★学外の団体による留学生のための行事・イベント★
以下の情報は国際教育センターウェブサイトでも見ることができます。
（過去の情報をもとに掲載しています。今年度開催予定かどうかなど詳細情報は、各自早めに問い合わせて確認してください。
）
＊ ホームステイ：ホ

＊
ホ

ホ

時期
6・11 月

地域・地方の紹介や交流：地

行事名
ホームステイプログラム

8 月・

夏休みショートホームステイ

12 月頃

冬休みホームビジット

学生交流：学

スポーツ・アウトドア：ス

日本語学習：日

その他：他

内容・場所
横浜・静岡県東部など

主催
ヒッポファミリー

問い合わせ
YNU 国際教育センター303

（1 泊 2 日）

クラブ

東京近郊など各地

公益財団法人

03-3293-5424

東京 YWCA

http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryuga
kusei/ryugakusei/stay.html

ホ 地

ホ 地

ホ 地

(財)北海道国際交流

0138-22-0770

センター

http://www.hif.or.jp/

石川県

JAPAN TENT

076-260-3470

（1 週間くらい）

開催委員会事務局

https://ja-jp.facebook.com/japantent

はつかいち平和ツアーin 広島

広島県廿日市市

廿日市市国際交流

大学を通じて申し込む

（ホームステイプログラム）

（５日間くらい）

協会

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.j

2 月・

国際交流のつどい

8 月頃

ファーム体験

8月

JAPAN TENT

8月

北海道

info@hif.or.jp
office@japantent.com

p/site/hia/list2.html
ホ 地

ホ 地

夏・冬

3 月頃

ホームステイ研修会

沖縄・北海道（6 日）

一般財団法人共立

03-5295-0205

国際交流奨学財団

https://www.kif-org.com/homestay/

からいも交流

鹿児島・宮崎

NPO 法人

0995-64-7751

（鹿児島・宮崎ホームステイ

（1-2 週間）

からいも交流

https://npo-karaimo.com/
https://www.facebook.com/Karaimo.Koryu

プログラム）
学 ス

7～8 月頃

hia21@mx4.tiki.ne.jp

ENGLISH SUMMER

日本人の中学生と英語で

東京都北区教育

080-8735-4126 (YNU 国際教育センター

CAMP in 那須

会話・野外活動

委員会

303 でも)

esc@nots.gr.jp

https://peraichi.com/landing_pages/view/esc

ス

3月

スキー＆スノボ交流会

スキー＆スノーボード（新潟県） NPO 法人

03-4500-2227

ホ 地

1・9 月

岩手三陸被災地視察とホーム

ホームステイ、漁業体験、

国際青少年交流

aiye@kokusaikoryu.com

ステイ交流会

津波被災地視察 他（岩手県）

協会

http://www.kokusaikoryu.com/

外国人による日本語弁論大会

日本語によるスピーチコン

（財）国際教育振興

03-3359-9620

テスト（各都市）

会

http://www.iec-nichibei.or.jp/

東京 YWCA 留学生による

日本語によるスピーチコン

東京 YWCA

03-3293-5424

「日本語発表会」

テスト

http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryuga

4 月に説明会

「留学生の母親」運動

日本人家庭との家族のような交流

kusei/ryugakusei/speech.html

1 月（2,3

在日留学生音楽コンクール

楽器演奏、ダンス、歌などの

国際文化交流事業

03-3467-7422

音楽コンクール（国立オリンピ

財団(JICEF)

info@jicef.or.jp

日

日 他

他

6月
12 月頃

年に一度)

http://www.jicef.or.jp

ック記念青少年総合センター）

他

12 月頃

かながわ留学生音楽祭

伝統芸能、ダンス、歌、楽器

MIN-ON、横浜市芸

https://www.facebook.com/KanagawaRy

演奏などのパフォーマンス

術文化振興財団

uon/

★留学生のための相談・交流の場★
・(財)横浜市国際交流協会（YOKE）
（045-222-1171 https://www.tagengo.yokeweb.com/ej）
広報誌「よこはま～横浜」
（
「広報よこはま」のやさしい日本語版）
、
「ヨークピア」発行
日本語勉強会、文化交流まつりやフェアなどのイベント

「横浜市多文化共生総合相談センター」

が、2019 年 8 月、YOKE 内に設置されました。相談は無料です。

対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語
対応日時： 月～金 10:00-16:30（11 言語） 第 2・4 土 10:00-12:30（4 言語）

電話： 045-222-1209 FAX： 045-222-1187 E-mail： t-info@yoke.or.jp

※詳細はウェブサイトでご確認ください

・横浜市国際学生会館（045-507-0121 http://yoke.or.jp/yish/ yish94@nifty.com）
広報誌「よこはま地球村」発行
留学生のための就職ゼミナール、陶芸体験、座禅体験などのイベント、チューター
・横浜市みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ（横浜市南区）
045-232-9544（日本語対応）
、045-242-0888（外国語対応）
、http://tabunka.minamilounge.com/
情報誌「アクセスみなみ」発行
通訳付き無料専門（法律、在留資格など）相談、日本語教室情報、子どもの学習支援など、外国人市民に対するサポート
・横浜市ほどがや国際交流ラウンジ（045-337-0012 http://www.hodogaya-kokusai.com/ toiawase@hodogaya-kokusai.com）
広報誌「国際交流ほどがや」発行
外国人相談窓口、日本語教室、子供の勉強会、国際交流イベント
・横浜市青葉国際交流ラウンジ（045-989-5266 http://aoba-lounge.com/index.php?lang=ja aobaloungeintl89h1@t07.itscom.net）
広報誌「青葉ラウンジニュース」発行
国際交流会、日本語スピーチ大会などのイベント
・横浜市港南国際交流ラウンジ（045-848-0990 http://www.konanlounge.com/ konan-international-lounge@yokohama.email.ne.jp）
広報誌「港南ラウンジ・ニュース」発行
日本語教室、各国料理教室などのイベント
・かながわ国際ファンクラブ（KANAFAN）
（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/kanafan/index.html）
就活支援、交流
KANAFAN Station（横浜駅徒歩５分かながわ県民センター２階：留学生等が自由に交流できるスペースや留学生活・就活相談窓
口あり）
・神奈川 SGG クラブ（http://volunteerguide-ksgg.jp/ ksgg_desk@yahoo.co.jp）
会報誌「KSGG」発行
個人チューター、鎌倉ツアー、横浜港クルージング、工場見学、座禅体験、生け花講習会などのイベント
・NPO 法人 留学生と語り合う会（RKK）
（http://rkk.world.coocan.jp/）
会報誌「RKK ニュース」発行
日本語学習支援、個人チューター、社会・工場見学、RKK フェスティバル（日本語スピーチ大会、文化祭）などのイベント
・横浜国立大学内
《国際教育課》
学長主催 留学生パーティー「外国人研究者・留学生 観月の会」
《国際戦略推進機構》問い合わせ：国際教育センター303 号室 藤井 045-339-3187
6 月、11 月 ホームステイ体験プログラム
通年 地域ボランティアチューター紹介：日本語支援、交流
《国際教育センター105（いちまるご・国際戦略推進機構長公認組織）
》 国際教育センター２階ロビー
平日 11：30～14：30（長期休暇中を除く）
日本語会話・学習サポート、生活相談、図書貸し出し等
キャンパスツアー、ウェルカムパーティー、ＢＢＱパーティー、交流合宿などのイベント
《ISL (International Students Lounge アイスル・国際戦略推進機構長公認組織)》 ローソンの建物(N10-4)内
火・水・金曜日 12：10～12：50（長期休暇中を除く） 主に理工系留学生の各種相談に応じる
交流イベントを不定期に開催
《Global Café》
不定期に開催される留学生による母国紹介・交流イベント
《World Wide Wings》 学内の国際交流サークル
いろいろな交流イベント

2020.4 国際戦略推進機構

International Event Information
★International events held by various organizations from all over Japan★
（All the information below is based on the events held in the past years. If you are interested in any of the events below,
please contact the sponsors by yourself and get the latest information.）
Time
Jun/Nov

Program

Home Stay Program

Details
Yokohama/Shizuoka

Pref.,

Promoter / Sponsor
Hippo Family Club

Contact
YNU International Student Center 303

Tokyo YWCA

03-3293-5424 http://www.tokyo.ywca.or.jp/

etc. (2 days and 1 night trip)
Aug/Dec

Summer Short Home Stay/

Tokyo etc.

peace/ryugakusei/ryugakusei/stay.html

Winter Short Visit
Feb/Aug

International Gathering/

Hokkaido

Farm Stay
Aug

Aug

info@hif.or.jp

Foundation (HIF)

http://www.hif.or.jp/en/index.html

Ishikawa Pref.

JAPAN TENT

076-260-3470

(Home Stay Program)

(for about 1 week)

Steering

office@japantent.com

Committee Office

https://ja-jp.facebook.com/japantent

Hatsukaichi Peace Tour

Hatsukaichi City, Hiroshima

Hatsukaichi

(Application through YNU) hia21@mx4.tiki.ne.jp

in Hiroshima

Pref.

International

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/

(for 5 days)

Association

hia/list2.html

Okinawa/Hokkaido

KYORITSU

03-5295-0205

International Foundation

https://www.kif-org.com/homestay/

NPO Karaimo Koryu

0995-64-7751

Home Stay Program

/Winter
Mar

0138-22-0770

JAPAN TENT

(Home Stay Program)
Summer

Hokkaido International

Karaimo Koryu
(Home Stay Program)

Kagoshima/Miyazaki
(for 1-2 weeks)

https://npo-karaimo.com/
https://www.facebook.com/Karaimo.Koryu

Jul-Aug

ENGLISH SUMMER

English activities with Japanese

Tokyo Kita Ward

080-8735-4126

CAMP in Nasu

junior high school students

Board of Education

(or YNU International Student Center 303)

esc@nots.gr.jp

https://peraichi.com/landing_pages/view/esc
Mar

Skiing/Snowboarding

Niigata Pref.

NPO International

03-4500-2227

Jan/Sept

Inspection of Iwate

Iwate Pref.

Youth Exchange

aiye@kokusaikoryu.com

Program

http://www.kokusaikoryu.com/

International Speech Contest

International Education

03-3359-9620

Contest in Japanese

in Japanese

Center (IEC)

http://www.iec-nichibei.or.jp/

Tokyo YWCA

International Speech Contest

Tokyo YWCA

03-3293-5424

“International Students Japanese

in Japanese/ Exchange

http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/

Language Speech Presentation” /

Program with Japanese

ryugakusei/speech.html

“Japanese Mothers for

Family (Explanatory

International Students” Movement

Meeting will be held in April)

Jan

Foreign Students’

Playing instruments,

(once every

Music Contest

dance/vocal performance

info@jicef.or.jp

(at National Olympics Memorial

http://www.jicef.or.jp

Affected Area & Homestay
Exchange
Jun

Dec

2-3 years)

International Speech

JICEF

03-3467-7422

Youth Center in Yoyogi)

Dec

Kanagawa International

Traditional ethnic dance, singing,

MIN-ON, Yokohama

Students Music Festival

playing instruments, etc.

Arts Foundation

https://www.facebook.com/KanagawaRyuon/

★Organizations for International Students/Foreign Residents★
・Yokohama Association for International Communications and Exchange (YOKE)
(045-222-1171 https://www.tagengo.yokeweb.com/en)
Publication of information magazine “Yokohama” and “YOKEPIER”
Japanese classes, international festivals, etc.

“Yokohama Foreign Residents Information Center,” opened in August 2019, at the offices of the YOKE, provides
information and consultation in any of 11 languages alongside interpretation-related services. For details, please see
https://www.yokoinfo.jp/en/
Open hours： 10:00-16:30 (weekdays), 10:00-12:30（2nd and 4th Saturdays of the month）

TEL： 045-222-1209 FAX： 045-222-1187 E-mail： t-info@yoke.or.jp
・Yokohama International Student House (045-507-0121 http://yoke.or.jp/yish/ yish94@nifty.com)
Publication of information magazine “Yokohama Chikyu-mura”
Job-hunting seminars for international students, ceramic art lessons, zazen lessons, volunteer tutors matching service, etc.

・Yokohama Minami Shimin Katsudo Tabunka Kyosei Lounge
045-232-9544 (in Japanese), 045-242-0888 (in English, Tagalog, Thai language) http://tabunka.minamilounge.com/
Publication of information magazine “Access Minami”
Support for foreign residents such as professional free consultation with an interpreter regarding legal matters and resident
status, information of Japanese classes, support for children’s study, etc.
・Yokohama Hodogaya International Lounge
(045-337-0012 http://www.hodogaya-kokusai.com/ toiawase@hodogaya-kokusai.com)
Publication of information magazine “Hodogaya”
Information desk for foreign residents, Japanese classes for both adults and children, international festivals, etc.
・Yokohama Aoba International Lounge
(045-989-5266 http://aoba-lounge.com/index.php?lang=ja aobaloungeintl89h1@t07.itscom.net)
Publication of information magazine “Aoba Lounge News”
International gathering, speech contests in Japanese, etc.
・Yokohama Konan International Lounge
(045-848-0990 http://www.konanlounge.com/ konan-international-lounge@yokohama.email.ne.jp)
Publication of information magazine “Konan Lounge News”
Japanese classes, international cooking lessons, etc.
・KANAGAWA International Fan Club (KANAFAN) （http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/kanafan/en/）
Job hunting support, cultural exchange events, etc.
KANAFAN Station (2nd Floor, Kanagawa Kenmin Center, 5 minute walk from Yokohama Station) : multi-purpose space
that can be used for exchange activities; information/consultation desk for international students (job-searching, living, etc.)

・Kanagawa SGG Club (KSGG) (http://volunteerguide-ksgg.jp/ ksgg_desk@yahoo.co.jp)
Publication of information magazine “KSGG”
Volunteer tutors, Kamakura tour, Yokohama port cruising tour, Zazen/Japanese flower arrangement lessons, etc.
・RKK (Ryugakusei to Katariau Kai) (http://rkk.world.coocan.jp/)
Publication of information magazine “RKK News”
Japanese classes, volunteer tutors, study tours, speech contest in Japanese, cultural festivals, etc.

★Yokohama National University★

《International Education Division》
Party for the international students hosted by the president of YNU
《International Strategy Organization》
(Prof. Fujii at room 303, International Student Center 045-339-3187)
Jun/Nov:
home stay program
Apr-Mar:
local volunteer tutors matching: support for studying Japanese, cultural exchange
《International Student Center “105”》 from 11:30 to 14:30 weekdays at 2nd Floor Lobby, ISC
Support for Japanese conversation practice, homework, study for exams, counseling and books for rent
Practical events for fun (campus tour, welcome party, BBQ party, cultural exchange event “ASTAGE”, etc.)
《International Students Lounge “ISL” 》 from 12:10 to 12:50 on Tuesday, Wednesday and Friday at Lawson (N10-4)
Counseling and support for international students who belong to mainly engineering and science departments
Events for international and Japanese students
《Global Café》
Introduction of each country by international students held irregularly, cultural exchange events
《World Wide Wings》Student Group
Events for international and Japanese students

April 2020, International Strategy Organization

