
この教室では、横浜で生活をしている皆さんの、暮らしに役立つ日本語を学習します。

教室に参加する皆さんが知り合うことを大切にしています。
We will give you a daily Japanese language lesson and also provide to know each other in this class.

We hope to provide pleasant learning atmosphere and enhance communication among learners.

生活在横滨的各位，在本日语教室里可以学习有助于日常生活的日语。

以提供轻松愉快的学习氛围，促进学习者之间的互相认识与理解。

YOKE日本語教室 2023年度 第1期

横浜市国際交流協会 (YOKE)

Tel  045-222-1173

よこ はま し こくさいこうりゅうきょうかい

月 ~ 金 10：00～16：30

Email c-nihongo@yoke.or.jp

に ほ ん ご
YOKE日本語教室

YOKE Japanese Class

YOKE 日语教室

●日本語・English・中文・Español・Tiếng Việt など 11言語

きょうしつ よこはま せいかつ みな く やくだ にほんご がくしゅう

# 新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、予告なくコース期間の変更、コース開催の中止を行うことがあります。
# The course schedules are subject to change or cancellation without prior notice to prevent the spread of COVID-19..
# 为了防止新型冠状病毒感染的扩大，课程日期可能会被更改或取消，恕不另行通知。

５月～ オンライン教室

きょうしつ さんか みな し あ たいせつ

４月～ みなとみらい教室

い つ 2023年 5月8日～7月5日

10：00～11：15 月・水曜日

Every Monday and Wednesday

どこで オンライン（Zoom）

い つ 2023年 4月19日～6月26日

10：30～11：45 月・水曜日

Every Monday and Wednesday

どこで 横浜市国際交流協会（YOKE)会議室

みなとみらい駅 徒歩５分 桜木町駅 徒歩１５分

よ こ は ま し こ く さ い こ う りゅう きょうかい かいぎしつ

えき とほ ふん さくらぎちょうえき とほ ふん

ねん がつ ようか がつ いつか

がつ きょうしつ

げつ すいようび

～伝え合おう！私のこと 横浜のこと～
つた あ わたし よこはま

２つのコースがあります。

どちらか選んで参加できます。
There are two courses. You can choose 
either one to participate.
有两种授课方式, 您可以选择其中之一参加。

ふた

えら さんか

がつ きょうしつ

ねん がつ にち がつ にち

げつ すいようび

.

いくら 18回 ￥9,000

だれ ・初級レベル （オンラインはひらがなが読める人）、Beginner level （Online classes are for people who can read hiragana)、

初级水平的人 （在线课程仅限于会读懂平假名的人)

・１６歳以上の人 16 years old and over   16岁以上的人、居住在横滨或在横滨工作的人

・横浜に住んでいるか、働いている人など Who are living or working in Yokohama

人数 みなとみらい教室：15人、オンライン教室：8人 3～5人のｸﾞﾙｰﾌﾟ
Minatomirai class:10 people, Online class: 8 people, group lessons 3-5 people per group
线下教室：定员15名, 在线课堂:定员8名, 分3到5名的小组学习。

かい

しょきゅう よ ひと

さい いじょう ひと

よこはま す はたら ひと

にんずう きょうしつ にん きょうしつ にん にん

申し込み
Application

もう こ

に ほ ん ご きょう しつ



上記のホームページ( QRコード)または電話で申し込んでください。インタビューを行います。

Please make an appointment for an interview from website (QR code) or phone.

请通过二维码或电话申请。有课前面谈。

Webから申し込み
Apply from Website

先着順、first-come-first-served bases

按报名的先后顺序

https://www.yokeweb.com/nihongkyoshitsu/

インタビュー / Interview

or

もう こ

じょうき でんわ もう こ おこな

よこ はま し にし く ぱ し ふぃ こ よこ はま （よこはま こ く さい きょうりょく せ ん たー ） かい

主催 横浜市国際交流協会 (YOKE）
しゅ さい よこ はま し こく さい こうりゅう きょうかい

みなとみらい教室

オンライン教室 2023年 5月8日～7月5日 10：00～11：15

2023年4月19日～6月26日 10：30～11：45

会場地図 MAP
かいじょう ちず

きょうしつ

きょうしつ

YOKE日本語教室 YOKE Japanese Class

〒220-0012  横浜市西区みなとみらい１－１－１ パシフィコ横浜(横浜国際協力センター）5階

せんちゃくじゅん


