
＜日本語グループ学習 일본어 그룹 학습＞
【場所 장소】 愛媛県国際交流センター EPIC 에히메현 국제교류센터 EPIC
【料金 요금】 500円 500엔
【レベル 레벨】 初級～中級 초급～중급
【日時 일시】 土日を除く、午前・午後のクラスです。
                  토일 제외, 오전/오후반입니다
 （夏季 하기） 8月中の1～2週間　8월중 1～2주간
 （春季 춘기） 3月中の1～2週間  3월중1～2주간
【形式 형식】 グループレッスン 그룹 레슨
【TEL/FAX】 089-917-5678/089-917-5670（EPIC office）
【URL】 http://www.epic.or.jp/
【E-mail】 haiku575@lib.e-catv.ne.jp 

⑯ （공익재단）우치코쵸 국제교류협회 우치코
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【料金 요금】 無料 무료
【場所 장소】 コムズ会議室 COMS 코무즈 회의실 COMS
【レベル 레벨】 入門～初級 입문～초급
【日時 일시】
　（入門　　입문）土曜 토・13:30～15：30 

　前、後期各１０回　전,후기 각 10회
 （初級Ⅰ 초급Ⅰ）火曜 화・13:00～14:30
 （初級Ⅱ 초급Ⅱ）木曜 목・13:00～14:30
 （初級Ⅲ 초급Ⅲ）木曜 목・14:45～16:15
 （夕方（初級Ⅰ）저녁（초급Ⅰ） ）火曜 화・18:30～20:00
 （夕方（初級Ⅱ）저녁(초급Ⅱ））火曜 화・18:30～20:00
【形式 형식】 グループレッスン 그룹 레슨
【託児 탁아】有り。（無料。ただし、事前予約必要）
　　　　        가능(1세~미취학아동)（무료. 단 사전예약필수）.
【TEL/FAX】 089-943-2025/089-931-2041（MIC office）
【URL】 http://www.mic.ehime.jp/MIC/top.html 
【E-mail】 mail@mic.ehime.jp

【料金（支援金） 요금（지원금）】
　　　　　　　　 45分500円、90分1,000円  45분500엔、90분1000엔               
【場所 장소】 愛媛県国際交流センターまたはコムズ EPIC or COMS

에히메현 국제교류센터 혹은 코무즈 EPIC or COMS
【レベル 레벨】 入門～上級 입문～상급
【日時 일시】 相談に応じます。 상담 후 결정.
【形式 형식】 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。
　　　　　　　 개인 레슨. 단, 같은 레벨의 경우는 복수도 가능합니다.
【TEL/FAX】 089-961-4785（Ehime JASL Ninomiya）
【URL】 http://ehimejasl.web.fc2.com/ 
【E-mail】 ehimejasl14@gmail.com

【料金 요금】1期　300円 1학기　300엔（①1～6월）（②7～12월）
【場所 장소】 松山市番町福祉センター4F
                  마츠야마시 반초 복지센터4F
【レベル 레벨】 入門～上級 입문～상급
【日時 일시】 毎週金曜日 매주 금요일
 （初級＆中級 초급＆중급）13:30～15:00
（日本語能力試験対策  일본어능력시험 대책 )
                        13:30～15:00（15:00～16:30）
【形式 형식】 グループレッスン。그룹 레슨
 個人レッスンも1時間500円で可能。 개인레슨도 1시간 500엔 가능
【TEL/FAX】 089-970-4419/089-970-4419 （Yamamoto）
【E-mail】 shaico@tea.ocn.ne.jp (Shioiri)

【料金 요금】Ｎ１、Ｎ２受験　３００円 / 月　Ｎ３~Ｎ5受験　２００円 / 月
　 　　　　　 Ｎ１、Ｎ２수험　３００엔 / 월　Ｎ３~Ｎ5수험　２００엔 / 월

【場所 장소】松山市総合福祉センター 마츠야마시 종합복지센터
【レベル 레벨】日本語能力試験N1-N5受験レベル

（일본어 능력시험N1-N5수험레벨)

【日時 일시】毎週月曜日 매주 월요일 13:30～15:00  
【形式 형식】グループレッスン 그룹 레슨

【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 개인 레슨도 가능 1시간 500엔              

④外国人のための日本語教室
  (외국인을 위한 일본어 교실)

⑤えひめ日本語ネットワーク<若草日本語教室>
에히메일본어네트워크 <와카쿠사 일본어교실>

③えひめＪＡＳＬ (에히메ＪＡＳL)

②まつやま国際交流センター(마츠야마 국제교류센터)
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【料金 요금】 無料 무료
※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)
SIFA（시코쿠추오시 국제교류협회）에 입회하여야 함(연회비2,000엔).
【場所 장소】 四国中央市福祉会館１F・商工会館1F

시코쿠추오시 복지회관 １F・상공회관1F
【レベル 레벨】 初級～上級 초급～상급
【日時 일시】 相談に応じます。 상담 후 결정.
【形式 형식】 マンツーマンまたはグループレッスン 개인 또는 그룹 레슨
【TEL/FAX】 0896-28-6014/0896-28-6057
            (Shikokuchuo City Office, International Relations Section）
【URL】 http://www.sifaweb.jp
【E-mail】 sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

【料金 요금】 無料 무료
【場所 장소】 西条市総合福祉センター (もてこい元気舘）
　　　　　　　　사이조시 종합복지센터(소고후쿠시센타)
【レベル 레벨】 入門～上級　입문～상급
【日時 일시】 毎週土曜日 매주 토요일. 19:30～21:00
【形式 형식】 マンツーマンレッスン  개인 레슨
【TEL】 090-7571-7333 【ＦＡＸ】 0898-64-3584
【E-mail】 yuezhi5danjiri@gmail.com

【料金 요금】 ６０分５００円程度（実費）　 ６０분５００엔 정도（실비）
【場所 장소】 西条市総合福祉センター（もてこい元気館） 
사이조시 종합복지센터（모테코이겡키관） 
【日時 일시】応相談 상담 후 결정
【TEL】 0897-52-1206
　　　　西条市庁舎本館総務課国際交流係
      사이조시청사 본관 총무과 국제교류계

【料金 요금】 年会費　500円　연회비 500엔
【場所 장소】 西条市神拝公民館 사이조시 간바이공민관
【レベル 레벨】 初級～上級 초급～상급
【日時 일시】
 （初・中級～上級 초・중급～상급）
　　　　　　　　　　　毎週日曜 매주 일요일 10:00～12:00
【形式 형식】 グループレッスン 그룹 레슨
【TEL】 0897-55-6668 （Tanizaki）

⑥四国中央市国際交流協会
  (시코쿠추오시 국제교류협회 )

⑧いしづち日本語クラブ　　(이시즈치 일본어클럽　)

⑦西条国際交流ボランティアの会　
  (사이조 국제교류 볼란티어회)

⑨西条日本語勉強会 （사이조 일본어공부회)

四国中央市 
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西条市図書館
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四国中央市 

庁舎前交差点 



【料金 요금】 無料 무료
【場所 장소】 西条市丹原公民館 사이조시 단바라 공민관
【レベル 레벨】 初級～上級 초급～상급
【日時 일시】 毎週日曜 매주 일요일. 9:00～11:00
【形式 형식】 グループレッスン 그룹 레슨
        個人レッスンも相談に応じます。개인 레슨도 상담 가능합니다.
【TEL】 090-9045-3064（携帯 휴대전화 ） (Yusa)
【URL】 http://www.geocities.jp/tbrjpns/index.html
【E-mail】 tanbarajpn@yahoo.co.jp

【料金 요금】 無料 무료
【場所 장소】 西条公民館 사이조 공민관 
【レベル 레벨】 初級～上級 초급～상급
【日時 일시】 相談に応じます 상담 후 결정.
【TEL】 0897-52-1206（西条市役所国際交流係 사이조시 시청 
         국제교류계)/090-6288-8526(Kondo)

＜プライベートレッスン　개인 레슨＞
【料金 요금】 無料 무료
【レベル 레벨】初級～上級　초급～상급
【場所 장소】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
　　　　이마바리시 국제교류협회 교류실, 도서관등의 공공시설
【日時　일시】 相談に応じます 상담 후 결정.
【形式 형식】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　 i-News,이마바리 일본어 클럽 회원의 맨투맨 레슨 

＜休日サポートクラス 휴일 서포트 클래스＞
【料金 요금】 無料 무료
【日時 일시】 ①第1土曜日 첫번째 토요일 13：30～15：00

 ②第3土曜日 세번째 토요일 13：30～15：00 
【場所 장소】①今治市国際交流協会交流室 이마바리시 국제교류협회교류실

②今治ＮＰＯサポートセンター 이마바리 NPO 서포트 센터
【レベル 레벨】初級及び初中級 (초급 또는 초중급)
【形式 형식】グループレッスン 그룹 레슨
※日時は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。

일시는 변경될 경우가 있으니, 사전에 홈페이지를 확인해주세요.

＜夏季集中コース　하계 집중코스＞
8月中の2週間(月～金、全10回) 8월중 2주간(월～금, 전 10회)

＜夜間集中コース 야간집중코스＞
【料金 요금】 1,500円（全12回  テキスト代別途） 1,500엔（전12회. 교재비 별도）
【場所 장소】年度により変更 연도에 따라 변경
【日時　일시】 9～11月（夜間開催  1回90分×12回）
                   9～11월（야간개최  1회90분×12회）
【形式 형식】 グループレッスン 그룹 레슨
【TEL/FAX】 0898-34-5763/0898-34-5763 (ICIEA office)
【URL】 http://iciea.jp/
【E-mail】 info@iciea.jp

⑫今治市国際交流協会 　（이마바리시 국제교류협회）

⑩丹原にほんごの会（단바라 일본어회）

⑪さくら日本語の会（사쿠라 일본어회)
西条 

公民館 

フジグラン      

消防本

西条小学校 

中央病院交差点前 
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1
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今治小学校

今治市役所

今治駅

中央図書館

今治市
国際交流協会



＜夜間日本語教室　야간일본어교실 / プライベートレッスン　개인레슨＞ 

【料金 요금】 夜間・無料  야간・무료 
               個人レッスン1時間５００円 개인레슨1시간 500엔
【場所 장소】夜間 日本語 教室　야간일본어교실

 新居浜市総合福祉センター（ふれあいプラザ）
　　　　　　　　　니하마시 종합복지센터（후레아이 프라자）

プライベートレッスン　개인 레슨
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
주로 니하마시종합복지센터, 그외에는 학습자와 상담 후 결정

【レベル 레벨】 入門～上級 입문～상급
【日時 일시】 毎週火曜、木曜 매주 화, 목 19:30～21:00
           個人レッスン時間相談に応じます 개인 레슨 시간 상담 후 결정
＜日本語グループ学習　일본어 그룹 학습＞
【場所 장소】新居浜市総合福祉センター 니하마시 종합복지센터
【料金 요금】５００円（初級クラスのみ1,000円） 500엔（초급은 1,000엔）
【レベル 레벨】初級～初中級　초급～초중급
【日時 일시】土日を除く、午前・午後のクラスです　토일 제외, 오전/오후반입니다

夏期８月中の１～２週間　하기 ８월 중에 １～２주간
【形式 형식】 グループ/マンツーマンレッスン 그룹/맨투맨 레슨
【TEL/FAX】 0897-37-6652/0897-37-6652 （Nagano) 

【料金 요금】 無料 무료
【場所 장소】 宇和島市吉田支所　우와지마요시다지소
                 吉田町中央公民館 요시다쵸중앙공민관
【レベル 레벨】 初級 초급 （生け花や書道体験を通じて学びます）
　　　　　　　　(꽃꽂이나 서예체험을 통해 배웁니다 )
【日時 일시】相談に応じます。 상담 후 결정
【形式 형식】 グループレッスン 그룹 레슨
【TEL/FAX】 0895-52-2324/0895-52-0291 (Seike) 
【E-mail】 polepoleseike@me.pikara.ne.jp

＜日本語クラス/일본어 클래스＞
(3人以上 / 3인 이상)
【料金 요금】 グループレッスン　90分　500円 그룹 레슨　90분　500엔 
               個人レッスン 90分 2000円　개인 레슨  90분 2000엔
                    （交通費別　교통비 별도) 
【場所 장소】 相談に応じます 상담 후 결정.
【レベル 레벨】 入門～上級 입문～상급
【日時 일시】 ※相談に応じます　※상담 후 결정.
【TEL/FAX】 090-8691-1664/0895-24-2930 
【URL】 www.uwajima-nihongo.jp

＜日本語広場 / 일본어 광장＞
【料金 요금】無料 무료
【場所 장소】우치코자치센터 대회의실

内子自治センター　大会議室
【レベル 레벨】初級 초급
【日時 일시】毎週土曜日 매주 토요일 10:00～11:30
【形式 형식】グループレッスン　그룹 레슨
【TEL/FAX】0893-44-2114/0893-44-6137
【E-mail】kokusai@town.uchiko.ehime.jp

⑯（公財）内子町国際交流協会
（공익재단）우치코쵸 국제교류협회

⑭宇和島市吉田町国際交流協会
（우와지마시 요시다초 국제교류협회） 

【E-mail】 omatsu55company@yahoo.co.jp(Yamashita)

⑬にいはま日本語の会 （니하마 일본어회）

                English 0897-34-3025（Miki)
【E-mail】 global28@shikoku.ne.jp

⑮うわじまにほんごの会（우와지마 일본어회)
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