
といあわせ （公財）横浜市国際交流協会 よこはま日本語学習支援センター
くらしの日本語係 （くらしのにほんごがかり）

☎ ： 045-222-1173 🕙10:00 ～16：30 
mail: c-nihongo@yoke.or.jp

よこはま す ひと よこはま はたら ひと がっこう い ひと

だ れ ・横浜に住んでいる人、横浜で働いている人、学校に行っている人
よ ひと かんたん かいわ ひと おんらいん かんきょう じゅんび ひと

・ひらがなが読める人 ・簡単な会話ができる人 ・オンライン環境を準備できる人

日本語教室 ONLINE NIHONGO LESSON
に ほん ご

よこはまでつながる くらしの日本語
Online Japanese Class for Daily Life in Yokohama

使用网上教材 在横滨学习日常生活日语
に ほん ご きょう ざい つか たの に ほん ご まな

オンライン日本語教材を使って、楽しく日本語を学んでみませんか。
まい にち く に ほん ご ふ

毎日の暮らしで、日本語でできることが増えます！
じ ぶん べんきょう ひと よこ はま せい かつ じょうほう し ひと さん か ま

自分で勉強できるようになりたい人、横浜での生活情報を知りたい人の参加を待っています。

にん せんちゃくじゅん

なんにん 10人 (先着順）

もうしこみ URLから

無料(0円）

横浜市委託事業 文化庁 令和4年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

・お預かりする個人情報は、この講座に関する連絡にのみ使用します。

https://ws.formzu.net/dist/S25264250/

QRコードから

冬コース
ねん がつ とおか がつなのか ぜん かい まいしゅう か よう び

2023年1月10日～2月7日（全5回） 毎週 火曜日 10：00～11：30

いつ

だい かい

第1回
いちがつ とおか

1月10日

だい かい

第2回
いちがつ じゅうしちにち

1月17日

だい かい

第3回
いちがつ にじゅうよっか

1月24日

だい かい

第4回
いちがつさんじゅういちにち

1月31日

だい かい

第5回
にがつ なのか

2月7日

なに
おすすめの
れ す と ら ん

レストラン

くすり

この薬

ありますか

びょういん

病院で

どうする

でん しゃ の

電車に乗ろう

じょうず

上手に
か もの

買い物しよう

オンライン教材「つながるひろがる にほんごでのくらし」を使います。

オンライン

2022年度

mailto:c-nihongo@yoke.or.jp
https://ws.formzu.net/dist/S25264250/


January 10 to February 7, 2023 (5 times in total) Every Tuesday 10：00～11：30

When
1st

January 10th

2nd

January 17th

3rd

January 24th

4th

January 31st

5th

February 7th

Topic

Recommended 

Restaurants

Do have this 

medicine？
Hospital TakingTrains Shopping

Teaching materials  “Connect and Enhance Your Life in Japanese”

中国版・中文版

对象 居住在横滨市或在横滨上学上班的人员。会说简单的日语，读懂平假名并可以自行链接网络的人。

人数 10名（按报名的先后顺序）

免费

Contact YOKOHAMA ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION  AND EXCHANGES（YOKE）

Yokohama NIHONGO Support center     kurashi no nihongo gakari 
☎ : 045-222-1173 🕙10：00~16：30 

mail: c-nihongo@yoke.or.jp

Who Those who are living in Yokohama, working in Yokohama or going to school in Yokohama.
Those Who can speak Japanese a little and can read ひらがな hiragana.
Those who can prepare network environment.

How many 10 people(First-come-first-served basis)

Application from URL https://ws.formzu.net/dist/S25264250/
from QR code

咨询 （公財）横浜市国際交流協会 よこはま日本語学習支援センター kurashi no nihongo gakari
☎ ： 045-222-1173 🕙10：00~16：30 

mail: c-nihongo@yoke.or.jp

利用二维码

申请 利用URL https://ws.formzu.net/dist/S25264250/

FREE英語版・English edition

2023年1月10日～ 2月7日(共5回）每周星期二 10:00～11：30

日期

第1回

1月10日
第2回

1月17日
第3回

1月24日
第4回

1月31日
第5回

2月7日

话题
介绍饭店 有这种药吗？ 在医院… 坐电车去 美容院用语

使用网上「融会贯通 日语生活」教材（「つながるひろがる にほんごでのくらし」）

mailto:c-nihongo@yoke.or.jp
mailto:c-nihongo@yoke.or.jp

