
よこはま たの にほんご こうざ

横浜で楽しく「はたらく」日本語講座
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１回目は みんなで一緒に 勉強します。
かい め べんきょう

２回目からは ２つの グループに わかれて 勉強します。

クラス

か

Aグループ(N5－N4) ひらがな、カタカナが書ける
にちじょうかいわ りかい

ゆっくりならば、日常会話が理解できる
き そ てき かんじ よ

Bグループ(N4－N3) 基礎的な漢字は読める
ふつう はや にちじょうかいわ りかい

普通の速さで、日常会話が理解できる

かいしゃ ひと ことば ふんおく にほんじん

「会社の人の 言葉は むずかしい。」「5分遅れただけなのに、日本人は どうして
おこ なん

怒るの？」「“ウチとソト”って 何ですか？」
こうざ かいしゃ つか にほんご しごと き べんきょう

この講座では、会社で 使う日本語や 仕事のルール（決まり）について 勉強します。
かいしゃ つか にほんご にほんじん かんが かた いっしょ べんきょう

会社で 使える 日本語や 日本人の 考え方を 一緒に 勉強しましょう。
がつ にち すい よる まいしゅう すい ぜん かい つか

12月16日（水）夜７：００スタート 毎週（水）全8回 オンラインZoomを 使います。

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

よこはまし いたく じぎょう

（横浜市委託事業）

文化庁 令和２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

かいしゃ はたら がいこく かた しごと つか に ほん ご なま

会社で働く外国の方へ 仕事で使う 日本語を 学びます。

もうしこ

申込みは こちら ➡ https://ws.formzu.net/dist/S26570491/



主催 詳しくはこちら⇒

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

Ｔel045-222-1173 c-nihongo@yoke.or.jp

For foreigners working in companies

【Fun "working" Japanese course in Yokohama】

「Japanese spoken by company people is difficult」「I‘m only 5 minutes late, why are they 
angry?」「What are Uchi and Soto?」
In this course, you will learn the Japanese language used in the company and the customs of 
the company. Let's study Japanese and Japanese way of thinking that can be used in the 
company.

Date Wednesday, December 16, 2020 December ２３
Wednesday, January 1３, 202１ January ２０ January ２７
Wednesday, February ３, 2021 February １０ February １７

Time 7 to 9 pm （19 to 21 )
Place   Online system Zoom
Cost    Free   0 yen
Capacity        Limited to the first 20 people

The first time we will study together.
From the second time, it will be divided into groups

Click here to apply ➡ https://ws.formzu.net/dist/S26570491/

Gửi các bạn nước ngoài làm việc trong công ty 

Nhật

[Khóa học tiếng Nhật “Vui vẻ làm

việc” tại Yokohama]
“Người trong công ty nói khó hiểu” “Chỉ trễ có 5 

phút thôi mà sao người Nhật lại nổi giận?” “Ý 

nghĩa của Uchi (Trong) và Soto (Ngoài)”

Khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn tiếng Nhật 

dùng trong công ty và quy tắc làm việc.

Hãy cùng học tiếng Nhật dùng trong công ty và 

hiểu thêm về suy nghĩ của người Nhật.

Ngày học: Ngày 16, 23 tháng 12 năm 2020

Ngày 13, 20, 27 tháng 1 năm 2021

Ngày 3,10, 17 tháng 2

致在职的外国人 学习工作实用日语

为了在横滨愉快地“工作”日语讲座

“公司里的人说的话难懂”
“只迟到了5分钟，日本人怎么会生气？”
“ウチ（uchi）和ソト(soto)是什么？”

本次讲座里，学习关于在工作中使用的日语以及
工作规则（规定）。
让我们一起学习在工作中使用的日语，探讨日本人
的想法。

日期 2020年12月16日，12月23日
2021年1月13日，1月20日，1月27日
2月3日，2月10日，2月17日（星期三）

时间 晚上7：00-9：00（19：00-21：00）
地点 在线Zoom
费用 免费 （0日元）
定员 20名 （按先后顺序）

第一次，大家在一起学习。
从第二次开始，分成两个小组学习。

Thời gian: Buổi tối 19:00 – 21:00

Địa điểm: Online (Zoom)
Học phí: Miễn phí （0 yên）

Số lượng: Ưu tiên 20 người đăng ký sớm

Lần 1: mọi người học chung.

Lần 2 trở đi: học theo nhóm (chia thành 2 nhóm)


