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教室名 教室名

费用 費用

星期・时间 曜日・時間

地点 場所

费用 費用

联系方式 連絡先

备考 備考

教室名 教室名

星期・时间 曜日・時間

地点 場所

最近车站 最寄駅

备考 備考

教室名 教室名

地点 場所

最近车站 最寄駅

费用 費用

教室名

费用 費用

联络方式 連絡先

1000円/月 1000円/月

Tel：011-709-7565(佐藤) ℡：011-709-7565(佐藤)

备考 周二、四都有初级Ⅰ・Ⅱ、中级班（使用各级别教材） 備考
火曜・木曜日ともに初級Ⅰ・Ⅱ、中級コース
(各テキスト使用）

星期・时间
周二10:00～12:00
周四10:00～12:00

曜日・時間
火曜日10：00～12：00
木曜日10：00～12：00

地点
道立市民活动促进中心8F
(中央区北2条西7丁目kaderu2・7 8F)

場所
道立市民活動促進センター8F
(中央区北2条西7丁目かでる2・7 8F)

联系方式 E-mail: nihongo-tanpopo@hotmail.co.jp
http://tampoponihongo.blogspot.jp/

連絡先 E-mail:nihongo-tanpopo@hotmail.co.jp
http://tampoponihongo.blogspot.jp/

日本語教室「空」 日本語教室「空」

札幌L Plaza（北区北8条西3丁目） 札幌エルプラザ（北区8条西3丁目）

ＪＲ札幌站北口　地铁札幌站12号出口 JR札幌駅北口/地下鉄札幌駅12番出口

分春，秋课程，各课程费用为2500日元/13次（包含教材费）
冬季课程为1200日元/5次

春コース、秋コースは各クラス13回で2,500円(テキスト代含む)
冬コースは5回で1,200円

蒲公英 たんぽぽ

星期・时间
周五 10：30-12：00（初级Ⅰ）
 12:30-14:00（初级Ⅱ）
 14:30-16:00（中级Ⅰ、Ⅱ）

曜日・時間
金曜日　10：30～12：00(初級Ⅰ）
　　　　　 12：30～14：00(初級Ⅱ）
 　　　　　14：30～16：00(中級Ⅰ、Ⅱ)

联络方式

Tel: 011-386-0453
　  011-643-7612
E-mail: snc.nihongo@gmail.com
http://kremerbreloque.wix.com/snc-nihongo

連絡先

℡　011-386-0453
　　 011-643-7612
E-mai：snc.nihongo@gmail.com
http://kremerbreloque.wix.com/snc-nihongo

初级4个班・中级、高级、汉字各１个班 初級4クラス・中級・上級・漢字クラス

札幌L Plaza （北区北8条西3丁目） 札幌エルプラザ（北区北8条西3丁目）

ＪＲ札幌站北口　地铁札幌站12号出口 JR札幌駅北口/地下鉄札幌駅12番出口

费用 1000日元/月（场地费・协会运营费等）+教材费（实费实收） 費用 1000円/月（会場費・運営費）+教科書代

最寄駅 地下鉄東西線宮の沢駅直結

無料

札幌日语俱乐部S.N.C 札幌日本語クラブS.N.C

周三10:00-11:30 水曜日　10：00～11：30

℡　090-9436-3417（酒井）　E-mai：jcsakai201701@gmail.com

日本語（初級～上級）、日本文化

最近车站 地铁东西线宫之泽下车即可

免费

℡　090-9436-3417（酒井）　E-mai：jcsakai201701@gmail.com

日语（初级～高级），日本文化

札幌市日语志愿者教室一览 札幌圏の日本語ボランティア教室一覧

联系方式
℡/fax： 011-206-6400
E-mail： sapporo.welcomehouse@gmail.com

連絡先
℡/fax： 011-206-6400
E-mail： sapporo.welcomehouse@gmail.com

地点
Welcome House
中央区北1条東６丁目10

場所
うぇるかむはうす
(中央区北1条東6丁目10）

最近车站
地铁东西线 巴士中心前站10号出口
ＪＲ巴士札幌站３号站台乘车 Factory前下车

最寄駅
地下鉄東西線バスセンター前駅10番出口
JRバス札幌駅3番乗り場～ファクトリー前

Welcome House（欢迎你参加） うぇるかむはうす日本語教室

星期・时间
周二、五的10:00～12:00
其他时间请另行与我们商量

曜日・時間
火曜日・金曜日　10：00～12：00
それ以外の時間はご相談ください

1000日元每周一次/月 2000日元每周2次/月 ￥1,000 週１回/月　\2,000 週２回/月　

札幌市生涯学習センター(ちえりあ) 2階サークル活動室（Jim's Englishの部屋）

札幌市西区宮の沢1条1丁目

备考
日语教室、各种交流会
电话接待 周一～周五10：00～17：00

備考 日本語教室、各種交流会、電話応対　月曜日～金曜日10時～17時

教室名 「さくらの木」日本語ボランティア

月曜日15：30～17：00　（第２月曜休み）

札幌市生涯学习中心（chieria）2楼社团活动室（Jim's English
的房间）札幌市西区宫之泽1条1丁目

教室名 【樱之树】日语志愿者

周一的15：30～17：00（第2个周一休息）
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札幌市日语志愿者教室一览 札幌圏の日本語ボランティア教室一覧

教室名 教室名

星期・时间 曜日・時間

费用 費用

费用 費用

联络方式 連絡先

教室名 教室名

最近车站 最寄駅

费用 費用

备考 備考

教室名 教室名

星期・时间 曜日・時間

最近车站 最寄駅

费用 費用

备考 備考

教室名 教室名

星期・时间 曜日・時間

费用 費用

备考 備考

*这份表格顺序不同 *このリストは順不同です

需要事先预约。每次限定前10位。 事前申し込みが必要。各回10名まで。

1节课1小时200日元 1レッスン1時間200円

联系方式
Tel: 011-211-0105　E-mail: s25@ngos25.org
http://www.ngos25.org

連絡先
Tel:011-211-0105　E-mail: s25@ngos25.org
http://www.ngos25.org

地点
札幌市中央区南1条西8丁目6-2 SITY大楼7F-B
S-NICO事务所

場所 札幌市中央区南１条西８丁目６－２　ＳＩＴＹビル７Ｆ－Ｂ　エスニコ事務所

最近车站 地铁大通站 最寄駅 地下鉄大通駅

初级1～4、中级 初級1～4、中級

NPO法人S-NICO（日语沙龙） NPO法人エスニコ「日本語サロン」

请阅读官网内容并在面见后确定日程 ホームページに記載&面談の上、日程応相談

200日元/1次 200円/回

联系方式
E-mail： sapporostepj@gmail.com
http://sapporostepj.wix.com/stepj

連絡先
E-mail：sapporostepj@gmail.com
http://sapporostepj.wix.com/stepj

地点
Hulic札幌大楼5层
(中央区北3条西3丁目1-44)

場所
ヒューリック札幌ビル　５F（旧　札幌富士ビル）
(中央区北3条西3丁目1-44）

地铁南北线札幌站 9号出口直通 地下鉄南北線さっぽろ駅　9番出口直結

初学水平班至高级水平班。
不需要提前报名或者登记。

入門レベルから上級レベルまで対応。
事前登録や申し込み必要なし。

日语俱乐部 STEP・J！ にほんごサークル　STEP・J！

周一18:30-20:00 月曜日　18：30～20：00

免费 無料

联络方式
Tel:090-2891-1537（市川/Ichikawa）
090-9750-2788 (椿原/Tsubakihara)

連絡先
℡   090-2871-1537(市川)
　    090-9750-2788(椿原)

地点 札幌L Plaza（北区北8条西3丁目） 場所 札幌エルプラザ(北区北8条西3丁目)

ＪＲ札幌站北口　地铁札幌站12号出口 札幌駅北口／地下鉄札幌駅１２番出口

J.WORKS J.WORKS

星期・时间
周六13：30-15：00（每月举办2次）
※举办时间请参考宣传单
语言·文化·自由讨论

曜日・時間
土曜日13：30～15：00（毎月2回）
※開催日はチラシを参照ください
語学・文化・フリ－トーク

Tel: 090-7510-3421（藏本）
448konzert-peter.mar@ezweb.ne.jp

℡：090-7510-3421(蔵本)
448konzert-peter.mar@ezweb.ne.jp

备考
单独授课、前往家中授课、（可提供幼儿托管服务）主要以留学生家
属为对象

備考
個人授業、出張授業
幼児保育可能(主に留学生の家族が対象）

地点
道立市民活动促进中心8F
中央区北2条西7丁目 Kaderu2・7・8F

場所
道立市民活動促進センター8F
(中央区北2条西7丁目かでる2・7 8F）

免费 無料

教室名
H.I.W.A日语教室
[学/MANABU]

H.I.W.A日本語教室
「まなぶ」

星期・时间
周三 10:00-12:00(入门，初级Ⅰ・Ⅱ，中级Ⅰ・Ⅱ)
       13:00-15:00(初级Ⅱ、中级)

曜日・時間
水曜日10：00～12：00（入門、初級Ⅰ・Ⅱ、中級Ⅰ・Ⅱ）
　　　　 13：00～15：00(初級Ⅱ・上級）

联络方式
Tel : 070-6607-3288
http：//mado.jpn.org/

連絡先
℡ : 070-6607-3288
http：//mado.jpn.org/

备考
日语学习指导、日常会话
・『日语角』每周三  14:00-15:30
中央区北1西3 ＭＮ大厦３F 札幌国际交流中心

備考

・日本語学習支援、日常会話
・『レッツトーク日本語』
　毎週水曜日　14：00～15：30
　（MNビル3階　札幌国際プラザにて）

最近车站
地铁东丰线学园前站
２号出口，徒歩2分钟

最寄駅 地下鉄東豊線学園前駅2番出口徒歩2分

免费 無料

日语志愿者「窗」 日本語ボランティア「窓」

周二、周四、周六13：00-17：00 火・木・土　13：00～17：00

地点
札幌留学生交流中心２F
豊平区豊平６条６丁目

場所
札幌留学生交流センター2階
(豊平区豊平6条6丁目）


