
よこはま に ほん ご べんきょう はじ ひと きょうしつ

横浜で 日本語の勉強を 始めた人のための 教室です。
This is a class for people who have just started studying Japanese in Yokohama.

这是为刚开始在横滨学习日语的人而开设的教室。

よこはま す ひと き ひと さい い じょう ひと

だれ：・横浜に 住んでいる人、来たばかりの人、16歳以上の人。
に ほん ご べんきょう ひと

・日本語を 勉強したことがない人。
べんきょう はじ ひと

・勉強を 始めたばかりの人。
どこで：オンライン（Zoom）

にん せんちゃくじゅん

なんにん：15人(先着順）
むりょう

いくら：無料（0円）
にん わ はな

どのように：2～3人の グループに分かれて たのしく たくさん話します。
がくしゅうきょうざい つか

オンラインにある 学習教材を 使います。
もうしこみ：URLから ⇒ https://ws.formzu.net/dist/S85058300/

QRコード ⇒

げつようび きんようび

といあわせ：☎：045-222-1173 月曜日~金曜日 🕙10：00~16：30

mail: c-nihongo@yoke.or.jp
よーく よこはま がかり

(公財）横浜市国際交流協会（YOKE） はじめての横浜 係

オンライン日本語教室 Online Japanese Class 在线日语教室

横浜市委託事業 文化庁 令和３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。

よこはま に ほん ご はな

はじめての横浜～日本語で話そう
Hajimete no Yokohama ～Let’s Talk in Japanese

第一次的横滨～用日语说

無料 0円

さんか ひと たが し こうりゅう

参加する人が お互いに 知りあい 交流します。

に ほん ご

かんたんな やりとりが 日本語で できるように なります。
にほんご

よこはま せいかつじょうほう

横浜の 生活情報が わかります。せいかつ

こうりゅう

ねん がつ はつか がつ にち ぜん かい

いつ： 2022年1月20日～2月22日 全10回 14：00～15：15
か よう び もくよう び しゅう かい

火曜日・木曜日 週2回
（2022年1月20日、25日、27日 2月1日、3日、8日、10日、15日、17日、22日）

た げん ご

多言語 ☛

mailto:c-nihongo@yoke.or.jp


This is a class for people who have just started 
studying Japanese in Yokohama.

要求:・居住在横滨市的，到日本没多久的，16岁以上者。
・没学过日语或刚开始学习日语者。

地点: 在线（Zoom）

人数: 15名（按先后顺序）

费用: 免费

学习形式: 分成小组，以互动的形式轻松愉快的练习会话。使用在线教材。

申请: 利用URL https://ws.formzu.net/dist/S85058300/

咨询: ☎ ： 045-222-1173 星期一到星期五 🕙10：00～16：30

mail: c-nihongo@yoke.or.jp

（公财）横滨市国际交流协会 横滨日语学习支援中心 hajimete no yokohama gakari

利用二维码

Who ・Those who are living in Yokohama. Those who are over age of 16.
・Those who just came to Japan.
・Those who have just started studying Japanese.

Application URL         https://ws.formzu.net/dist/S85058300/

QR code

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

YOKOHAMA ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION  AND EXCHANGES（YOKE）
Yokohama NIHONGO Support Center     hajimete no yokohama  gakari

English ONLINE CLASS

中文 线上课堂

这是为刚开始在横滨学习日语的人而开设的教室。

Place Online(Zoom)

capacity of this class 15 people
（ First-come-first-served basis）

Tuition  free

Learning style  Divide into small groups and have fun talking a lot. Use online learning materials．

将能够用日语进行简单的交流。

可以了解有关在横滨生活的信息。

日语

参与者可以相互认识并进行交流。

生活

交流

日期与时间:2022年1月20日到2月22日 共10次 14:00-15:15 

星期二、星期四 一星期2次

(2022年1月20日，25日，27日；2月1日，3日，8日，10日，15日，17日，22日）

NIHONGO

Life

Exchange

You will be able to communicate in simple Japanese.

You can get information on living in Yokohama.

Learners get to know each other and interact with each other.

When January 20, 2022 - February 22, 2022 10 times in total 14：00～15：15

Tuesday and Thursday Twice a Week
（January 20,25,27 February 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22）

Multilingual ☛

多语种 ☛

https://ws.formzu.net/dist/S85058300/
mailto:c-nihongo@yoke.or.jp
mailto:c-nihongo@yoke.or.jp

