外国人のための

私たちは
コロナに
まけません。

日本語コース
（対面クラス & オンライン開催）
木曜： 1 月 7 日-3 月 18 日
金曜： 1 月 8 日-3 月 12 日
土曜： 1 月 9 日-3 月 13 日
時間: コース A10:00-11:00 (ZOOM 開催)
コース B11:15-12:15 (MIA 開催)
人数： コース A・B とも 6 名
保育：木曜・金曜のコース B のみ（定員各 3 名）
参加費：1 コース１０回 \3,000
申込：12 月 19 日までに MIA に来てください
内 容：日本語の会話＆情報交換と交流。

Japanese course for Beginners

Course ① Jan.7th Mar.18th (Every Thursday)
② Jan.8th Mar.12th (Every Friday)
③ Jan.9th Mar.13th (Every Saturday)
★Time: Course A:10:00-11:00am(ZOOM)
B:11:15-12:15pm(MIA class)
★Capacity:6 people for each course
★Nursing: Available in course B of Thu & Fri
course (3 kids each,\600 for registration)
★Fee : 3000 yen per course. (10 sessions)
★Application deadline : December 19th
Please come to MIA office to apply.

★Content: Introduction of practical Japanese
and communication about daily life.

ZOOM クラス

対面クラス

★対象は武蔵野市か近隣在住の日本語初級者。
コース A：ZOOM 通信環境や機器・アプリケーション・セ
キュリティの管理・操作を自分でできる方が対象。
コース B はコロナ感染防止のため消毒アルコールと
シールドカーテンを使います。
★マンツーマン活動：コース B だけに つけられます。
注意：自分の都合でオンライン参加ができない日の返金
はありません。もしもコロナの危険がなくなったら
MIA 開催だけにもどします。

◆Residents in Musashino city or neighboring
cities whose Japanese level is primary.
◆Participants in course A are required to set
up computer device and updated application in
secured internet connection.
◆Participants in course B are required to use
maskｓ, sterilizing alcohol and shield curtains.

★Venue: MIA or Remote place where you can use
Zoom application.
★Additional one to one tutoring service is
available only in course B
★There is no refund for your absence from
class activity. After cessation of Covid19, we
will cancel online course and be back to
normal implementation

面向外籍朋友的初级日语课程（教室学习和在线学习）
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周四：
周五：
周六：
时间：

1 月 7 日～3 月 18 日
★对象：居住在武藏野市或近邻的日语初学者。
1 月 8 日～3 月 12 日
课程 A：拥有用于远程在线活动的 ZOOM 通信环
1 月 9 日～3 月 13 日
境，设备，应用程序，安全管理并能够自己
课程 A 上午 10:00～11:00(ZOOM 网上课)
操作者。
课程 B 上午 11:15～12:15（MIA 举办）
课程 B：为防止新冠病毒感染需要酒精消毒和使用
名额： 每个课程 6 人
透明塑料窗帘。
保育： 只限周四、周五的课程 B（各 3 名）
★一对一活动只限课程 B。
参加费：每个课程 10 次 3000 日元
注意：因各自原因而中途休息（无法参加在线
报名： 12 月 19 日（周六）前请来 MIA 报名。
学习日），不退还参加费。
内容： 日语会话和信息交流
请到办公室申请
内容： ①学习生活中便利的语言及使用方法。
☎申込み＆問合せ Inquiry&Application 公益財団法人武蔵野市国際交流協会(M I A)
②参加者之间信息互换及交流。

武蔵野市境 2-14-1 ｽｲﾝｸﾞ 9 階 Swing 9F, 2-14-1, Sakai,
Musashinoshi TEL:0422-36-4511 URL: https://mia.gr.jp/

