
平成26（2014）年度　ＪＦ講座コース一覧　　平成26年9月30日現在（計画分を含む）

『まるごと』使用 『まるごと』以外の教材使用

韓国 ソウル日本文化センター 入門(A1)/初中級(A2/B1)/中級1（B1) 中級総合(B1)/中上級総合(B2)

中国 北京日本文化センター 入門(A1)/初級1(A2)

インドネシア
ジャカルタ日本文化セン

ター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)/中級1(B1)

中級1(B1)/中級2(B1)/中級後期(B1)/
上級前期(B1)/上級(B1-B2)

タイ バンコク日本文化センター
入門(A1)/初級1(A2)/
初中級(A2/B1)/中級１(B1)

総合初中級(A2-B1)/
総合上級(B2以上)

フィリピン マニラ日本文化センター 入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)
日本語教師のための中級日本語3
（B1)

ベトナム
ベトナム日本文化交流

センター　ハノイ
初級2(A2)/初中級(A2/B1)/中級

初中級（A2/B1)

ベトナム
ベトナム日本文化交流
センター　ホーチミン

入門(A1)/初級2(A2)/初中級(A2/B1)

マレーシア
クアランプール日本文化

センター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

中級（B1-1)/中上級(B1-2)/
上級1(B2-1)/上級2(B2-2)

インド
ニューデリー日本文化

センター
入門(A1)/初級1(A2) B1総合(B1)

豪州 シドニー日本文化センター 入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)

特別コース（技能別、目的別など）

A1：子どもの日で学ぶ日本語/夏祭りで学ぶ日本語/和菓子で学ぶ日本語/茶道で学ぶ日本語

A1：生け花で学ぶ日本語/茶道で学ぶ日本語/マンガで学ぶ日本語/和菓子作りで学ぶ日本語/
     年中行事で学ぶ日本語

国 センター名
総合コース

※A1～C2：JF日本語教育スタンダード準拠のレベル表示

A1：「中国語版エリン」体験講座

A1：旅行で使う日本語紹介/日本の食事とマナー/日本語紹介/キッズプログラム
B2：技能別ビジネス文書/技能別アニメ・ドラマ読解/技能別新聞読解

B1：中級作文/中級発音/中級会話
B2：映像日本語/対話技術/日韓通訳/日本文化
C1：作文/韓日翻訳/発音/テーマ討論/待遇表現/小説読解/日本文化/メディアで学ぶ日本語/
     上級スピーチ＆ディスカッション/日韓通訳

A1：日本語で体験!和食のマナー/日本語で体験!盆踊り/観光で使える簡単日本語/日本語で体験!お弁当づくり
A2：発音/翻訳入門
A2-B1：漢字初中級
B1：語彙文法中級/読解中級/聴解中級/会話中級/作文中級/仕事のための日本語/翻訳中級/漢字中級/
     ニュース聴読解中級
B2：文法上級/読解上級/会話上級/翻訳上級/新聞読解上級/映像メディアの日本語/語彙文法上級/翻訳上級

A1：子どものための日本語/日本語体験クラス
A1-A2：チャットルーム
A2-B1：日本文学紹介

A1-A2：教師向けオンライン講座
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『まるごと』使用 『まるごと』以外の教材使用
特別コース（技能別、目的別など）国 センター名

総合コース

カナダ トロント日本文化センター 入門(A1)/初級1(A2)

米国
ニューヨーク日本文化セン

ター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

米国
ロサンゼルス日本文化

センター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)

メキシコ メキシコ日本文化センター 入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)

ブラジル
サンパウロ日本文化セン

ター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

イタリア ローマ日本文化会館
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

総合初級Ⅰ（A1-A2.1)/
総合初級Ⅱ（A2.2)/
総合中級Ⅰ（B1.1)/
総合中級Ⅱ（B1.2-B2)/
総合上級（B2)

イギリス ロンドン日本文化センター 入門(A1)

スペイン マドリード日本文化センター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)/中級1(B1)

ドイツ ケルン日本文化会館
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

夏コース（B1/B1-B2/B2/B2-C1)/
秋冬コース（B1/B1-B2/B2/B2-C1)

フランス パリ日本文化会館
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

B1-B2講座（B1-B2)

A1：入門体験コース
A1-B1：言語知識整理コース
C1：テーマ別講座/文化体験講座

A1：中学生向け日本語講座

A1：入門日本語・日本文化講座/日本語教師向け日本語ブラッシュアップ講座/
    日本語教師のためのオンライン日本語講座/Japanese for ALTｓ(JETプログラム参加者のための日本語講座)
A2-B1：文化日本語講座
B1：日本語教師向け日本語ブラッシュアップ講座
B2-C1：日本語で学ぶ日本事情講座/日本語教師向け日本語ブラッシュアップ講座

A1：中高生のための日本語
A1-A2：会話サロン
A1：漢字講座
A1-B1：小規模日本語講座（書道、紙すき、にぎり寿司講座）
A2-B1：マンガ日本語

A1-A2：Summer Special Workshops Travel Japanese
A1-C2：Conversation Café/Lecture Series
B1-B2：Reading & Discussion/Informative Reading & Discussion/
      　　 Summer Special Workshops Japan through Your Eyes/Conversation Café

A1：高校生対象夏期特別講座
A1-B1：Terakoya
A1-C2：JF Nihongo Tea Time/文化講座
B1：Business Japanese

A1：文化日本語講座

A1：文化日本語（旅行の日本語/和食の日本語/漢字と書道）/お試し日本語/
     日本語ワークショップ（アニメ・マンガの日本語/映画の日本語）

A1：Let's Learn Hiragana!/読解講座/旅行会話入門/日本語で歌う/日本語・日本文化紹介サンプラー講座
A2：マンガの日本語/映画で日本語
B1：日本語語る
B2：記者の目
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『まるごと』使用 『まるごと』以外の教材使用
特別コース（技能別、目的別など）国 センター名

総合コース

ハンガリー
ブダペスト日本文化セン

ター

総合コース準備（A1)/
総合コース（A1/A2/A2-B1/B1-B2)/
トピック日本語コース（A1-B2)

ロシア モスクワ日本文化センター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)/中級1(B1)

初中級コース（A2)

エジプト カイロ日本文化センター 入門(A1)/初中級(A2/B1)

初級コース（A1/A2-1)/
中級コース（A2-2～B1-1/B1-1)/
上級コース（B2)/
中級日本語オンライン講座（B1)

モンゴル
モンゴル日本人材開発

センター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

カンボジア
カンボジア日本人材開発

センター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)/中級1（B1)

Japanese for Everyone3（A2)/

ラオス ラオス日本センター 入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2) レギュラー（A2)/レギュラー（B1)

ウクライナ ウクライナ日本センター 入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)

初級2(A2-1)/初級３（A2-2)/
中級1（B1-1)/中級2（B1-2)/
中級3（B2-1)/中級4（B2-2)/
上級1（B2-2)

ウズベキスタ
ン

ウズベキスタン日本人材開
発センター

入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)
初級1（A1)/初級2（A2)/
中級（B1)/中上級（B1)/
年少者1（A1)/年少者（A1/A2）

カザフスタン
カザフスタン日本人材開発

センター　アルマティ
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)/中級1(B1)

カザフスタン
カザフスタン日本人材開発

センター　アスタナ
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)/
初中級(A2/B1)

中上級Ⅱ（A2-B1)/中上級Ⅲ（B1)

キルギス
キルギス日本人材開発

センター
入門(A1)/初級1(A2)/初級2(A2)

一般コース初級Ⅰ（A2)/初級Ⅱ（B1)/
中級Ⅰ（B2-1)/中級Ⅱ（B2-2)

A1：企業委託コース/訪日前研修
A2：企業委託コース
B1：ビジネス日本語/中級技能別

A1：社会人コースⅠ/初級子供コースⅠ/JDS帰国子弟コース
A2：社会人コースⅡ/初級子供コースⅡ
B1-B2：日本語でプレゼンテーション

A1：文化日本語講座（ひらがな、料理皇室）
A2：文化日本語講座（着物、いろはかるた）
A2-B2：文化日本語講座（茶道、書道）
A2-C2：文化日本語講座（折り紙）

B1-B2：考古学・観光コース

A1：サバイバルジャパニーズ/漢字/日本語無料体験講座/ひらがな・カタカナコース
A1-A2：漢字
B2-C1：総合（ビジネス日本語）
A1-C1：研究計画書の書き方

A1：企業出張レッスン

A1：文化日本語講座
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