、日本語教育以外の防災、外国にルーツを持つ方等への支援体制への対応
・特記事項など

4 月 27 日から 7 月 6 日まで休講（夜）、オンラインは 1/4 程度実施
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１．日本語支援団体について
・名称：せいかグローバルネット日本語教室
・設立時期 ( 年月日 )：2001 年
・所在地と連絡先 

HP: http://seikaglobalnet.wix.com/japanese  メール : seikaglobalnet@gmail.com
・会員数：78 名のうち（日本語教室の会員は 24 名）
・年会費（月会費）：年会費 2,000 円
・会報の発行：

毎月　SGN ニュースとして発行される中に日本語教室も記事を連載。
・事業形態：町との共催事業
・活動方針

マンツーマンを原則とし学習者の学習目的、ニーズに応じたきめ細かな指導を心掛ける。

２．支援者について
・必要な資格：ない
・支援者数：登録数 24 名　活動数 21 名
・活動補償

交通費支給（1 回につき 100 円）ボランティア保険加入

３．学習者について
・受入範囲：18 歳以上
・募集方法：HP、チラシ、ポスター、クチコミ
・受講費用 

半年毎 1,000 円、3 か月以内 500 円
・年間の受講者数

登録人数：29 名
・出身国

中国 7 名、ベトナム 6 名、インド 4 名、
アメリカ 2 名、南アフリカ 2 名、インドネシア 2 名
イラン 1 名、スリランカ 1 名、ノルウエー 1 名、ギニア 1 名、ナイジェリア 1 名

・属性（在留資格）
研究者、大学の教師、技能実習生、会社員等

・学習目的
日本語能力テスト受検、日常生活に必要な日本語の取得、地元民との交流など

４．教室について
・開催場所数：1 ヵ所、精華町役場内交流ホール
・開講日時：火曜日、19 時～ 20 時 45 分

≪せいかグローバルネット日本語教室≫
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・平均人数：1 名　
・1 回の時間：1 時間 45 分 
・所定場所外の教室：あり
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

町内の研究施設からの参加者が多い。
・教室の課題 

支援者の高齢化
・特記事項

・町役場内の交流ホールを開講場所にしているため、緊急事態宣言が発出されている間は
常に休講となる。

・その間はできるだけオンラインで継続することを推奨しているが、実際行っているのは
少数。

・感染対策としてはマスク着用、さらに不安な人はフェイスシールドも併用、非接触体温
計での体温測定、消毒液の設置、長机の間にパーティッションを設置、ドア・窓の開放、
扇風機での換気、終了後の机やいすの除菌ウエットティシュでの払拭など

・開講時間もコロナ対応で、途中休憩なしの 1 時間 15 分に短縮。
・度重なる休講で学習が途切れ、学習者のモチベーションを維持していくのに課題がある
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１．日本語支援団体について
・名称：木津川市国際交流協会　日本語教室
・設立時期 ( 年月日 )：2007 年 6 月（協会設立）　2009 年（日本語教室発足）
・所在地

事務局：〒 619-0214　木津川市木津南垣外 110-9　木津川市教育委員会社会教育課内
  HP: https://kieanet.com/ メール : shakaikyoiku@city.kizugawa.lg.jp
  電話 : 0774-75-1233　 FAX: 0774-73-2566
教室：〒 619-0214　木津川市木津南垣外 15-2　市役所庁舎北別館内
  電話 : 0774-71-8900

・会員数：国際交流協会会員数　71 名（内日本語教室　約 55 名）
・年会費

木津川市国際交流協会会費として、支援者・学習者とも年 2,000 円
・会報の発行：なし
・事業形態：自主事業
・活動方針

学習者・支援者双方のニーズに対し、きめ細やかに柔軟に対応すること。

２．支援者について
・必要な資格

資格の有無は問わない。教室見学、事前オリエンテーション後にボランティア登録、活動
開始前に教室独自の入門基礎講座（無料　約 90 分）を 1 回受講していただく。

・支援者数：30 名（内　コーディネーター 6 名）
・活動補償：無し・19 年度にボランティア保険加入

３．学習者について
・受入範囲：原則として 18 歳以上
・募集方法：HP、市の広報誌、クチコミ
・受講費用 

無料（ただし、国際交流協会　会費として年間 2,000 円）
・登録人数

20 ～ 40 名（2021.3 現在　登録者 26 名）延べ人数は不明
・出身国

ベトナム 13 人・中国 4 人・ロシア 2 人・マレーシア 2 人・ブルガリア・スコットランド・
アメリカ・インド・南アフリカ　各 1 名

・属性（在留資格）
日本人の配偶者・就労ビザ・就労ビザ所有者家族・技能実習生・特定技能・その他 AET・
自営業など  ※ビザの詳細は本人には確認していません。

４．日本語教室について

≪木津川市国際交流協会　日本語教室≫



45

・開催場所数：1 ヵ所
・開講日時：水曜日と日曜日：どちらも午前 10 時～ 11 時半（※現在、水曜日は休止中）
・平均人数：基本的には、支援者一人に学習者一人　
・1 回の時間：90 分 
・所定場所外の教室：なし
・出張教室：なし

５．その他
・教室の特徴

・学研都市の一部であるため、研究者やその家族が多かったが、近年は日本人の配偶者、
技能実習生が増加している。

・担当チューターは、原則 1 年で交代（マッチングの良し悪しで学習意欲が左右されない
よう、また学習者に多様な日本語に触れてもらうため）。

・チューターは、学習した内容を、毎回、教室独自の学習記録に記入し、また授業後に簡
単なミーティングも行っている（参加は任意）。学習記録は、チューター間の連絡、引
継ぎや、コーディネーターが学習内容を把握するために利用している。

・コーディネーター（現在 6 人）は、学習者を継続して担当し、学習が続けられるよう見
守りながら、教室や日常生活での疑問や悩みにも対応。教室の運営に関する全てのこと
を、月 1 回の会議とグループ LINE を利用しながら、合議制で担う。教室開催時には、
必ず数名参加し、教室の準備・後片付け、出欠管理、見学者対応などを行うほか、チュー
ターが欠席の場合は代講の手配（チューターには心理的負担が少ないよう、学習者には
安心して学習を継続できるようにとの配慮から）。

・日本語教室以外では、年 1 回（3 日間）の日本語教授法講座、年数回のチューターと学
習者の懇親会（料理イベント、忘年会など）も開催している。

・教室の課題 
慢性的なチューター不足
学習者の無断欠席・学習中断
チューターのモチベーション維持
運営の人員不足

・特記事項
緊急事態宣言中の対応・・・教室は休講（一部オンラインで対応）
感染対策・・教室開催前の検温・体調確認
　　　　　　教室内でのマスクの着用・ソーシャルディスタンス・パーテーションの購入
　　　　　　授業後は参加者で使用した教室と備品の消毒
最近の動向・・現在、水曜日の教室は休止中（学習者・スタッフとも参加者が少ない）
イベント・・・コロナ禍ですべて中止。日本語ボランティア養成講座、料理教室、支援者

と学習者の懇親会など開催できていない。
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