
にほんご
こんにちは

はじめて にほんごを べんきょうするひとのための きょうしつです。
かいわを ちゅうしんに べんきょうします。

NIHONGO KONNICHIWA

き　こ く ら い  に ち は じか た に ごほ ん

に ごほ ん こ う きょうりゅう な どし つ しゅう すすが く

に ごほ ん きょうし つ か いさ い

か い わ か い りょく

も くひょう

みわちゅうし ん が くしゅう か く ち い きこ う ざ

ま な か た た いしょう き そに ほ ん

おおさかしりつしょうがいがくしゅう

かかり いき

「にほんごこんにちは」係  行
FAX：06-6345-5019

大阪市立総合生涯学習センター き そ に ほ ん ごれ べ る の きょう  しつ
じゅこうせ い ぼ しゅう

おおさか　し　りつもうしこみさき そうごう がくしゅうしょうがい せ ん た ー

Solicitar : 

　朝のコース／201９年1月8日(火)午前10時～

毎週火・木曜日 午前10時～12時（週2回、全20回）　　　 定員20名

期
　
間

＊個人情報の取り扱いについて：取得した個人情報は、「基礎レベルの日本語教室」に関する選考の資料作成・連絡・通知のためにのみ使用し、適切な保管を行います。保管期間は、2019年3月末です。

レベルチェック
テスト

　朝のコース

2019年1月15日(火)～3月26日(火)

　夜のコース／201９年1月8日(火)午後   7時～

大阪市立総合生涯学習センター

毎週火・木曜日 午後7時～9時（週2回、全20回） 　　　    定員20名　夜のコース

会　 場

●おおさかしに　すんでいるひと　または
　おおさかしで　はたらいている　ひと
●はじめて　にほんごを　べんきょうする　ひと
●にほんで　ながく　くらす　よていの　ひと
●16さい　いじょうの　ひと

3
だ い もうし こみ しょき

にほんごこんにちは

総合生涯学習センターの地図
Map to Lifelong Learning Center

종합평생교육센터의 지도
Mapa del Centro de Enseñanza de Toda la Vida

■総合生涯学習センターのアクセス
◯地下鉄　御堂筋線「梅田」駅　四つ橋線「西梅田」駅　谷町線「東梅田」駅
◯Ｊ　Ｒ　「大阪」駅　東西線「北新地」駅
◯私　鉄　阪急電車「梅田」駅　阪神電車「梅田」駅
大阪駅前第2ビル5Fへ

■Directions to Lifelong Learning Center
○Accessible from subway Midosuji line Umeda station, Yotusbashi line Nishi-Umeda station or 
　Tanimachi line Higashi-Umeda station.
○Accessible from JR Osaka station and Tozai line Kitashinchi station
○Accessible from Hankyu Umeda station and Hanshin Umeda station
Located on the 5th floor of Osaka station Eki-mae Dai-2 BLDG

■Trayectos para ir al Centro de Enseñanza de Toda la Vida
○Metro: "Umeda" en la línea Midosuji, "Nishi-Umeda" en la línea Yotsubashi, "Higashi-Umeda" 
　en la línea Tanimachi.
○JR: "Osaka" de JR, "Kitashinchi" en la línea Tozai de JR.
○Ferrocarril Privado: Umeda "en la línea Hankyu y Hanshin.
Ir a 5a planta del Edificio de Osaka-Ekimae Dai-2 Bldg.

종합평생교육센터에 오시는 길
지하철: 미도스지선 '우메다' 역, 요쓰바시선 '니시 우메다' 역, 다니마치선 '히가시 우메다' 역
JR: '오사카' 역, 도자이선 '기타신치' 역
기타 철도: 한큐전철 '우메다' 역, 한신전차 '우메다' 역

'오사카 에키마에 다이니 빌딩(오사카 역앞 제2 빌딩)' 5층으로

Hankyu Umeda station

Midosuji line
Umeda station

Hanshin Department Store

Eki-mae Dai-4 BLDG

JR Tozai line
Kitashinchi station

Yotsubashi line
Nishi-Umeda station

Eki-mae Dai-3 BLDG

Tanimachi line
Higashi-Umeda station

Sonezaki police station

Osaka Municipal Lifelong Learning Center
Eki-mae Dai-2 BLDG 5F

Hanshin
Umeda station

Maru BLDG

Eki-mae Dai-1 BLDG
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Department Store

JR O
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 stat
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초급 일본어 교실초급 일본어 교실
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講　師

対　象

教材費

レベルチェック
テスト

大阪YWCA日本語講師

2018年12月24日(月) 必着

1000円（テキスト代等）

うらめんの　もうしこみしょを　かいて　おくります。
または　もうしこみしょを　FAXします。

申込先
大阪市立総合生涯学習センター  「にほんごこんにちは」係
〒530-0001

大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階
FAX.06-6345-5019　TEL.06-6345-5004

※あさと よるは おなじ ないようです。
　あさのこーすか よるのこーす
　どちらかを えらびます。
※あさのこーすは こどもを あずける
　ことが できます。
　かならず もうしこみを してください。
　しめきりの あとは こどもを
　あずけることが できません。

※もうしこみを した ひとは
　「れべるちぇっくてすと」を うけます。
※かんたんな めんせつです。
※もっていくものは ありません。

しゅう かい かいぜん

会　 場

あさ こ ー す

ねん

かかり

がつ げつ ひっちゃくにち

がつ にち かねん がつ にち か

よる こ ー す

かい じょう

たい しょう

申込締切
もうしこみしめきり

申込方法
もうしこみほうほう

もうしこみさききょうざい

こう し

ひ えん だいなどて き す と

おおさか にほん  ご こう し

ていいん めい

ていいん めい

まいしゅうかようび もくようび ご    ご　   じ じ

しゅう かい かいぜんまいしゅうかようび もくようび ご  ぜん　 　  じ じ

あさ こ ー す

こ ー すよる

おおさかしりつそうごうしょうがいがくしゅうせんたー

おおさかしきた く うめだ おおさかえきまえだい かいび る

お お さ か 　 し 　 り つ し ょ う が いそ う ご う が　く　しゅう せ ん た ー

れ べ る ちぇっくて す と がつ にち か ご ぜん じねん

ねん がつ にち か ご ご じ

四
つ



This is an elementary Japanese course for individuals returning to Japan or 
coming to the country and attempting to learn Japanese for the first time.
The course will focus on conversation skills in an attempt to allow students to 
progress to levels that will enable them to study  in regional Japanese language 
schools and the like in Japan.

Instructors

How to apply

Deadline

Eligible students

Cost of educational material ¥1000 for textbook etc.

●Individuals who reside and/or work in Osaka City and are learning 
Japanese for the first time
●Individuals intending on permanently residing/residing for an 
extended period of time in Japan
●Individuals who can attend all 20 lessons
●16 years of age and over Apply to

Elementary Japanese Language Course, 
Osaka Municipal Lifelong Learning Center
1-2-2-500 Umeda, Kita-ku, Osaka City, 530-0001
Fax: 06-6345-5019　Phone: 06-6345-5004

＊Handling of personal information: Any personal information obtained in the application process will be stored in the most appropriate manner and only used to create reference 
materials and for communication or notification purposes regarding this course.  Personal information will be stored until the end of March 2019.

del 24 de diciembre (lunes) de 2018.

2019.

Elementary Japanese Language Course, 
Osaka Municipal Lifelong Learning Center
1-2-2-500 Umeda, Kita-ku, Osaka City, 530-0001
Fax: 06-6345-5019　Phone: 06-6345-5004

Elementary Japanese Language Course, 
Osaka Municipal Lifelong Learning Center
1-2-2-500 Umeda, Kita-ku, Osaka City, 530-0001
Fax: 06-6345-5019　Phone: 06-6345-5004

Tuesdays and Thursdays 10:00 a.m.－12:00 p.m. (Twice a week: 20 lessons)

January 15 (Tue.) to March 26 (Tue.), 2019

Osaka Municipal Lifelong Learning Center

When

Where

Level
checks

　 Morning course

　 Night course

　Morning course: January 8 (Tue.), 2019,10:00a.m.～
　Night course: January 8 (Tue.), 2019,  7:00p.m.～

maximum enrollment:20

Tuesdays and Thursdays 7:00 p.m.－9:00 p.m.  (Twice a week: 20 lessons)

2019년 1월 15일(화)～3월 26일(화)

오사카시립 종합 생에 학습센터

2019년 1월 8일(화) 오전 10시∼

2019년 1월 8일(화) 오후 7시∼

maximum enrollment:20

※Students may not take both the 
morning and night course .The 
course contents are the same.
※Temporary chi ldcare services 
(children aged 5 or younger) are 
o f fered on ly for  the morn ing 
course. I f interested, f i l l in and 
s ubm i t  t h e  a pp l i c a t i o n .  N o  
appl icat ions w i l l  be accepted 
beyond the specified deadline.

※오전 코스와 저녁 코스를 둘 다 

수강할 수 없습니다. 두 코스의 수업 

내용은 같습니다.

※아침  코스  때에만  일시적으로  

아이들을 돌보아 드리고 있습니다.

(취학전 아동)희망자는 신청서에 

기입하여 신청해 주십시오.마감일 

이후에는 신청할 수 없습니다.

※신청자는 반드시 레벨 체크 테스트를 
받아야 합니다.
※레벨  체 크  테 스 트는  간 단한  
면접입니다. 가져오셔야 할 물건은 
없습니다.

※不能同时参加上午和晚上2个学习班。

因为上午和晚上的课程内容相同。

※仅限上午班课程，设有临时看护。（学

前儿童）希望利用者请填写申请书，并

提交申请。超过规定截止日期，将不予

受理。

※全体报名者都一定要参加程度测验的

口试。

※程度测验为简单的口试。不用携带任

何东西。

※All applicants need to take level checks.
※Level checks will be conducted via 
simple interview. No accompanying 
materials are required.

martes y madera  10:00 a.m. ‒ 12:00 p.m. (dos días a la semana: 20 lecciones)

15 de enero (martes) al 26 de marzo (martes) de 2019

Centro municipal de Osaka de enseñanza para todas las edades

Período

Lugar

Pruebas de
nivel

　 Curso matutino

　 Curso nocturno

　Curso matutino: 8 de enero (martes) de 2019, 10:00 a.m. ̃
　Curso nocturno: 8 de enero (martes) de 2019,   7:00 p.m. ̃

Reclutamiento máximo: 20

Reclutamiento máximo: 20martes y madera  7:00 p.m. ‒ 9:00 p.m. (dos días a la semana: 20 lecciones)

*  L o s  e s t ud i a n t e s  n o  p o d r á n  
inscribirse simultáneamente a los 
cursos matutino y nocturno.　　　
El conten ido de los cursos es 
idéntico.
* Los servicios de guardería temporal 
(niños de 5 años o menos) solo se 
ofrecen para el curso matutino. En 
caso de estar interesado, rellene y 
ent reg ue  l a  s o l i c i t ud .  No  s e  
aceptará ninguna solicitud depués 
del cierre del plazo especificado. 

* Todos los solicitantes deberán pasar 
las pruebas de nivel.
* Las pruebas de nivel se llevarán a cabo 
mediante simples entrevistas. No es 
necesario llevar materiales didácticos.

일12 24 2018
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2019
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Japanese language instructors from the Osaka YWCA

Fill in the attached application and mail or fax it to the 
address/fax number below. If there are too many 
applicants, we will hold a lottery.

Elementary Japanese Language Course, 
Osaka Municipal Lifelong Learning Center
1-2-2-500 Umeda, Kita-ku, Osaka City, 530-0001
Fax: 06-6345-5019　Phone: 06-6345-5004

Applications must be received by December 24 (Mon.), 2018

2019年1月15日（二）～3月26日（二）2019年1月15日（二）～3月26日（二）
每周二·周四 上午10点～12点（一周2次，一共20次）

2019年1月8日（二）上午 10点～2019年1月8日（二）上午 10点～
2019年1月8日（二）晚上 7点～2019年1月8日（二）晚上 7点～

每周二·周四 晚上7点～9点（一周2次，一共20次）

定员人数20名

定员人数20名

매주 화, 목요일 오전 10시 부터 12시(1주일 2회, 모두 20회) 정원 20명

정원 20명매주 화, 목요일 오후 7시 부터 9시(1주일 2회, 모두 20회)  
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