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の開発を推進しています。
We have developed learning materials with the aim of leveraging its extensive experience in Japanese language training. In response to rapid changes in
learning environments with the spread of ICT technology as well as the diversifying needs of learners, we also promote e-learning materials such as
online Japanese courses and Japanese learning websites and apps.
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関西国際センター

田尻スカイブリッジ

〒598-0093 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14
教育事業チーム
TEL 072-490-2601〜02
ＦＡＸ 072-490-2801

代表
TEL 072-490-2600
ＦＡＸ 072-490-2800

当センターが開発した主なeラーニング教材は以下のとおりです。

TEL +81-72-490-2600
ＦＡＸ +81-72-490-2800
URL

● アニメ・マンガの日本語 Japanese in Anime & Manga
● NIHONGO eな Portal for Learning Japanese NIHONGO e な

日本語学習プラットフォーム

● 日本語でケアナビ Nihongo de Care-navi

Japanese Language Learning Platform

● いろどり日本語オンラインコース
IRODORI Japanese Online Course

● JFにほんごeラーニング みなと

jpf-kansai@jpf.go.jp

他 and more

各サイトの詳細はこちらをご覧ください。
For more details, visit: https://kansai.jpf.go.jp/ja/resource/e-learning

日本語と日本文化を総合的に学ぶ「まるごとオンラインコース」
など様々なコースを受講できます。また、コミュニティ機能を使っ
て世界中の学習者と交流できます。
Minato offers a range of courses that allow students to select
one that will suit their personal interests. Also, community
function allows users to communicate and interact with their
fellow Japanese language students worldwide.

モバイル端末用文字学習アプリ
Apps for iOS and Android

● HIRAGANA/KATAKANA Memory Hint
https://kansai.jpf.go.jp/ja/resource/e-learning/memoryhint.html

● KANJI Memory Hint
https://kansai.jpf.go.jp/ja/resource/e-learning/memoryhint-kanji.html

■『初級からの日本語スピーチ』 Speech for Basic Level Japanese:

TEL +81-72-490-2601 〜 02
ＦＡＸ +81-72-490-2801
E-mail

Hirogaru, get more of Japan and Japanese

Listed below are the major e-learning materials we have developed.

Educational Training Section

https://kansai.jpf.go.jp

● ひろがる もっといろんな日本と日本語

今後も随時内容を充実させていく予定です。

3-14 Rinku Port Kita, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka 598-0093, Japan
Main number

Websites

● まるごと＋ Marugoto Plus

JF Japanese e-learning Minato https://minato-jf.jp/
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語学習サイトやアプリなどのeラーニング教材
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The Institute

教材を開発し、成果の還元に努めています。特

We operate a free shuttle bus service between
Rinku Town Station and the Institute.
The shuttle bus schedule is subject to change
without prior notice

26
Kansai Intl. Airport

りんくうタウン駅バスターミナル〜当センター間に、
無料シャトルバスを運行しておりますのでご利用ください。
なおシャトルバスの時刻は予告なく変更となる場合が
ございますので、ご了承ください。

阪神高速松原線

南海本線

阪神高速湾岸線

阪神高速堺線

ShinImamiya

関西国際センター

研修事業で得たノウハウを基に、様々な日本語

環境の変化や多様化する日本語学習者のニーズ

Izumisano-minami Exit on Hanshin Expressway
Wangan route
Izumisano I.C. on Kansai International Airport Expressway

Tennoji

e-Learning / Learning Materials Development

に近年、ICT技術の急速な発展・普及による学習

最寄高速道路出口
阪神高速湾岸線 泉佐野南出口
関西空港自動車道 泉佐野I.C.
■Expressway exit

Hagurazaki

←Shin-Kobe

Wakayama

至 新神戸

所要時間
「関西空港」
より、車で15分
JR関西空港線・南海空港線「りんくうタウン駅」
より車で５分・徒歩20分
■Time required to get to the Institute

for organized oral presentation of one s country, culture, and society

Other Learning Materials

■『日本語ドキドキ体験交流活動集』 Japanese through Real Activities
■『外国人のための看護・介護用語集 日本語でケアナビ』 Japanese-English WORDBOOK for CARE WORKERS
■『図書館の仕事-よりよい仕事をサポートするために』 HOW LIBRARY WORKS IN JAPAN - For Supporting Its Better use

関西国際センター

The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai

Japanese Language Programs, The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai

About The Institute

Training Services

日本語学習は、日本理解の基盤であり人づくりです。国際交流基金は大阪府泉南郡田尻町に「関西

これまでの研修事業の実績と経験を活かし、海外の日

国際センター」を1997年5月に設立しました。仕事で日本語を必要とする方や海外で日本語を学習

本語教育機関等の委託を受け、ご要望に沿った日本語

する方のための訪日研修や、インターネットを通じて日本語を学ぶ「eラーニング」の開発を行って

研修プログラムを実施する「受託研修」を行っていま

います。また、地域における国際交流推進のため、周辺地域の自治体、NPO等の機関と協力して海
外からの参加者と地域の方々との交流を行っています。
Learning Japanese is the basis of understanding Japan, as it is of character building. In May 1997,
the Japan Foundation established the Japanese-Language Institute, Kansai, in Tajiri-Cho, Sennan-Gun, Osaka. The Institute provides courses for people who need to use Japanese at work,
Japan visit programs for those studying Japanese overseas, and develops e-learning programs to
learn Japanese on the Internet. In addition, to promote international exchange in the community, we work with municipalities and
non-proﬁt organizations to arrange programs for participants from abroad and the local people to interact.

す。詳細につきましてはお問い合わせください。
Based on our performance and experience in past
training programs, we offer training services in
Japanese language programs
commissioned by Japanese
language institutions overseas,
tailored to your requests.
Please contact us for details.
C

Japanese-Language Programs for Specialists

研修を終えた参加者からは、
「日本語の授業や
会話の練習を重ねることで日本語能力に自信
Comments from the Program Participants
を持つことができた」「日本で築いたネット
ワークは貴重な財産」
「一生忘れられない素晴らしい経験だった」
「日本の人々の温かいもてな
しに感動した」
「生涯の友達ができた」
「日本語をもっと勉強して日本に留学したい」
「これか
らも何回も日本に来たい」といった感想が寄せられており、日本語学習意欲の継続、日本を理
解する人材の育成、日本と海外との交流の深化、等のために成果をあげています。
Participants responded with comments showing that we are achieving results in enhancing
motivation to learn Japanese, cultivating an understanding of Japan, deepening exchanges
between Japan and other countries, and more. Here are a few. The Japanese language
classes and being able to repeatedly practice my conversation skills, gave me conﬁdence in
my ability. The network I built in Japan is a valuable asset. It was a wonderful experience I will never forget. I was touched by the warm hospitality of the Japanese people.
I made friends for life. I want to study more Japanese and study in Japan. I hope to
come back to Japan many times.

Mariko Tagashira

Local Exchange and Cooperative Programs

海外の外交官、公務員、研究者、大学院生、司書、学芸員等で、その職務や研究のため実践的な日

近隣の自治体や国際交流団体のご協力を得ながら、研修参加者が日本の文化・社会に対する理解を深

本語能力を必要とする方々に向けた長期集中研修（２ヶ月〜８ヶ月）を行っています。日本語の研

められるよう、会話パートナー、ホームビジット、学校訪問、各種文化施設訪問などを実施しています。

修だけでなく、日本の文化・社会を理解するため、様々な訪問・交流プログラムも行い、日本を良

また、地域の皆様が企画する交流イベントを課外プログラムとして受け入れています。

く知る外交官・公務員や、日本に関する専門家を育成しています。
Long-term intensive training (two to eight months) is offered for diplomats, public ofﬁcials,
researchers, graduate students, librarians, curators, and other specialists from overseas who need
practical Japanese language skills for work or research. In addition to Japanese language training,
we provide various visitation and exchange programs for a better understanding of Japanese
culture and society to help diplomats and public ofﬁcials know Japan well and others become experts on Japan.

So that participants can deepen their understanding of Japanese culture and society, neighboring municipalities and
international exchange groups help us to arrange conversation pairs, home visits, school visits, and visits to various
cultural facilities. We also take on exchange events organized by the local people as extracurricular programs.

Facilities

Japan Visit Programs for Japanese-Language Students

Cafeteria

海外で日本語を学ぶ主として青年層に向けた短期訪日研修（２〜６週間）を行っています。日本語
行、ホームビジットなど日本を直に体験する機会を提供することで、学習者が日本語を継続して学

地域住民の皆様との交流、施設
C Mariko Tagashira
のご案内の一環として、当セン
ターの食堂をご利用いただけます。
（予約制）

ぶ意欲を高め、日本に対する理解が深まることを目指しています。

利用時間：12：00〜13：30（ラストオーダー13：00）

の授業のほか、これまで自国で学んだ日本語を実践し、日本の学生との交流、文化体験、研修旅

Short-term Japan visit programs (two to six weeks) are offered, mainly for young people who are
studying Japanese overseas. In addition to Japanese language classes, learners can use the
Japanese they have studied in their own countries, to interact with Japanese students, and to
directly experience Japan through cultural exposure, ﬁeld trips, and home visits. By providing these
opportunities, our aim is to enhance motivation to continue learning the language and to deepen their understanding of Japan.

The cafeteria can be used to interact with people in
the community or as an introduction to the facility
(reservations only)
Hours of operation 12:00 to 1:30 pm
(last orders taken at 1:00 pm)

Library
図書館では、滞在中の研修参加者の日本語
学習・研修活動をサポートするための参考
書や、日本の文化・社会を広く紹介する資
料を中心として、収集・提供を行っていま
す。外部の方でも無料で資料の閲覧・視聴
をすることができます。

C

Mariko Tagashira

利用時間：(月)〜(金)9:40〜17:00
休館日：土曜日・日曜日・国民の休日・
年末年始・毎月最終金曜日・
センターが必要と認めた日

The library has a collection of reference books to support the Japanese language
learning and training activities of participants during their stay and other materials that
widely introduce Japanese culture and society. These are available to participants as
well as visitors from the outside to enjoy, free of charge.
Hours of operation: 9:40 am to 5:00 pm Monday to Friday
Closed: Saturday, Sunday, public holidays, year-end and new-year holidays,
last Friday of every month, and days deemed necessary by the Institute.

