
＜日本語グループ学習 日语集体班学习＞
【場所 场所】 愛媛県国際交流センター 爱媛县国际交流中心
【料金 费用】 500円 500日元
【レベル 等级】 初級～中級 初级～中级
【日時 时间】 土日を除く、午前・午後のクラスです。
                       星期六、日休息。每天上午、下午班。
 （夏季  夏季） 8月中の1～2週間　8月中1～2周
 （春季  春季） 3月中の1～2週間  3月中1～2周
【形式  形式】 グループレッスン 集体上课
【TEL/FAX】 089-917-5678/089-917-5670（EPIC办公室）
【URL】 http://www.epic.or.jp/
【E-mail】 haiku575@lib.e-catv.ne.jp 

○

主办单位 上课地区
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○ ○

日本語教室情報　　　日语教室信息
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上课

日常      
对话
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备考

面向  
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① 爱媛县国际交流中心

松山

○ ○

② 松山市国际交流中心 ○ ○ ○ ○ ○

③ 爱媛 JASL ○ ○ ○ ○ ○

④ 外国人日语学习班 ○ ○ ○ ○ ○

⑤ 爱媛日语网 ○ ○ ○ ○

⑥ 四国中央市国际交流协会 四国中央 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○⑦ 西条国际交换志愿者协会 ○ ○

西条

○

⑧

○

○

⑨ 西条日语学习会 ○ ○ ○ ○ ○

⑩ 丹原日语学习协会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑪ 樱花日语协会 ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○今治市国际交流协会 今治 ○ ○ ○⑫

新居浜日语协会 新居浜 ○ ○ ○ ○ ○

○宇和岛市吉田町国际交流协会 ○ ○
宇和岛

○ ○宇和岛日语协会 ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○○

⑭ 

①愛媛県国際交流センター （爱媛县国际交流中心)

○

○

⑬

石锤日语俱乐部 ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○⑯ 公益财团法人内子町国际交流协会 内子

　　　南町

EPIC

南町電停

ひめぎん
ホール

身障者
福祉センター



【料金 费用】 無料 免费 【場所 场所】 コムズ会議室 COMS会议室
【レベル 等级】 入門～初級  入门～初级
【日時 时间】
　(入門　入门）土曜　星期六・ 13：30～15：30 

　　前、後期各１０回　前、后期各10次
 （初級Ⅰ 初级 1）火曜 星期二・13：00～14：30
 （初級Ⅱ 初级 2）木曜 星期四・13：00～14：30
 （初級Ⅲ 初级  3）木曜 星期四・14：45～16：15
 （夕方（初級Ⅰ）傍晚（初级 1））火曜 星期二・18：30～20：00
（夕方（初級Ⅱ）傍晚（初级 2））火曜 星期二・18：30～20：00 
【形式  形式】 グループレッスン 集体上课
【託児　托儿】有り（１歳～未就学児）（無料  ただし、事前予約必要） 

 可以 (1岁～就学前儿童)  (免费  但需要提前预约)
【TEL/FAX】 089-943-2025/089-931-2041（MIC 办公室）
【URL】 http://www.mic.ehime.jp/MIC/top.html 
【E-mail】 mail@mic.ehime.jp

【料金（支援金） 费用（支援金）】
 45分500円、90分1,000円  45分钟  500日元，90分钟  1000日元       
【場所 场所】 愛媛県国際交流センターまたはコムズ 爱媛县国际交流中心 或 松山市国际交流中心
【レベル 等级】 入門～上級 入门～高级
【日時 时间】 相談に応じます  可以商议
【形式 形式】 個人レッスン  ただし、同じレベルの場合は複数も可能です
单独上课  如果水平相当，也可多人同时上课
【TEL/FAX】 089-961-4785（愛媛 JASL 二宫）（爱媛JASL 二宫老师）
【URL】 http://ehimejasl.web.fc2.com/ 
【E-mail】 ehimejasl14@gmail.com

【料金 费用】 1期　３００円（①１～６月）（②７～１２月）
【場所 场所】 松山市番町福祉センター4F
                  松山市番町福祉中心4F
【レベル 等级】 入門～上級 入门～高级
【日時 时间】 毎週金曜日 每周五
 （初級＆中級 初级＆中级）13:30～15:00
日本語能力試験対策：13：30～15：00、（15：00～16：30）
日语能力考试复习 : 13：30～15：00、（15：00～16：30）
【形式  形式】 グループレッスン  集体上课
 個人レッスンも1時間500円で可能
也可以单独上课  每小时500日元                                                                   
【TEL/FAX】 089-970-4419/089-970-4419 （Yamamoto）
【E-mail】 shaico@tea.ocn.ne.jp(Shioiri)

【料金 费用】Ｎ１、Ｎ２受験 300円 / 月　Ｎ３～Ｎ５受験 200円 /月
　　　　　　　　N１、Ｎ２备考 300円 /月　Ｎ３～Ｎ５备考 200円/月
【場所 场所】松山市総合福祉センター 松山市综合福祉中心
【レベル 等级】日本語能力試験N１～N５受験レベル（日语能力考试1－5级复习)
【日時 时间】毎週月曜日 13:30～15:00 每周一
【形式 形式】グループレッスン　集体上课

【TEL/FAX】089-946-0885/089-946-0885(Shioiri)
【E-mail】shaico@tea.ocn.ne.jp

個人レッスンもアレンジ可能 1時間500円 也可单独上课，每小时500日元           

③えひめＪＡＳＬ (爱媛 JASL)

④外国人のための日本語教室                                               
（外国人日语学习班）

⑤えひめ日本語ネットワーク<若草日本語教室>　　　        
（爱媛日语网<若草日语教室>）

②まつやま国際交流センター (松山市国际交流中心)
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【料金 费用】 無料 免费
※SIFA（四国中央市国際交流協会）に入会することが必要(年会費2,000円)
需要加入SIFA(四国中央市国际交流协会)并缴纳年会费2000日元
【場所 场所】四国中央市福祉会館１F、商工会館１F  
　　　　　　　　四国中央市福祉会馆1楼 、商工会馆1楼
【レベル 等级】 初級～上級 初级～高级
【日時 时间】 相談に応じます  可以商议
【形式 形式】 マンツーマンまたはグループレッスン 单独上课或集体上课
【TEL/FAX】 0896-28-6014/0896-28-6057
            (四国中央市役所国际关系科）
【URL】 http://www.sifaweb.jp
【E-mail】 sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

【料金 费用】 無料 免费
【場所 场所】 西条市総合福祉センター(もてこい元気館) 

西条市综合福祉中心（Motekoi元气馆）
【レベル 等级】 入門～上級　入门～高级
【日時 时间】 毎週土曜日 每周六 19:30～21:00
【形式 形式】 マンツーマンレッスン 单独上课
【TEL】 090-7571-7333 【ＦＡＸ】 0898-64-3584
【E-mail】 yuezhi5danjiri@gmail.com(中国語可)（汉语对应有）
     
     

【料金 费用】 ６０分５００円程度（実費）　每小时500日元
【場所 场所】 西条市総合福祉センター（もてこい元気館） 
　　　　　  西条市综合福祉中心（Motekoi元气馆)
【日時 时间】応相談 可以商议
【TEL】 0897-52-1206
　　　　西条市庁舎本館総務課国際交流係
     　 西条市厅舍本馆总务科国际交流系

【料金 费用】 年会費５００円  年会费500日元
【場所 场所】 西条市神拝公民館  西条市神拜公民馆
【レベル 等级】 初級～上級 初级～高级
【日時 时间】
 （初・中級～上級 初、中～高级）
　　　　　　　　　　　毎週日曜 每周日 10:00～12:00
【形式 形式】 グループレッスン 集体上课
【TEL】 0897-55-6668 （Tanizaki）

⑥四国中央市国際交流協会                                              
（四国中央市国际交流协会）

⑨西条日本語勉強会 （西条日语学习会)

⑦西条国際交流ボランティアの会　                                             
（西条国际交流志愿者协会）

⑧いしづち日本語クラブ  （石锤日语俱乐部）
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【料金 费用】 無料 免费
【場所 场所】 西条市丹原公民館 西条市丹原公民馆
【レベル 等级】 初級～上級  初级～高级
【日時 时间】 毎週日曜 每周日. 9:00～11:00
【形式 形式】 グループレッスン 集体上课
        個人レッスンも相談に応じます  单独上课可商谈
【TEL】 090-9045-3064（携帯 手机） (Yusa)
【URL】 http://www.geocities.jp/tbrjpns/index.html
【E-mail】 tanbarajpn@yahoo.co.jp

【料金 费用】 無料 免费
【場所 场所】 西条公民館  西条公民馆
【レベル 等级】 初級～上級  初级～高级
【日時 时间】相談に応じます 时间可相谈
【TEL/FAX】 0897-52-1206　西条市役所国際交流係/西条市役所国际交流课

090-6288-8526（Kondo)

＜ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄレッスン　单独上课＞
【料金 费用】 無料～ 免费～
【場所 场所】今治市国際交流協会交流室、ＮＰＯサポートセンター

などの公共施設
　　　　　　　今治市国际交流协会交流室、NPO支援中心等公共设施
【日時 时间】 相談に応じます 可以商议
【形式 形式】 いまばり日本語クラブ,i-Newsメンバーによるマンツーマンレッスン

由今治日语俱乐部、i-News成员一对一上课

＜休日サポートクラス Sunday class＞
【料金 Fee】 無料 免费
【日時　Day & Time】
①第１日曜日13：30～15：00(第一个星期日 13:30～15：00）
②第3土曜日13：30～15：00（第三个星期六13：30-15：00)
【場所 Place】①今治市国際交流協会  今治市国际交流协会

②今治NPOサポートセンター  今治 NPO支援中心
【レベル Level】初級及び初中級(初级和初中级 )
【形式 Format】グループレッスン  集体上课
※日時が変更する場合がありますので、事前にHPにてご確認ください。
上课的时间有可能有调整，请在来之前电话咨询。

＜夏季集中コース 夏季集中讲座　＞
8月中の2週間(月～金、全10回)
8月中的2周（周一～周五，共10次）

＜夜間集中コース　晚间集中讲座＞
【料金 费用】 1,500円（全12回  テキスト代別途） 

1,500日元共12次，教材费另收
【場所 场所】年度により変更     每年有变动
【日時 时间】 9～11月（夜間開催  1回90分×12回）
　            9月～11月 （晚间上课 一次90分钟×12次）
【形式 形式】 グループレッスン 集体上课
【TEL/FAX】 0898-34-5763/0898-34-5763 (ICIEA 办公室)
【URL】 http://iciea.jp/
【E-mail】 info@iciea.jp

⑩丹原にほんごの会（丹原日语协会）

⑫今治市国際交流協会   （今治市国际交流协会 ）

⑪さくら日本語の会　（樱花日语协会）
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＜夜間日本語教室 / プライベートレッスン＞　
＜晚间日语学习班 / 单独授课＞
【料金 费用】 夜間・無料 晚间 免费
                 個人レッスン1時間\500   单独上课，每小时500日元
【場所 场所】
夜間日本語教室：新居浜市総合福祉センター（ふれあいプラザ）
晚间日语学习班：新居浜市综合福祉中心 (Fureai广场) 
プライベートレッスン：主に新居浜市総合福祉センター 

他は学習者と相談の上決める
单独授课：主要在新居浜市综合福祉中心， 其他地点可商谈
【レベル 等级】 入門～上級 入门～高级
【日時 时间】 毎週火曜、木曜 每周二、四 19:30～21:00
                個人レッスン時間相談に応じます    单独上课时间可以商议

【料金 费用】 無料 免费
【場所 场所】 宇和島市吉田支所　吉田町中央公民館　

宇和岛市吉田分所　吉田町中央公民馆
【TEL/FAX】 0895-52-2324/0895-52-0291 (Seike) 
【E-mail】 polepoleseike@me.pikara.ne.jp
【レベル 等级】 初級 初级 （生け花や書道体験を通じて学びます）
               (通过插花、书法等学习日语）
【日時 时间】 相談に応じます  可以商议
【形式 形式】 グループレッスン 集体上课
【TEL/FAX】 0895-52-2324/0895-52-0291 (Seike) 
【E-mail】 polepoleseike@me.pikara.ne.jp

⑮うわじまにほんごの会 （宇和岛日语协会）

＜日本語クラス  日语班＞ （３人以上から）（3人以上开讲）
【料金　费用】グループレッスン  集体上课　500日元/90分  
                 個人レッスン   单独上课　　2000日元/90分（交通费另外支付）
【場所  场所】 相談に応じます 可以商议
【レベル 等级】入門～上級  入门～高级
【日時  时间】相談に応じます　可商议
【TEL/FAX】090-8691-1664/0895-24-2930
【URL】www.uwajima-nihongo.jp
【E-mail】omatsu55company@yahoo.co.jp（山下）

⑯（公財）内子町国際交流協会 （（公财）内子町国际交流协会）

＜日本語広場  日语广场＞
【料金 费用】無料 免费
【場所 场所】内子自治センター　大会議室

内子町自治中心 大会议室
【レベル 等级】初級 初级
【日時 时间】毎週土曜日 每周星期六 10:00～11:30
【形式 形式】グループレッスン　集体上课
【TEL/FAX】0893-44-2114/0893-44-6137
【E-mail】kokusai@town.uchiko.ehime.jp

⑬にいはま日本語の会  （新居浜日语协会）

⑭宇和島市吉田町国際交流協会  （宇和岛市吉田町国际交流协会）
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