
受講者番号 都道府県 市区町村 名前 読み方 所属（研修当時のもの）

1 東1 東京都 武蔵野市 安部 亜紀 あべ あき 公益財団法人武蔵野市国際交流協会

2 東2 長野県 箕輪町 入倉 眞佐子 いりくら まさこ 箕輪町

3 東3 茨城県 坂東市 内田 ちひろ うちだ ちひろ
公益財団法人茨城県国際交流協会
にほんごサークルあい

4 東4 東京都 品川区 角田 富美子 かくだ ふみこ NPO法人IWC国際市民の会

5 東5 神奈川県 横浜市 唐木澤 みどり からきさわ みどり 公益財団法人横浜市国際交流協会

6 東6 静岡県 浜松市 河口 美緒 かわぐち みお 公益財団法人浜松国際交流協会

7 東7 千葉県 印西市 河原 和栄 かわはら かずえ 印西市国際交流協会 日本語教室りぼん

8 東8 石川県 金沢市 古林 秀美 こばやし ひでみ 石川県日本語講師会

9 東9 福島県 福島市 佐々木 千賀子 ささき ちかこ 蓬莱日本語教室

10 東10 千葉県 習志野市 鈴木 晃二 すずき こうじ 習志野外語学院

11 東11 東京都 港区 田栗 春菜 たぐり はるな 一般財団法人港区国際交流協会

12 東12 千葉県 千葉市 田中 久美 たなか くみ 公益財団法人千葉市国際交流協会

13 東13 岩手県 岩手市 土井 夏樹 どい なつき
岩手県令和3年度地域日本語教育推進事業
（岩手県国際交流協会 受託事業）

14 東14 山口県 長門市 中岡 久恵 なかおか ひさえ ながと日本語クラブ

15 東15 東京都 豊島区 西形 あゆみ にしかた あゆみ 学校法人香川学園メロス言語学院

16 東16 埼玉県 さいたま市 芳賀 洋子 はが ようこ
地球っ子クラブ2000
あそび舎てんきりん

17 東17 茨城県 小美玉市 羽鳥 愛 はとり あい
多文化共生グループおみたまじん
公益財団法人茨城県国際交流協会

18 東18 東京都 小平市 原 聡子 はら さとこ 小平市国際交流協会

19 東19 新潟県 上越市 原田 真理 はらだ まり 公益社団法人上越国際交流協会

20 東20 山梨県 甲府市 古屋 玲子 ふるや れいこ 学校法人ユニタス日本語学校

21 東21 静岡県 静岡市 増田 奈美 ますだ なみ 一般財団法人静岡市国際交流協会

22 東22 北海道 苫小牧市 守岡 みのり もりおか みのり 特定非営利活動法人北海道日本語教育協会

23 東23 東京都 北区 山口 閑子 やまぐち しずこ 学校法人JET日本語学校

令和３年度地域日本語教育コーディネーター研修（東日本地域）修了者一覧



受講者番号 都道府県 市区町村 名前 読み方 所属（研修当時のもの）

1 西1 福岡県 北九州市 石井 雅美 いしい まさみ 公益財団法人北九州国際交流協会

2 西2 佐賀県 佐賀市 市丸 佳代子 いちまる かよこ 佐賀県地域交流部国際課

3 西4 島根県 ― 岩田 和美 いわた かずみ 公益財団法人しまね国際センター

4 西5 京都府 城陽市 大久保 雅由 おおくぼ まさよし 城陽市国際交流協会

5 西6 大阪府 大阪市 掛橋 智佳子 かけはし ちかこ 『生活の漢字』をかんがえる会

6 西7 岡山県 岡山市 岸上 裕子 きしがみ ゆうこ 岡山市市民協働局市民協働部国際課

7 西8 熊本県 菊池市 坂本 紀仁 さかもと のりひと 日本経済大学

8 西9 京都府 京都市 塩嵜 弘子 しおさき ひろこ 三条日本語教室

9 西10 山口県 下関市 杉原 賢治 すぎはら けんじ NPO法人にほんごコミュニティ

10 西11 愛媛県 宇和島市 高橋 志野 たかはし しの
愛媛大学 国際連携推進機構
国際教育支援センター

11 西12 愛知県 豊田市 得永 美穂 とくなが みほ 公益財団法人豊田市国際交流協会

12 西13 愛媛県 松山市 深田 絵里 ふかた えり 愛媛大学

13 西14 静岡県 磐田市 矢野 美佳 やの みか 一般社団法人磐田国際交流協会

14 西15 長崎県 ― 和田 一菜 わだ ひとな
CINGA日本語学習支援者研修プログラム普及事
業　長崎プログラム

令和３年度地域日本語教育コーディネーター研修（西日本地域）修了者一覧


