
YOKE日语教室帮助您在横滨渡过愉快和充实的生活
Lớp học này nhằm mục đích giúp các bạn có thể trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt phong phú tại Yokohama.

This class’s aim is to help the students have fulfilling life in Yokohama
이교실은여러분이요코하마에서더풍요로운생활을보내게될것을목표로하고있습니다
หอ้งเรยีนนีม้จีดุมุ่งหมายเพือ่ใหทุ้กคนมคีวามสามารถทีจ่ะใชช้วีติทีค่รบบรบูิรณม์ากขึน้ในโยโกฮาม่า
Tratamos en este clase lo que ustedes puedan llevar una vida más satisfactoria.

YOKE Japanese Class  Minatomirai 2021年9月~11月

この教室は、皆さんが横浜でより豊かな生活を送ることを目指しています

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

YOKE 일본어교실

La clase de japonés en YOKE

Lớp tiếng Nhật YOKE

หอ้งเรยีนภาษาญีปุ่่น YOKE

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

●い つ 9月15日～11月29日 10：30～11：30
月・水曜日 Every Monday and Wednesday

●いくら 20回 ￥10,000

●どこで 横浜市国際交流協会（YOKE) 会議室

Face-to-face lessons

●だ れ 初級レベル 日本に3年以上住む予定の人

10人, 先着順 First-come-first served basis

●どんな 小ｸﾞﾙｰﾌﾟ Small group lessons

生活に役立つ日本語を勉強します

Learn Japanese phrases and information useful for daily life.

きょうしつ みな よこはま ゆた せいかつ おく め ざ

よこはま し こくさい こうりゅうきょうかい かいぎしつ

しょきゅう にほん ねん いじょう す よてい ひと

にん せんちゃくじゅん
※感染症対策を実施しております

せいかつ やく だ にほん ご べんきょう

# 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。

みなと
みらい



初级程度者、预计在日本居住3年以上者、

日常生活中有必要掌握日语者、16岁以上者。

请通过二维码或电话申请

초급레벨의 학습자・일본에 3년 이상 살 사람

일상 생활에서 일본어가 필요한 사람・16세 이상의 사람

인터뷰를 합니다. QR코드 또는 전화로 신청해주십시오

ส ำหรบัผูท้ีเ่รยีนระดบัช ัน้ตน้

ส ำหรบัผูท้ีค่คดิว่ำจะอยู่ในญีปุ่่นำนกว่ำ3ปี

ส ำหรบัผูท้ีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำษำญีปุ่่น นชวีติประจ ำวนั
อำยุต ัง้แต่ 16 ปี ขึน้ไป

ตอ้งมกีำรสมัภำษณ์ กรุณำโทรศพัทห์รอืส่งอเีมลม์ำจองวนั
กอ่นล่วงหน้ำ

Người ở trình độ Sơ cấp

Người dự định ở Nhật trên 3 năm

Người cần sử dụng tiếng Nhật trong sinh hoạt hàng

Ngày. Người trên 16 tuổi

Chúng tôi sẽ phỏng vấn. Vui lòng hẹn trước qua 

mẫu đăng ký (mã QR) hoặc điện thoại .

Para los principiantes.
La persona que piensa vivir más de 3 años 
en Yokohama. 
La persona que necesita saber el
idioma japonés en su vida cotidiana.
Uno tiene más de 16 años.
Favor de hacer reservación para entrevista 
Formulario de aplicación (por código QR) o teléfono.

初級レベルの人・日本に3年以上住む予定の人・日常生活での日本語が必要な人・16歳以上の人

上記の申込フォーム( QRコード)または電話でお申し込みください。インタビューを行います。

1申込フォーム
Application Form

https://ws.formzu.net/dist/S10331885/

2      インタビュー / Interview

or

もうしこみ

しょきゅう ひと にほん ねんいじょう す よ てい ひと にちじょうせいかつ に ほん ご ひつよう ひと さい いじょう ひと

じょうき もうしこみ でんわ もう こ おこな

アクセス ACCESS

みなとみらい線みなとみらい駅

歩いて5分

JR桜木町駅歩いて15分

せん えき

ある ふん

さくらぎちょうえき ある ふん

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

問合せ/  Contact

045-222-1173
c-nihongo@yoke.or.jp

〒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

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

Introductory level.
Those who are planning to live in Japan 
for more than 3 years. 
Those who need Japanese on their daily bases.
Those who are over age of 16.
Please make an appointment for an interview 
from Application Form (QR code) or phone.


