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山梨の日本語教室
やまなし に ほ ん ご きょうしつ



学校法人ユニタス日本語学校講師  山梨県地域日本語教育コーディネーター　古屋玲子さん
地域日本語教室が担う未来

やまなしの日本語教室
・学習支援教室 MAP
やまなしの日本語教室
・学習支援教室 MAP
山梨県内で外国人の皆さんが日本語が勉強ができるところ、

一緒に学校の勉強や宿題を見てくれるところを紹介します。

やまなしけんない

いっしょ がっこう べんきょう しゅくだい み しょうかい

ねん がつまつじてん

がいこくじん みな にほんご べんきょう

に ほ ん ご き ょうし つに ほ ん ご き ょうし つ

がくしゅうしえんきょうしつがくしゅうしえんきょうしつ

　もしも外国の方に「『夏になると海へ行こう』はいいですか。」と聞
かれたら皆さんはどのように答えますか？日本語教師はこのような
問いと日々闘う職業です。ニュース、小説、カフェで隣り合った恋人
同士の微笑ましいやりとりでさえも、文の構造は？使用語彙は？日常
に溢れる日本語をつい分析してしまうのが日本語教師の宿命です。
そんな日本語オタクの私が山梨県地域日本語教育コーディネータ
ーを拝命したことで地域日本語教室の運営と日本語教育に関わ
る多くの方と出会うチャンスをいただきました。

　日本語教育に携わる皆さんは一様に「外国人のために自分の力
をどう活かせるか」という問いに真摯に向き合い、情熱を傾けてい
ます。その原動力はほかでもない外国人の学びに対する意欲とエ
ネルギーです。日本語教室に集う学習者は学びに貪欲で、日本語学
習の機会を心から喜んでいます。来日後、聞きかじった日本語を駆
使して生活してきた方は読み書きの習得により己の世界を広げま
す。教室で正しい日本語を練習して得られた自信は社会に飛び込
む勇気に繋がります。日本語の習得は元来備わっている能力を
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山梨県国際交流協会
やまなしけんこくさいこうりゅうきょうかい

山梨県立国際交流センター
やまなしけんりつこくさいこうりゅう

甲府市飯田 2-2-3
こうふしいいだ

きんよう にちよう

にちよう

むりょうしょきゅう

こうざ

初 級

JLPT N3 講座

金曜  18:30～20:30　日曜 10:00～12:00

無料

がつ がつ

かい えん かい えん
5 月～12 月  日曜 10:00～12:00
24 回 12,000 円（1回 500 円）
055-228-5419
http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=109
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甲斐国際交流協会 
かいこくさいこうりゅうきょうかい

甲斐市竜王北部公民館
かいしりゅうおうほくぶこうみんかん

甲斐市篠原 2610
かいししのはら

しょきゅう～じょうきゅう
初級～上級

にちよう むりょう

むりょう

むりょう

日曜 10:00～12:00   　    無料
055-278-1188
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山梨外国人人権ネットワーク
オアシス「オアシス子ども会」

やまなしがいこくじんじんけん

こ かい

甲府市愛宕町 147-2
こうふしあたごまち

郵便局前
ゆうびんきょくまえ

もくよう
木曜 19:30～21:00    　無料
080-6787-7440
http://yamanashi-oasis.seesaa.net

13
山梨日本語ボランティアの会

プライベートレッスン
やまなしにほんご かい

ばしょ きせんせい

ふん えん
場所　先生と決めます

90 分  1,000 円
ynv_office@yahoo.co.jp
https://ynv2019.wixsite.com/
mysite/blank-1

（YNV）

山梨県立大学 IVC
（国際ボランティアクラブ）

やまなしけんりつだいがく

こくさい

オンラインでしています
水曜 18:30～20:00　    無料
055-224-5261

申し込み用Google フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1uq0
HfW7YQstr1jsHVzXGQNkrwUDJojMNe
CmcsI56Iqc/viewform?edit_requested=true

https://www.instagram.com/ivc_ypu/
https://www.facebook.com/
山梨県立大学 ivc-332539167268666/

すいよう

もう こ よう
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にほんごきょうしつ
がくしゅうしえんきょうしつ
にほんごがっこう

Kofu-shi

Fuefuki-shi

Tsuru-shi

Fujikawa-cho

Fujikawaguchiko-machi
Fujiyoshida-shi

Chuo-shi

Kai-shi

Showa-cho

Yamanashi-shi

Minami alps-shi
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2021年5月末時点

新しい情報はこちらから確認できます
http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=109

あたら じょうほう かくにん



学校法人ユニタス日本語学校講師 
山梨県地域日本語教育コーディネーター
　　　　　　　　　　　　古屋玲子さん

社会で発揮するための礎であり、その能力は社会、経
済を活性化させ発展させる起爆剤になるはずです。
　また、日本語教室は外国人にとって、行政とつな
がる場、地域に住む日本人とつながる場、仲間とつ
ながる場でもあります。私は、日本語教室は地域に
おいて核となる可能性を秘めていると思っていま
す。在住外国人と行政、地域の人々が協働で新た
な仕組みを創造する場として進化していけるから
です。
　多文化共生という冠が古めかしく感じる社会、
誰もが活躍できる社会、そんな社会の在り方を

山梨から発信できたら素晴らしいと思いません
か？“国籍”という枠組みで自己と他者を捉えるの
ではなく“個”として尊重し合える社会―地域日本
語教室はその出発点となる大きな役割を担ってい
る存在なのです。

地域日本語教育コーディネーター  
   山梨県が実施している「地域日本語教育推進事業」
において、市町村を主体とする日本語モデル教室の開
催支援や、日本語教室を開催している支援団体の取り
組みの把握、運営、指導方法の助言を行っています。

山梨県立大学・オアシス・甲府市
やまなしけんりつだいがく こうふし

山梨県立大学 飯田キャンパス
やまなしけんりつだいがく いいだ

甲府市飯田 5-11-1
こうふしいいだ

むりょう だい ゆうりょう
無料（テキスト代は有料）
055-225-5412 
https://www.city.kofu.yamanashi.jp
/shimin/tabunka/kendai2021.html

にほんご・にほんぶんかこうざ
日本語・日本文化講座
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南アルプス市国際交流協会
みなみ しこくさいこうりゅうきょうかい

櫛形社会福祉会館
くしがたしゃかいふくしかいかん

南アルプス市小笠原 471-8
みなみ しおがさわら

しょきゅう～ちゅうきゅう
初級～中級

みなみ し す

どよう

すいよう もくよう

南アルプス市に住んでいる人 500 円

住んでいない人 700 円

055-280-8345
http://maiea.org/
https://www.facebook.com/ 南アルプ
ス市国際交流協会 -365659300218560/

土曜  9:45～11:45
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中央市国際交流協会
ちゅうおうしこくさいこうりゅうきょうかい

中央市田富総合会館
ちゅうおうしたとみそうごうかいかん

中央市布施 2382
ちゅうおうしふせ

にちようにゅうもん～ちゅうきゅう
入門～中級

しょきゅう～じょうきゅう
初級～上級

かいわ
会話クラス

日曜 10:00～12:00
か げつ えん

6 ヶ月 5,000 円
055-274-8523
http://yia.or.jp/wordpress/
?page_id=2019
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NPO法人未来への扉
ほうじんみらい とびら

未来への扉
みらい とびら

中央市西花輪 3637-15
ちゅうおうしにしはなわ

にゅうもん～ちゅうきゅう
入門～中級

すいよう きんよう

かい えん

水曜～金曜  19:00～21:00

10 回 15,000 円
055-288-0037
info@miraihenotobira.org
http://www.miraihenotobira.org
https://www.facebook.com/
miraihenotobira/
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昭和町国際交流を進める会
しょうわちょうこくさいこうりゅう すす かい

昭和町中央公民館
しょうわちょうちゅうおうこうみんかん

昭和町押越 532
しょうわちょうおしこし

えん

しょきゅう
初 級しょきゅう

初 級

1,000 円

水曜 13:30～14:30  木曜 20:00～21:30

055-275-8153
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山梨市国際交流促進委員会
やまなししこくさいこうりゅうそくしんいいんかい

山梨市市民会館
やまなしししみんかいかん

山梨市万力 1830
やまなししまんりき

ねん がつ お ごろ

しょきゅう(かいわ)
初級（会話）

2021 年 9 月の終わり頃からはじまります
0553-22-1111（ext.2373）
https://www.city.yamanashi.yamanashi
.jp/citizen/docs/nihongo.html

むりょう
無料
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笛吹市
ふえふきし

しみんかつどうしえんか
市民活動支援課

むりょう ぜん かい
無料  全 16 回

055-262-4138
shiminkatsudoh@city.fuefuki.lg.jp
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富士川町国際交流協会
ふじかわちょうこくさいこうりゅうきょうかい

道の駅ふじかわ 水防対策室
すいぼうたいさくしつみち えき

富士川町青柳町 1655-3
ふじかわちょうあおやぎまち

にちよう つき かい

ちゅうきゅう(かいわ)
中級（会話）

日曜 10:30～12:00（月に 3回）

0556-22-7216　　 0556-22-3177

むりょう
無料
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富士日本語学院
ふ じ に ほ ん ご が く い ん

富士日本語学院  第一研修センター 
ふじにほんごがくいん だいいちけんしゅう

都留市つる 1-2-6
つ る し

0554-56-7997
http://fujinihongogakuin.com/about/japanese
https://fujinihongogakuin.com/wp-content
/uploads/2020/08/584273fa07ea43f755a
7aacd2ccbd2a3.pdf
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富士吉田市国際親善委員会
ふじよしだしこくさいしんぜんいいんかい

富楽時
ふらっと

富士吉田市下吉田 4-2-15
ふじよしだししもよしだ

げつようかいわ（しょきゅう）
会話（初級） 月曜

きんようかいわ（にゅうもん）
会話（入門） 金曜 19:30～21:00

ふじよしだし す ひと えん

ひと えん

す ひと えん

ひとす えん ねんかいひ
富士吉田市に住んでいる人 1,000 円

住んでいない人 2,000円（年会費）
0555-24-1236　   0555-22-0703  
iadfuji@city.fujiyoshida.lg.jp 
https://www.city.fujiyoshida.
yamanashi.jp/info/2831

すいようよ　　か
読み書き 水曜
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ユニタス日本語学校
にほんごがっこう

ユニタス日本語学校
にほんごがっこう

甲府市 宝 1-20-22
こうふし たから

0555-233-3835
https://www.facebook.com/unitas.kofu/photos/
pcb.4101957613158429/4101956113158579/
http://www.unitas-ej.com/

15 ふじやま国際学院
こくさいがくいん

ふじやま国際学院
こくさいがくいん

富士河口湖町 船津 1791-5
ふじかわぐちこまち ふなつ

0555-83-5234
https://fujiyamajls.com

16

がくしゅうしえんきょうしつ
学習支援教室

かよう きんよう
火曜・金曜  16:00～18:00

かよう

ねん がつ にち

火曜 10:00～12:00

笛吹市役所内会議室 (市民窓口館及び本館）
ふえふきしやくしょないかいぎしつ しみんまどぐちかんおよ ほんかん

※会場が日にちによって異なります。
市民窓口館：笛吹市石和町市部 809-1
本館：笛吹市石和町市部 777

かいじょう ひ こと

しみんまどぐちかん ふえふきしいさわちょういちべ

ふえふきしいさわちょういちべほんかん

しんがた ひろ にってい へんこう ちゅうし ばあいかんせんしょう
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が広がったときは、日程の変更や中止となる場合があります。

※2021 年 9月 21 日～



令和3年4月より、新メンバーとしてやまなし外国人相談センター コーディネーター 上島達史さんが加わりました。

やまなし外国人相談センター

コーディネーター 上島  達史
たつしうえじま

がいこくじんそうだん

趣味 ： 読書、美術鑑賞
　４月からやまなし外国人相談センターでコーディネーターを務めています。
着任して知ったのは、県内には約１万７千人もの外国人住民がおり、言語・文化などの違いもあって様々な問
題を抱えながら生活をしているということです。こうした問題の解決に少しでも貢献できるよう日々励んでいき
たいと考えています。よろしくお願いします。

令和３年度 山梨県国際交流協会、JICA山梨デスクの主な事業をご紹介します。 ワールド・チャリティー・クリスマス
チャリティーを目的として、世界の様々な音楽や舞踊の披露、フェアトレー
ド商品や外国料理の販売などを行うクリスマスイベントを開催。当日の収
益金は、国内外の被災地支援や開発途上国支援のため寄付します。
期日：１２月　場所：県立国際交流センター

やまなしインターナショナルネットワーク（YIN）「新春多文化交流会」
YINの会員と外国人住民による新春交流会を開催します。　
期日：令和４年１月　　場所：県立国際交流センター

医療通訳ボランティアセミナー
医療機関などで日本語での意思疎通が困難な外国人を支援することを
目的に、医療に関する通訳ボランティアを育成するためのセミナーを開催
します。 
期日： 令和４年３月　　場所：県立国際交流センター

YIA 新メンバー紹介

YIA イベントカレンダー2021

JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト
テーマは「私たちと地球の新しい未来」。ぜひ、あなたの考えや行動をエッ
セイにしてください。
応募期間：６月～９月

外国人住民防災力向上事業「外国人住民のための防災教室」
県内の外国人住民を対象に、防災の基礎知識や日頃の備えについて学
ぶ「防災教室」を実施します。
期日：７月１７日（土）　場所：アルプス学園（南アルプス市）

市町村国際交流協会等連絡会
当協会や市町村及び市町村国際交流協会の事業紹介をはじめ、各団体
が抱える課題や対応策について意見交換を行う連絡会を開催します。
場所：県立国際交流センター

6月～8月

国際交流センター利用者のための防災訓練
国際交流センター利用者（入居者、来館者等）を対象として、地震・火災等
の災害発生時を想定した避難訓練を実施します。
場所：県立国際交流センター

災害時外国人支援セミナー
災害時の外国人支援に必要な、通訳・翻訳ボランティア人材の育成や、災
害多言語支援センターの設置・運営等に関するセミナーを開催します。
期日：９月４日（土）　場所：県立国際交流センター

外国語／外国文化講座 開講
英語、フランス語、スペイン語等の語学講座、異文化理解を深める外国文
化講座を開講します。
場所：県立国際交流センター　ほか

資格取得日本語講座「N３」 開講
日本語能力試験N３取得に意欲を持つ外国人住民を対象に講座を開講
します。
期間：8月29日（日）～11月28日（日） 14回    場所：県立国際交流センター

やまなしYIA国際塾
海外留学、国際理解、国際協力などに関するセミナーの開催や国際協力
を支援する団体の施設を訪問します。
場所：県立国際交流センター ほか

9月～12月

1月～3月

グローバル支援事業
年間を通して募金活動を行い、開発途上国及や海外の被災地などの支援
に役立てています。
国際交流センター1階 事務室前に募金箱を設置しています。皆さまのご協
力をお願いします。

国際交流センター ロビー展示　
国際交流センター大会議室前のスペースを利用して、様々な文化を紹介
する写真や絵画展示を行っています。展示を希望する団体、個人の皆さん
への貸出しも行っていますのでご利用ください。（無料）
展示期間：1ヶ月　　

「山梨県国際交流協会ニュース」掲載
山梨日日新聞「多文化共生Multicultural City」ページ内に、「山梨県国際
交流協会ニュース」を掲載するとともに、外国人住民に向けて「やさしい日
本語」によるさまざまな情報を提供しています。
山梨日日新聞／毎月第２、第４水曜日発行

※新型コロナウィルス感染症の影響により、事業等が延期及び中止にな
る場合がありますので、ご了承ください。

その他



JICA 通信 世界で活躍した山梨県民 from ドミニカ共和国

東山 正希さん （山梨県リニア未来創造局二拠点居住推進課）
ひがしやま まさき

　皆さん、ドミニカ共和国はご存知ですか？野球が好きな方やカリブ海に興味のある方などはご
存知かもしれません。では、同国に日系社会があることをご存知でしょうか？こちらは、ご存知ない
方が多いのではないでしょうか？私は、日本語教師として2013 年から2015 年までドミニカ共和
国に赴任していました。
　実は戦後、日本から同国に移住された方々が多数おり、今もその方々が日系社会を育み、日系
子弟への日本文化や日本語の継承に尽力しています。このような経緯から、同国には日系コミュニ
ティが運営する日本語学校があり、私もそこで日系子弟への日本文化や日本語の指導を行いました。
　一方で、学習する日系子弟は、日系人という理由が先立ち、自らの強い意志で日本語学校に
通っているとは限りません。ですから、日本特有の体育の授業やピアニカの授業を設けたり、なぜ
日本文化や日本語を学ぶのかについて、自分自身で答えを見出すきっかけを創るため、日系一世
の方から移住当時の話を聞く機会を設けたりしました。彼らが段々と継承の意義を掴んでいく姿
を見て、答えとは、誰かと手を取りながら自分自身が楽しく見出すものだ、と教えられた気がします。
　是非、この記事を通じて、地球の反対側にも日本を想う方々が多くいることを多くの方々に知っ
ていただければ幸いです。

2021年度JICA海外協力隊春募集を開始しています！
　JICA 海外協力隊とは、開発途上国のニーズに基づき、２０歳～６９歳までの方を２年間現地に派
遣する日本政府の事業です。派遣される国は約９０カ国。職種は１２０種類以上にものぼります。そ
れぞれの経験や技術・能力を生かして、現地の人と共に生活しながら、現地の課題解決に取り組
んでいます。「興味はあるけど、英語ができないから・・・」「危なくない？」「仕事はやめなきゃい
けないの？」などなど、どんな疑問にもお答えしますので、お気軽に JICA 山梨デスクまでご連絡く
ださい。２０２１年度春募集は６月３0日までです。  
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、派遣
国や派遣時期が変更になる可能性もあります。

①9曲の振り付けを覚えて臨んだ盆踊り
②折り紙でクリスマスツリーを作る
③郊外では教室がないことも
④体育で初めての体力測定
⑤休日は知人とキャンプや登山を楽しんだ

JICA山梨デスクFacebookページ
https://www.facebook.com/
JICAyamanashi/

JICA横浜ホームページ
https://www.jica.go.jp/
yokohama/office/suishinin.html

JICA山梨デスク  穂坂ちひろ
（公財）山梨県国際交流協会内
〒400-0035　甲府市飯田二丁目2-3
JICA http://www.jica.go.jp
Tel.055-228-5419 Fax.055-228-5473
jicadpd-desk-yamanashiken@jica.go.jp

0120ｰ713ｰ809

（株）アシストエンジニアリング
山梨県中央市布施2106-1

https://www.assisteng.co.jp

つうやく

しごと

の通訳います中国・インドネシア
ブラジル・ベトナム

お仕事たくさんあります！

　 リフォーム部門 楽水クラブ　０１２０－８６－３２４６

〒 400-0047 甲府市徳行二丁目 10-40
☎          055-228-8821（代）

TOTO リモデルクラブ会員   水廻りのリフォームおまかせください。

甲府住宅設備株式會社

1969年設立
　リフォーム実績500件以上！

　　　　　　　　信頼と実績、まかせて安心！

JICAボランティアHP
https://www.jica.go.jp/
volunteer/

4

5

2

3

1

カリブ海カリブ海

キューバキューバ

ジャマイカジャマイカ

ハイチハイチ

プエルトリコプエルトリコ

ドミニカ
共和国

VISAのことなら何でも相談ください
なん そうだん

ビザ更新・外国人雇用・国際結婚・永住・

帰化・技能実習生受入・有料人材紹介

こうしん

き  か ぎのうじっしゅうせいうけいれ ゆうりょうじんざいしょうかい

とくていぎのうとうろくしえんきかん

がいこくじんこよう こくさいけっこん えいじゅう

特定技能登録支援機関
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編集後記 YIA Newsletter　2021年夏号（6月・7月・8月）
　今回の表紙は、国際交流協会で実施している「日本語講座」です。コロナ
禍の現在は予約制、受講生の皆さんはとても熱心で、6月もほぼ予約でい
っぱいになっています。
　皆さんの周りで日本語を勉強したい外国の方がいましたら、特集しまし
た日本語教室や学習支援教室などをご紹介くださいね。　　　　　  雨宮

YIA Information
こう ざ

山梨に暮らす外国人など、日本語を勉強してみたい

みなさんのための初級にほんご講座です。

期日：毎週金曜日 6:30pm～8:30pm 

　　 毎週日曜日 10:00am～12:00pm　

場所 ： 県立国際交流センター

やまなし く がいこくじん にほんご べんきょう

しょきゅう こうざ

きじつ まいしゅうきんようび

まいしゅうにちようび

けんりつこくさいこうりゅうばしょ

にほんご講座 
NIHONGO

外国人の皆さんからのさまざまな相談を受け付けています。
日本語がわからなくても大丈夫です。困ったら電話してください。
相談は無料です。

TEL：055-222-3390

がいこくじん

うけつけ かようび どようび しゅくじつ のぞ

ばしょ けんりつこくさいこうりゅう

みな そうだん う つ

にほんご だいじょうぶ こま でんわ

そうだん むりょう

受付：火曜日から土曜日 9:00am～4:00pm（祝日を除く）

場所：県立国際交流センター 2F

がいこくじん そうだん
やまなし外国人相談センター

Yamanashi Foreigner Consultation Centre

弁護士が対応します。
べんごし たいおう

開催日時 ： 毎月第１水曜日　6:30pm~9:00pm
　　　　　毎月第３日曜日　1:00pm~4:00pm

場所 ： 県立国際交流センター　TEL ： 055-228-5419

かいさいにちじ まいつきだい１すいようび

まいつきだい３にちようび

ばしょ けんりつこくさいこうりゅう

がいこくじん むりょうほうりつそうだん よやくせい
外国人のための無料法律相談（予約制）

Free Consultation

Membership

日本語教材や指導書、留学などに関する書籍や

洋書の貸出しを行っています。

場所：県立国際交流センター 1F

にほんごきょうざい しどうしょ りゅうがく かん しょせき

ようしょ かしだ おこな

ばしょ けんりつこくさいこうりゅう

しょせき
書籍コーナー

Book corner

YIAの活動を支援していただくために、会員を募集しています。
かつどう しえん かいいん ぼしゅう

個人２,０００円　団体５,０００円
（会員期間：入会日から1年間）

YIA主催の外国語・外国文化講座ほかイベントの案内をお送りします。

機関紙「YIA Newsletter」（年3回）をお送りします。
年会費
ねんかいひ

会員特典
かいいんとくてん

しゅさい

きかんし ねん  かい おく

がいこくご がいこくぶんかこうざ あんない おくこじん だんたい

かいいんきかん にゅうかいび ねんかん

山梨県国際交流協会（YIA） 会員募集中！
やまなしけんこくさいこうりゅうきょうかい かいいんぼしゅうちゅう

Conference room

こくさいこうりゅう かいぎしつ よやく

国際交流センター会議室ネット予約できます！

大会議室

小会議室

だいかいぎしつ

しょうかいぎしつ

午前
9:00am - 12:00pm

2,310円

750円

料金表 午後
1:00pm - 5:00pm

3,470円

1,150円

夜
6:00pm - 9:00pm

3,470円

1,150円

全日
9:00am - 9:00pm

9,250円

3,050円

施設予約サービス「やまなしくらしねっと」から

ご予約いただけます。
よやく

しせつよやく

けんりつこくさいこうりゅう にんしょう しせつ
会議室の予約方法はこちら！ http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=415
かいぎしつ よやくほうほう

やまなしくらしねっと施設予約 検索

県立国際交流センターは、「やまなしグリーン・ゾーン認証」施設です。

やまなしけんこくさいこうりゅう じんざい
山梨県国際交流ボランティア人材バンク

通訳や翻訳、外国文化紹介、災害時外国人支援など、

人材バンクに登録いただける方を募集しています。

また、県や市町村、公的機関などからの依頼に応じ

て、紹介を行っています。

国際交流協会では、新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、事業等を実施しています。

やまなしけんこくさいこうりゅうきょうかい
山梨県国際交流協会（YIA）facebook

facebook
国際交流協会からのお知らせの他、外国人住民向けの

お役立ち情報も多言語で発信しています。

ぜひ「いいね！」をお願いします。

し ほか がいこくじんじゅうみんむこくさいこうりゅうきょうかい

やく じょうほう たげんご はっしんだ

ねが

Volunteer Bank
つうやく ほんやく がいこくぶんかしょうかい

じんざい

さいがいじがいこくじんしえん

きかん いらい おう

しょうかい おこな

かた ぼしゅう

けん しちょうそん こうてき

とうろく


