
せたがやく での せいかつを もっと ゆたかで べんりに するために
にほんごを まなびませんか。

にちじ 2018ねん 10がつ 10にち（すい）～ 11がつ 30にち（きん）
ごご 2:00 ～ 3:30 すいようび・きんようび ぜんぶで15かい

Schedule:  Oct 10th (Wed) ～ Nov 30th, 2018(Fri)
2:00～ 3:30pm, Wednesdays & Fridays, 15 lessons in total

时 间:  2018年10月10日（星期三）～ 11月30日（星期五）
下午 2:00～ 3:30，每星期三 &星期五，全部15节课

ばしょ せたがやくりつ きょういく せんたー （うらの ちずを みてください）
※ちゅうしゃじょうが ないため、でんしゃ・バスを ごりようください

Place:   Setagaya Educational Center  (Address and map on the other side)
Please come by train or bus as there is no parking lot

地 点:   世田谷区立教育中心（请参看背面的地图）
※因为没有停车场，请乘电车、巴士前来

テキストだい 2500えん（ぜいこみ・こじんふたん）
Text Fee: 2500 yen (tax included; individual purchase)
教材费: 2500日元（含税、请自理）

にんずう 20 めい（もうしこみの ひとが おおいと、ちゅうせん）
Capacity: 20 persons (in case the applicants exceed this number, by lots)
人 数: 20人（如果报名人数过多，采取抽签方式）

さんかしかく せたがやくに すんでいる ひと、はたらいている ひと、がっこうに かよう ひと
Conditions:  Those who live, work or study in Setagaya
参加资格:  在世田谷区生活、工作、学习的人

めんせつ 10がつ 3にち（すい） ごご 1:00 ～３:00 （ばしょ：せたがや くやくしょ１Ｆ）
Interview: October 3rd (Wed), 1:00 ～ 3:00pm (at Setagaya City Hall 1F)
面 试: 10月3日（星期三） 下午 1:00～ 3:00 （地点：世田谷区役所1楼）

もうしこみほうほう もうしこみしょを こくさいかへ もっていく、または ゆうびんかFAXで おくる、
または インターネットから もうしこむ（にほんごのみ）

How to apply: By submitting the application form to Setagaya-ku Seikatsubunka-bu, Kokusai-ka
directly or sending it by mail, fax or internet (Japanese only) 

报名方式:                请将申请书拿到国际课或者邮寄、或者用FAX、或者用网络申请（只能用日语填写）

しめきりび 10がつ 1にち（げつ）
Deadline: Oct 1st (Mon)
报名截至日: 10月1日（星期一）

もうしこみさき せたがやく せいかつぶんかぶ こくさいか
〒154-8504 せたがやく せたがや 4-21-27

Where to apply: International Affairs Division, Civic and Cultural Department, City of Setagaya
4-21-27 Setagaya, Setagaya-ku

报名地址： 世田谷区生活文化部国际课
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

☎ 03-5432-2070 FAX 03-5432-3005

世田谷区
せ た が や く

 外国人
がいこくじん

のための日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 

世田谷区 为外国人开办的日语教室

講座は無料
FREE
LESSONS
免费
讲座

かんたんなにちじょうかいわ、
きほんてきなたんご、ぶんや

くらしにやくだつ
じょうほうをまなびましょう

Let’s learn basic
conversation, phrases and 

information useful for 
daily life in Japan

来学习简单的日常会话、
基本单词和

对生活有帮助的信息吧

Japanese Language Class for Beginners
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2018ねん へいせい30ねん

めんせつ
Interview
面 试

10/3 Wed 星期三 すいようび

1 10/10 Wed 星期三 すいようび

2 10/12 Fri 星期五 きんようび

3 10/17 Wed 星期三 すいようび

4 10/19 Fri 星期五 きんようび

5 10/24 Wed 星期三 すいようび

6 10/26 Fri 星期五 きんようび

7 10/31 Wed 星期三 すいようび

8 11/2 Fri 星期五 きんようび

9 11/7 Wed 星期三 すいようび

10 11/9 Fri 星期五 きんようび

11 11/14 Wed 星期三 すいようび

12 11/16 Fri 星期五 きんようび

13 11/21 Wed 星期三 すいようび

14 11/28 Wed 星期三 すいようび

15 11/30 Fri 星期五 きんようび

※本講座は（株）グローバルラングへの委託事業です

せたがやくりつ きょういく せんたー
せたがやく つるまき 3-16-8
Setagaya Educational Center
3-16-8 Tsurumaki, Setagaya-ku

世田谷区立教育中心
世田谷弦巻 3-16-8

♦とうきゅう せたがやせん かみまち えき から とほ 10ぷん
♦とうきゅう でんえんとしせん さくらしんまち えき から とほ 10ぷん
♦バス つるまき えいぎょうしょ から とほ 1ぷん

外国人のための日本語教室 申込書
Application Form for Japanese Language Class

为外国人开办的日语教室 申请书

がいこくじん にほんごきょうしつ もうしこみしょ

なまえ

Name

姓名

せいねんがっぴ

Date of birth

出身年月日

じゅうしょ（またはせたがや
くではたらいているかいしゃ、
かよっているがっこう）
Address (or the name where you work 

or study)

住址（或者在世田谷区工作的
公司、学校）

でんわばんごう

Phone number

电话号码

ぼこくご

Mother language

母语

はなせるげんご

Other languages you can 

can speak

能够使用的语言

※本講座は（株）グローバルラング
への委託事業です

さくらしんまちえき
Sakura-shinmachi St.

桜新町站

松丘小学

せたがやくりつ
きょういくせんたー

Setagaya Educational
Center

世田谷区立教育中心

まつがおかしょうがっこう
Matsugaoka Elementary

School

かみまちえき
Kamimachi Station

上町站

Schedule: 2:00 ～ 3:30pm, Wednesdays & Fridays
时 间: 下午 2:00 ～ 3:30，每星期三 &星期五


