
  

 

                              
             

                 

 

                    

     
 
 

 

 
 
                       
       
 
                        
      
           
                       
          
       
                      
        
           
                       

 

主   催 Organizer   

    にほんご学習すぎなみの会        

    Nihongo gakusyu Suginami no kai 

Blog   http://suginaminihongosnk.blog.fc2.com/ 

連絡先  Contact us  

① E-mail:suginaminihongo@gmail.com    
② ☎ 090-7212-7909（SMS) 
③ 郵便はがき postcard  

共   催 Facility Inquiries   
      杉並区教育委員会 

     Suginami Ward Board of Education   
  ☎  3317-6621   

・日本語学習を 支援します。 

    We support your Japanese study   给您的日语学习提供帮助。 

・生活の中の いろいろな場面で使う 日本語を 勉強します。 

  例) 駅で 病院で 職場で 店で 近所の人と・・・     
    Lesson content is structured towards the Japanese 
    you need for daily life    
    学习日常生活各个场合中使用的日语（如：车站、医院、职场、 
    商店、和周围人交谈时）。 

・支援者は 日本語教授法を 習得した 有資格者です。 

    All of the teachers are fully qualified 
    教师，全员都是“日语教学法”资格取得者。 

・異文化交流・・・教室で たくさんの 出会いが あります。 

    Meet people from a wide variety of countries & cultures 
    在这里与来自不同国家的人们一起学习日语，您可以和他们成为 

    朋友。 

                
 Suginami de kurasu gaikokujin no tame no   

杉並で暮らす 外国人のためのにほんご教室 
Japanese Classes  for foreigners living in Suginami 
为住在杉並的外国人开办的  日语学习班  

 

 

S N K  Nihongo           Kyoshitsu 



年間日程   Schedule     

4月 

APR 
5月 

 

6月 7月 

JUL 
8月 9月 

SEP 
10月 11月 12月 

DEC 
1月 

JAN 
2月 3月 

MAR 

  21回 
 21 lessons 
  ①  

      21回 
21 lessons 
 ② 

 
 
 

   21回 
  21 lessons 
  ③ 

  

毎週火・金曜日午後6時30分～8時30分         Every Tue. and Fri. 6:30pm～8:30pm 

                                           毎周星期二、五 晩上6点半至8点半 

                                        

 

           

                

            
                           
                                                            
                                
                                                             
                                                                                                                                                   

  
                           
                                                 

                

     

                                                       

                        

     １６６ー００１１   

      杉並区梅里 1－22－32 
         杉並区立社会教育センター 
               「日本語教室」係 

  

郵 便 は が き  Post  Card 

 

 

￥６３ 
stamp here 

 
貼６３日元邮 

 
６３円切手を 
貼ってください 

 

住 所：杉並区梅里 1-22-32 

交 通：東京 Metoro丸ノ内線 東高円寺駅下車   徒歩 5分 

    関東バス 杉並車庫前下車                 徒歩 5分 

    都営・京王バス セシオン杉並前下車     徒歩 2分 

         Address：1-22-32，Umezato，Suginami-ku 
Tr a f f i c：TokyoMetro Marunouchi line  Higashi-koenji station 
                         5min.walk 
    Kanto bus…Suginami-shako-mae    5min.walk               
    Toei or Keio bus Sesion-Suginami-mae 2min.walk 
              
住 址：杉并区梅里 1-22-32 

交 通：東京 Metro丸内线「东高圆寺站」下车  步行 5分 

    乘坐关东公共汽车在杉并车库前站 下车  步行 5分 

  都公共汽车・京王公共汽车 

              「SESION杉并前」 下车          步行 2分  

        

                                             
 

託児：1歳～入学前のお子さん(無料・事前予約)       
[Takuji] Baby-sitting services  
for pre-school children aged 1 & above 
available  
Free of charge   
Reservation in advance required 
托儿：1岁～入学前儿童， 
      可免费照看，需事前预约。 
 

クラス分けのための 面接をします  
申し込みの時、日時を連絡します  
Classes divided by level.:After applying we’ll give 
you a short interview to determine the appropriate 
level. We’ll let you know about the interview date.   
通过面试，选择适合您日语水平的班级。申请时，告知
面试日期。  
 

会場 ：セシオン杉並   ３階 

Place : Sesión Suginami ３F 

費用： 1か月 2,000円 (テキスト代別)  
Cost :  ¥2,000 per month. 
        (textbook fees are separate)  
        1个月 2000日元（不包括教科书费） 

APPLICATION FORM FOR JAPANESE LESSONS 
       日语教室申请书 

住所 
Address 
住 址 

 

 
☎ 

number 
电话番码 

 
 

名前 
Name 
姓名 

 

 
年齢 

Age 

Baby-sitting services（Sign up for /  Do not Apply） 
託児申請     （有 ・ 無）               

 

http://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=200605/07/30/a0030830_

