北九州市内の日本語教室
2021 年７月現在
発行元：
（公財）北九州国際交流協会

TEL:093-643-5931

小倉北区
教室名

とりあえず日本語

日時

水曜日（第 1～第 4） 6:30 p.m.～8:00 p.m.
※第 5 週の水曜日は休み ／ 祝日、GW、お盆、年末年始は休み

料金

1 回 100 円（資料・コピーに使います）

場所／住所

生涯学習総合センター

／

小倉北区大門 1-6-43

行き方

JR 西小倉駅から、歩いて 10 分

連絡先

池田

TEL:090-3304-2674

Email: toriaezunihongo@gmail.com

アジア諸国を中心に、これまで 20 ヵ国以上の学習者が集まった、多国籍文化に親しめる教室です。
教室名

ママとパパのためのにほんご教室 in こくら

日時

金曜日 10:30 a.m.～12:00 p.m.

料金

無料

場所／住所

北九州市立 子育てふれあい交流プラザ

行き方

JR 小倉駅から、歩いて 5 分

連絡先

北九州国際交流協会

託児

※祝日、GW、年末年始などは休み

山根

／

小倉北区浅野 3-8-1 AIM3 階

TEL:093-643-5931

Email: kia@kitaq-koryu.jp

あり（有料）

いろいろな国の人と、生活の中で必要な日本語を勉強します。初めて日本語を勉強する人ばかりですし、みんなと
ても仲がいいです。ぜひ、一緒に勉強しましょう！
※留学生は、参加できません。

小倉南区
教室名

小倉南日本語教室

KONAN JLC

日時

土曜日（第 1～第 4） 2:00 p.m.～4:00 p.m.

料金

1 回 100 円（資料・コピーに使います）

場所／住所

広徳市民センター

／

※第 5 週の土曜日は休み

小倉南区徳力 6-3-2

行き方

モノレール徳力嵐山口駅から歩いて 5 分

連絡先

小寺

TEL:090-2854-1215

Email: kitaq.konan.jlc@gmail.com

家庭的な雰囲気で、地域密着型の教室です。こども連れの方も歓迎です！

教室名

GYC

にほんごっちゃ☆

日時

火曜日

料金

1 回 10 円（資料・コピー、お菓子に使います）

場所／住所

7:00 p.m.～8:45 p.m.

※春休み、夏休みがあります

北九州市立大学 2 号館 2 階 220 実習室

行き方

モノレール競馬場駅すぐ

連絡先

小林

／

TEL:093-964-4259

／

小倉南区北方 4-2-1

※オンライン対応可

西鉄バス北方・北九州市立大学前バス停すぐ
Email: nihongo.cha.gyc@gmail.com

北九大の学生による日本語教室です。学生ですので、経験年数は短いけれども、若さと熱意で頑張っています。
それに、日本語学習にリソースがたくさんあり、アドバイザーがいますので、学習者一人一人のニーズに合わせて
学習を進めています。また、月見をしたり、年賀状を書いたり年中行事も取り入れながら、皆で楽しく学習してい
ます。飲み会もしますよ！

教室名

しもそね日本語教室

日時

土曜日（第 1～第 4） 2:00 p.m.～4:30 p.m.

料金

1 回 100 円（資料・コピーに使います）

場所／住所

田原市民センター

／

※第 5 週の土曜日は休み

小倉南区田原 3-16-31

行き方

JR 日豊本線下曽根駅で下車→駅南口を出て歩いて約 10 分
西鉄バス田原新町バス停で下車、歩いて約 6 分

連絡先

髙城

TEL:080-3187-8977

Email: kaorurue@hotmail.com

日本語能力試験の勉強を主にしていますが、イベントも多く行っており、みんなとても仲がいいです。
ボランティアも募集中ですので、お気軽にお越しください。

戸畑区
教室名

戸畑日本語教室「あやめ」

日時

金曜日（第 1～第 4） 6:30 p.m.～8:00 p.m.
※現在、対面教室はコロナの影響で休止中
＊別途、オンラインで教室を実施中（あやめオンライン）
。
現在週 1 回 1 時間程度の活動を行っていますが、参加者の都合に応じて調整していく予定。

料金

1 回 100 円（資料・コピーに使います）

場所／住所

［対面教室］戸畑生涯学習センター

／

戸畑区中本町 7-20

行き方

JR 戸畑駅から歩いて 5 分

連絡先

[対面教室] 池田 TEL:090-3304-2674 Email: phiinuy@yahoo.co.jp ／ phiinuy2129@gmail.com
[オンライン教室]
清水、梅津 TEL:090-3198-3228
Email: tobata.ayame.online@gmail.com

小規模ながら、理工系大学の留学生が多いので、アカデミックな雰囲気があります。
あやめのオンラインは、2021 年 7 月現在、月曜の夜に活動しています（変更の場合あり）
。毎回 3～5 名程度の外国
人が参加し、個別のニーズに合わせて活動しています。

若松区
教室名

若松日本語教室「かっぱ塾」

日時

日曜日 2:00 p.m.～4:00 p.m.

料金

無料

場所／住所

旧古河鉱業若松ビル（2021 年 4 月～1 年間）／

行き方

JR 若松駅から歩いて 5 分

連絡先

三隅

TEL:090-7922-7941

北九州市若松区本町１丁目 11-18

Email: kappajuku@hotmail.com

日常会話を中心に、テキストも使用しながら学習します。日本語能力試験にも対応します。
併せて季節の行事の体験、特に「わっしょい百万まつり」参加は人気です。
帰国時には修了証を発行、記念品をプレゼント。
教室名

学研ボランティアの会「日本語会話サークル」

日時

金曜日 6:00 p.m.～7:30 p.m.

料金

1 回 100 円（資料・コピーに使います）

場所／住所

北九州学術研究都市 技術開発交流センター1 階
若松区ひびきの北 8-1

交流室

行き方

北九州市営バス学研都市ひびきのバス停から歩いて 3 分

連絡先

白石

TEL:080-1716-8080

Email: waiwai.nihongo@gmail.com

学習者のレベルに合った話題で、学習者とサポートする日本人共に活発に会話を楽しんでいます。
毎月最後の週に 1～2 名がみんなの前で 2 分程度のスピーチをします。また、日本の文化や季節の行事を紹介しま
す。

八幡西区
教室名

国際交流村にほんご教室

日時

日曜日 11:00 a.m.～1:00 p.m.

料金

初級Ⅰ：教科書「みんなの日本語Ⅰ」2,700 円、資料代など 3,500 円
初級Ⅱ：教科書「みんなの日本語Ⅱ」2,700 円、資料代など 3,500 円

場所／住所

八幡西生涯学習総合センター 205 会議室 ／ 八幡西区黒崎 3-15-3 COMCITY 2 階
※COMCITY が新型コロナウイルスのワクチン接種会場として使用されるため、ワクチン接種期間中
は教室を変更することがあります。
※ワクチン接種終了後も、教室を変更することがあります。

行き方

JR 黒崎駅から歩いて 1 分

連絡先

Email: k2hon5@hotmail.co.jp

教科書にそってカリキュラムを作成し、授業を行っています。学校形式なので、きちんと基礎から勉強できます。
日本語教育の有資格者で、指導経験のあるボランティアが活動しています。
教室名

日本語談話室

日時

日曜日 2:00 p.m.～4:00 p.m.

料金

無料

場所／住所

※年末年始などは休み

八幡西生涯学習総合センター 204 会議室 ／ 八幡西区黒崎 3-15-3 COMCITY 2 階
※主に 204 会議室を使用しますが、状況によって変更することがあります。

行き方

JR 黒崎駅から歩いて数分

連絡先

益尾

TEL：070-5814-7785

Email: nobunobu22427@yahoo.co.jp

日本語学習会では、「学習者第一」がモットー。何を学ぶかは学習者の希望に基づいており、実践的な会話や文法、
日本語能力試験の準備など幅広く、時には弁論大会用の発表原稿作りも。学習者に対する学習支援はボランティア
ができるだけ「1 対 1」で寄り添って対応するので、会場内はなごやかな雰囲気が漂い、笑顔も絶えません。
教室名

ママとパパのためのにほんご教室 in くろさき

日時

木曜日 10:30 a.m.～12:00 p.m.

料金

無料

場所／住所

北九州国際交流協会

／

行き方

JR 黒崎駅から歩いて 1 分

連絡先

北九州国際交流協会

託児

山根

※祝日、5 月の連休、年末年始、8 月は休み

八幡西区黒崎 3-15-3 COMCITY 3 階

TEL：093-643-5931

Email: kia@kitaq-koryu.jp

あり（有料）

いろいろな国の人と、生活の中で必要な日本語を勉強します。初めて日本語を勉強する人ばかりですし、みんなと
ても仲がいいです。ぜひ、一緒に勉強しましょう！
※留学生は、参加できません。
教室名

ジャスミン

日時

火曜日

料金

無料

場所／住所

1:30 p.m.～3:30 p.m.

※祝日、年末年始、お盆は休み

北九州国際交流協会 コミュニティールーム

行き方

JR 黒崎駅から歩いて 1 分

連絡先

村中

／

八幡西区黒崎 3-15-3 COMCITY 3 階

Email: nihongo.jasmine@gmail.com

学習者の能力やニーズに合わせて、少人数での日本語学習に取り組んでいます。
日本文化の紹介や体験を通して、楽しく日本語を勉強します。

教室名

草の根国際交流「ひみこの会」

日時

水曜日

料金

無料

場所／住所

7:00 p.m.～9:00 p.m.

折尾東市民センター

／

行き方

JR 折尾駅から歩いて 15 分

連絡先

中野

八幡西区光明 2-2-50

TEL：090-3075-0668

Email: fumi-490530@i.softbank.jp

1 対 1、小グループでおしゃべりやテキストを使って学習します。日本料理教室、お茶会、浴衣会、バスハイク、ボ
ーリング大会、折尾東市民センター文化祭参加、折り紙教室、クリスマス会などの開催。
教室名

国際交流ボランティア「結の会」

日時

木曜日（第 1～第 4） 10:00 a.m.～11:30 a.m.

料金

無料

場所／住所

光貞市民センター

／

※第 5 週の木曜日は休み

八幡西区浅川学園台 2 丁目 23-2

行き方

市営バス浅川中学校前バス停から歩いて 3 分

連絡先

丸山

TEL： 080-5244-5066

Email: 1543999001@jcom.home.ne.jp

毎回楽しく活動しています。学習者の要望にこたえられるように努力しています。
※1 対 1 形式（多数の場合はグループ）
教室名

国際交流ボランティアグループ RISING

日時

金曜日（月 4 回） 2:00 p.m.～4:00 p.m.

料金

無料

場所／住所

医生ケ丘市民センター

／

行き方

JR 本城駅から歩いて 10 分

連絡先

八代

八幡西区千代ケ崎 1-12-15

TEL： 090-7477-0255

Email: machy-y@docomo.ne.jp

RISING はいろいろな文化を持つ人たちと交流し、彼らをサポートする活動をしながら、互いに学び合うことを目指
します。 ※1 対 1 形式（多数の場合はグループ）※幼児不可

