
日本語で はなそう!

こくさいこうりゅう

せたがや国際交流センター
Setagaya Intercultural Center世田谷国际交流中心

こうざ

日本語コミュニケーション講座
Japanese Conversation Class

日语日常会话讲座

すいようび

水曜日コース

2021年1月27日～3月13日 Jan.27-Mar.13, 2021

どようび

土曜日コース 2021年 1/30, 2/6, 2/20, 2/27, 3/13
ぜん かい

14:00 –16:00 全5回 Total of 5 lessons 共5节

2021年 1/27, 2/3, 2/17, 2/24, 3/10
ぜん かい

19:00 –21:00 全5回 Total of 5 lessons 共5节

世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー2F
TEL: 03-5432-1538
開館時間（10：00～18：00）
休館日（月曜日・年末年始）

https://crossing-setagaya.com/en/

ばしょ： 三軒茶屋（さんげんぢゃや）えきすぐ キャロットタワー 5F セミナールーム
Place: “Carrot Tower” 5th Floor Seminar Room Short walk from Sangenjaya Station
会场：三轩茶屋站边上 胡萝卜塔 5楼讲座室

主催 公益財団法人せたがや文化財団 せたがや国際交流センター / Hosted by Setagaya Intercultural Center, Setagaya Arts Foundation
主办方 公益财团法人世田谷文化财团 世田谷国际交流中心

しょちゅうきゅう

初中級レベル Pre –Intermediate Level

Wed. Class

周三班

Sat. Class
周六班

轻松开口说日语！

日文！

Let‘s Talk in Japanese!

水よう日クラスはオンライン(ZOOM) レッスンになりました
Wed. classes are changed to online lessons using ZOOM.
用ZOOM软件在线上课

土よう日クラスはきょうしつでおこないます
Sat. classes are face-to-face in the classroom.
周六班上课将在教室举行



回
Lesson
序次

水よう日コース
周三班
Wed. Class

土よう日コース
Sat. Class
周六班

テーマ

Topics

内容

1 1月27日
Jan. 27

1月30日
Jan. 30

おすすめのりょうりはなんですか。 你有什么推荐的菜吗？
What’s your recommendation? (at a restaurant)

2 2月3日
Feb. 3

2月6日
Feb. 6

でんきがついたままですよ。 你没把电灯关掉啦。
You’ve left the lights on.

3 2月17日
Feb. 17

2月20日
Feb. 20

わたしのじんせい： きんきょう と しょうらい
My Life: Present and future 我的人生：近况和未来

4 2月24日
Feb. 24

2月27日
Feb. 27

さいがい：じしん、ひなんばしょ、じゅんび
灾害:地震、避难场所、应急准备

Disasters: Earthquakes, where to evacuate, preparation

5 3月10日
Mar. 10

3月13日
Mar. 13

ちいきのイベント、ぎょうじとマナー 社区活动、集会和日常生活规则

Local Events: Traditional events and etiquettes

もうしこみ/ How to apply/报名方法 ☎またはHPから / By phone or via website/ 电话、网站报名

1. ☎ 03-5432-1538 10:00a.m.-6:00p.m. （月よう日 休み / Closed on Mondays/每周一公休）
こくさいこうりゅう

せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）
Setagaya Intercultural Center, Crossing Setagaya 世田谷国际交流中心

2. HPからのもうしこみ / Via website / 报名网址

スケジュールとテーマ Dates and Topics 日程和内容

りょうきん 1,500円／水コース, Fee: 1,500 yen / Wed. all 5 lsns, 费用 1,500日元／周三班全5节

「日本語・水よう日コース」
《日语・周三班》报名处）

Japanese-Wed.Class

「日本語・土よう日コース」
《日语・周六班》报名处
Japanese-Sat.Class

※1日だけのもうしこみは、「ご意見・ご要望」にさんかする日をかいてください

If you wish to apply for one lesson only, fill in the specific lesson date on the “Opinions and 
requests” section of the form.
仅希望参加单次讲座的人，请在《ご意見・ご要望/Opinions and requests》的栏位内写下日期

マスクをしてください
ねつをはかります
手をアルコールできれいにします
ぐあいがわるいときは、休みましょう

きょうしつにくるときの
おねがい

Who can apply
(max. of 20 participants)

Foreigners over 13 years old who live, 
work or study in Setagaya.
Have studied some Japanese, are 
able to read and understand about 
100 kanji.
JLPT N5 level or above.

We ask participants

To wear a mask.
To take body temperature.
To use hand sanitizer.
To stay home if you feel sick.

もうしこめる人（20人まで）
中学生いじょう
せたがやく

世田谷区に 住んでいる人
世田谷区で はたらいている人
世田谷区の 学校に行っている人
日本語をすこしべんきょうして、
かんじを100字くらいわかる人
（JLPT N5いじょう）

对象（上限20人）
初中以上或13岁以上的人
住在世田谷区的人
在世田谷区工作的人
在世田谷区内学校上学的人
学过一些日语，看懂汉字100字左右的人
（JLPT N5水平以上）

参加讲座时请注意

必须戴口罩
进入教室前检测体温
用酒精消毒双手
身体不适时不能参加

りょうきん 2,000円／金コース, Fee: 2,000 yen / Fri. all 5 ｌsns, 费用 2,000日元／周六班全5节

https://crossing-setagaya.com/event/form/?event-name=にほんご水よう日
https://crossing-setagaya.com/event/form/?event-name=にほんご水よう日
https://crossing-setagaya.com/en/event/form/?event-name=Japanese-Wed.Class
https://crossing-setagaya.com/event/form/?event-name=にほんご土よう日
https://crossing-setagaya.com/event/form/?event-name=にほんご土よう日
https://crossing-setagaya.com/en/event/form/?event-name=Japanese-Sat.Class

