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JAPANESE LANGUAGE COURSES

外国人のための日本語講座
◎木曜日クラス

場所：志津コミュニティセンター

2021.4.1

◎Thursday Class ： at Shizu Community Center

・実用日本語（初級～中級）10:30～12:00(ベビーシッター有)

・Practical Japanese （ Beginner ~Intermediate） 10:30～12:00

・実用日本語（入門～中級）13:15～14:45(ベビーシッター有)

・Practical Japanese（Introductory~Intermediate）13:15～14:45

(Babysitters available)

・実用日本語（入門～中級）15:00～16:30（ベビーシッター有）

・Practical Japanese（Introductory~Intermediate）15:00～16:30

(Babysitters available)

◎金曜日クラス

場所：ミレニアムセンター佐倉

・実用日本語（入門～中級）
◎日曜日クラス

19:00～20:30

場所：佐倉中央公民館

・実用日本語（入門）

10:40～12:00

・実用日本語（初級）

9:20～10:40

・実用日本語（中級 1）

10:40～12:00

・実用日本語（中級 2）

9:20～10:40

◎土曜

場所：ミレニアムセンター佐倉

・日本語サロン

(隔週)10:00～12:00

◎ Friday Class

(Babysitters available)

： at Millennium Center-Sakura

・Practical Japanese （Introductory~Intermediate）

19:00～20:30

◎ Sunday Class： at Sakura Chuo Kominkan
・Practical Japanese （Introductory）

10:40～12:00

・Practical Japanese （Beginner）

9:20～10:40

・Practical Japanese （Intermediate1） 10:40～12:00
・Practical Japanese （Intermediate2）
◎ Saturday Class :

9:20～10:40

at Millennium Center-Sakura

・Japanese Salon ( Every two weeks ) 10:00～12:00

※教材費として、学期ごとに 1,000 円が必要です。（テキスト代別）

※ Except for the cost of ¥1000 per term for teaching materials, all classes are conducted free of charge.

★水曜

★ Wednesday: at Shizu Kominkan

場所：志津公民館

・AIUE さくら 志 津（小中学生）16:30～18:00
★土曜

場所：千代田・染井野ふれあいセンター

・AIUE さくら 染井野（小中学生） 9:20～10:30/10:30～11:40
日语讲座

◎星期四 地点：志津交流中心(志津コミュニティセンター)
･ 实用日本語（初級～中級） 10:30～12:00(有临时托儿服务)
･ 实用日本語（入門～中級） 13:15～14:45 (有临时托儿服务)
･ 实用日本語（入門～中級） 15:00～16:30(有临时托儿服务)
◎星期五 地点：佐倉世纪中心（ミレニアムセンター佐倉）
･实用日本語（入門～中級）
19:00～20:30
◎星期日 地点： 佐倉中央公民馆
・实用日本語（入門）
10:40～12:00
・实用日本語（初級）
9:20～10:40
・实用日本語（中級 1）
10:40～12:00
・实用日本語（中級 2）
9:20～10:40
◎星期六 地点：佐倉世纪中心（ミレニアムセンター佐倉
・日语沙龙
（隔周）10:00～12:00
※各种班级每学期，每人教材费:1000 日元
★星期三
地点：志津公民館
・AIUE さくら 志 津（小中学生）16:30～18:00
★星期六
地点：千代田・染井野ふれあいセンター
・AIUE さくら 染井野（小中学生）9:20～10:30/10:30～11:40

・AIUE Sakura Shizu( Children) 16:30～12:00
★ Saturday: at Chiyoda Someino Fureai Center
・AIUE Sakura Someino( Children)

9:20～10:30/10:30～11:40

Cursos de Lengua Japonesa
◎Clase de los Jueves
Lugar : Shizu Community Center
･Ｊａｐｏｎés útil （ Principiante～Intermedio）
10:30~12:00(Hay niñeras)
･Ｊａｐｏｎés útil （ Nivel elemental～ Intermedio） 13:15~14:45(Hay niñeras)
･Ｊａｐｏｎés útil （ Nivel elemental～ Intermedio） 15:00~16:30 (Hay niñeras)
◎Clase de los Viernes Lugar : Millennium Center Sakura
・Ｊａｐｏｎés útil （ Nivel elemental～ Intermedio） 19:00~20:30
◎Clase de los Domingos Lugar : Sakura Chuo Kominkan
・Ｊａｐｏｎésútil （Nivel elemental）
10:40～12:00
・Ｊａｐｏｎésútil （Principiante）
9:20～10:40
・Ｊａｐｏｎésútil （Intermedio1）
10:40～12:00
・Ｊａｐｏｎésútil （Intermedio2）
9:20～10:40
◎Cada dos sábados
・Salón Japonés 10:00～12:00
Lugar : Millennium Center Sakura
※ Todos los cursos ¥1000 para los libros del texto o los materiales en cada trimestre.
★Cada dos Miercoles
Lugar : Shizu Kominkan
・AIUE Sakura Shizu(Children) 16:30～18:00
★Cada dos sábados
Lugar : Chiyoda Someino Fureai Center
・AIUE Sakura Someino(Children) 9:20～10:30/10:30～11:40

