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浮鹸 曲拠■)会主鷺

2019年 春期 (The Spring Semeste→

NIJIN③ KAI 」APANES匿 臥 NGUAC巨

Organized by NI」 INOKAI,a group of volunteers

lnternational friendship in ttsukuba city
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コー ス Courses 曜 日 Day 時間 Time 教科書 T釧澁ooks

新議
し
fコース

Beginners'course I

月曜日 Monday

木曜日 Thursday

13:30～ 15:30

13:30～ 15:30

みんなの日本語 初級 I(1-16課 )

A・ 8

覇種 撮コース
Beginners'course Ⅱ

月曜日 Monday

水曜日 Wednesday

10:30～ 12:30

10:30～ 12:30

みんなの日本語 初級 Iみんなの日本語 初畿麗

(17～ 25課)  A・B (26～33譲) C8D

覇預 強コース
Beginners'course II

火曜日 Tuesday

木曜日 Thursday

10:30～ 12130

10:30～ 12:30

みんなの日本語 初級五(34～ 50課)

C・ D
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業教科書 Te斌 bOoks

A:「みんなの日本語 初級 I本需 」(Lessonl～ 25)

Bi「みんなの日本語 初級 I,TranslaJon&

GrammaJcal Notes』 (Lessonl-25)

C:「みんなの日本語 初級 Ⅱ本冊 」(Lesson 26～ 50)

D:「みんなの日本語 初級 Ⅱ,丁ranslaJon&

GrammaJcal Notes』 (Lesson26～ 50)

率8 8ζ D are published in severallanguages.

休めに:4月 26日 ('ヽ)～ 5月 6日 (月 )

Holidays:Apri1 26-May 6

期間 ]

lerm

霊肇冒藉

EligibHity

2019年 4月 8日 (月 )～ 2019年 7月 31日 (水 )

Monday, Apri1 8,2019´VWednesday,」 uly 31,2019

〕①筑波大学およびその他の大学の留学生口教師口研究員

②つくば市内の研究所の研究員

③上記①口②の家族

*Foreign students and researchers at University of ttsし :kuba,

other universities,and their family members

率Scienusts and their family members(direct relaJve)belon」 ng

to any Research institutes in ttsukuba clty

:ζ On registration,please bring a copy of your ID card or copy

of your spouse's ID card.

教材費 2,000円 (短期間受講の減額はありません)

¥2,000 for teaching materials,regardless of period

Textbooks are notincluded

筑波大学 ―の矢宿舎 生活センター 2階

〔費用 〕

Tuition

ば しよ

〔場所 〕

つくば市 天王台2-1-1
Place  lchinoya Community Center 2F in Universi惚 dF Tsukuba

〔申し込み 〕 教室で担当者に申し込んでくださし`

Registrati9n    Applicants are requested to register in the class
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国際交流ポランティア
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虹 の会 (Nl」INOKAI)
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協力 :筑液大学  Suppoえed by Un面 ersiせ of TSukuba


