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なかく
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八事八事

大曽根大曽根

伏見伏見

上前津上前津

千種千種

今池今池

御器所御器所
鶴舞鶴舞

新瑞橋新瑞橋

上小田井上小田井

  な　ご　や  な　ご　や

さかえさかえ

かなやまかなやま

もとやまもとやま

  や ごと  や ごと

JR

名鉄
めいてつ

Meitetsu

東山線
ひがしやません

Higashiyama Line

名城線
めいじょうせん

Meijo Line

名港線
めいこうせん

Meiko Line

鶴舞線
つるまいせん

Tsurumai Line

桜通線
さくらどおりせん

Sakura-dori Line

上飯田線
かみいい  だ せん

Kamiiida Line

あおなみ線
　　　　　　　　せん

Aonami Line

ゆとりーとライン
　　　　　　　らいん

Yutorito Line

おお  ぞ　ねおお  ぞ　ね

 ふし み ふし み

 かみまえ づ かみまえ づ

  ち くさ  ち くさ

いまいけいまいけ

 ご　き　そ ご　き　そ

つるまいつるまい

あらたまばしあらたまばし

かみ  お　た　いかみ  お　た　い

港区

中村区

西区

北区

熱田区

南区 緑区

昭和区
しょうわく

瑞穂区

東区

千種区

守山区

名東区

天白区

中川区

みなとく

なかむらく

にしく

きたく

あつたく

みなみく
みどりく

みずほく

ひがしく

ちくさく

もりやまく

めいとうく

てんぱくく

なかがわく

⑭⑭⑯⑯⑰⑰

①～㉗①～㉗ 日本語教室
　にほんご　きょうしつ

Japanese Language Classroom

名古屋市内の

日本語教室マップ＆リスト
名古屋市内の

日本語教室マップ＆リスト
名古屋国際センター名古屋国際センター

Nagoya  International  Center

（NIC）（NIC）

電話番号
日本語教室では無料または安い料金で日本語の勉強ができます。

外国人の　みなさんが　こまったときに　きくことが　できる　ばしょです。

せいかつや　在留資格のことなど、こまったときに　きいて　ください。

多言語での相談・情報提供

日本の生活についての相談など、

困ったことがあったら気軽に相談してください。

※２０１７年４月現在の情報を掲載しています。

TEL：０５２-５８１-０１００
名古屋国際センター（NIC）

月曜日は休み

英語

火 水 木 金

９：００～１９：００

10：00～12：00,13：00～17：00

10：00～12：00
13：00～17：00

13：00～17：00

13：00～
17：00

13：00～17：00

13：00～17：00

土 日
か すい もく きん ど にち

ポルトガル語

スペイン語

中国語

ハングル

フィリピノ語

ベトナム語

えい  ご

 ぽ　る　と　が　る　ご

 す　ぺ　い　ん　ご

ちゅうごくご

 は　ん　ぐ　る

　ふぃ　り　ぴ　の　ご

 べ　と　な　む　ご

ばしょ

時間

やすみ

ホームページ

052-581-0100

〒450-0001 中村区那古野一丁目47番1号 地下鉄桜通線「国際センター」駅

ごぜん9じ　から　ごご7じ

月曜日、12月29日　から　1月3日、2月・8月の　2ばんめの　日曜日

電話番号 ： 052-581‒0100

◎ことば ： 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、フィリピノ語、ベトナム語

◎曜日・時間 ： ことばで　日や　時間が　ちがいます

www.nic-nagoya.or.jp

メールアドレス

おかねは　いりません。　0えんです。

info@nic-nagoya.or.jp

きくことが　できること

1 名古屋市の　行政のことを　きくことが　できます【行政相談】

電話番号 ： 052-581‒6111

◎ことば ： 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語

◎曜日・時間 ： 土曜日　　よやくを　して　ください

2 べんごしと　はなすことが　できます【法律相談】

電話番号 ： 052-581‒0100

◎ことば ： 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語

◎曜日・時間 ： よやくを　して　ください

3 こころが　げんきではないとき　はなすことが　できます【こころの　相談】

電話番号 ： 052-581‒0100

◎ことば ： あなたの　ことばが　あるか　きいて　ください

◎曜日・時間 ： 水曜日・金曜日・日曜日　　よやくを　して　ください

教室の場所・開催日時・連絡先に変更があったとき、あるいは新しく日本語教室を開催されたときにはご連絡ください。

＜問合せ先＞名古屋市観光文化交流局観光交流部国際交流課　TEL：０５２-９７２-３０６２　ＦAX：０５２-９７２-４２００

4 子どもの　学校や　日本語の　べんきょうのことを　きくことが　できます【教育相談】

  に　ほん  ご  きょうしつ　　　　　 む  りょう　　　　　　  やす　　  りょうきん　　　に　ほん  ご　　　 べんきょう

がい  こく  じん

　　　　　　　　　　　　　　　　 ざい りゅう  し　かく

な　　 ご　　 や　　  し　　 ない　  な　　 ご　　 や　　 こく　　さい　　せ　　ん　　 た　　 ー

でん  わ ばん ごう

 じ  かん

　　　　　　　　　　　　なか むら  く　な　ご　の  いっちょうめ　　　 ばん　 ごう　ち　か てつさくらどおりせん こく さい せ  ん　た　ー　 えき

げつよう  び　　　　がつ　　　にち　　　　　　　　　がつ　  か　　　がつ　　がつ　　　　　　　　　　　　　　　にち よう  び

でん  わ ばんごう

　　　　　　　　　  えい ご　　 ぽ　る  と　が  る　ご　　す　ぺ　い　ん　ご　ちゅうごく  ご　　は　ん　ぐ　る　　 ふぃ　り　ぴ　の　ご　　べ  と　な　む　ご

　　よう　び　  じ  かん　　　　　　　　　　　  ひ　　　　　じ  かん

 ほ　ー　む　ぺ　ー　じ

 め　ー　る　あ  ど  れ  す

 な　ご　や　し　　　　  ぎょうせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎょうせいそうだん

でん  わ ばんごう

　　　　　　　　　  えい ご　　 ぽ　る  と　が  る　ご　　す　ぺ　い　ん　ご　ちゅうごく  ご

　　よう　び　  じ  かん　　 ど  よう び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほうりつ そう だん

でん  わ ばんごう

　　　　　　　　　  えい ご　　 ぽ　る  と　が  る　ご　　す　ぺ　い　ん　ご　ちゅうごく  ご

　　よう　び　  じ  かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうだん

でん  わ ばんごう

　　よう　び　  じ  かん　　すいよう び　 きん よう  び　 にちよう  び

きょうしつ　　 ば  しょ　かいさい にち  じ　  れんらくさき　　 へんこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたら　　　　に ほん  ごきょうしつ　　かいさい　　　　　　　　　　　　　　　  れん らく

　  とい あわ　　さき　　 な　ご　や　し  かんこう ぶん  か こうりゅうきょくかんこうこうりゅうぶ  こく さいこうりゅう か

 こ　　　　　　　　　がっこう　　　　  に ほん ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょういくそうだん

  た　げん  ご　　　　　　そう  だん　 じょう ほう てい きょう

  に  ほん　　せい かつ　　　　　　　　　　 そう だん

こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き  がる　　そう だん

に　　　　ほん　　　　ご　　　きょう　　　しつ　　　　ま　　　　っ　　　　ぷ　　　　　　　り　　　  す　　　と

　　　　　 ねん  がつげんざい じょうほう  けいさい

　な　　ご　　や　 こく　さい　　せ　 ん　 た　 ー

 げつ よう　び　　　 やす



名古屋市内の日本語教室リスト
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⑳
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千種区

千種区

千種区

北区

西区

中村区

中村区

中村区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中区

中川区

中川区

港区

南区

南区

緑区

緑区

緑区

日本語教室いまいけ 滝藤ビル　５階 地下鉄東山線・桜通線「今池」駅　１番出口から歩いて1分 月曜日～日曜日のいずれかで希望をききます。 ＴＥＬ：090-6610-1522　メール：nihongoimaike@gmail.com

２６の会　ＴＥＬ：052-804-8037　メール：ishiryou@xj.commufa.jp

ＴＥＬ：052-775-6386　090-9228-1192　メール：harue1192light@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：080-3687-5658　ＦＡＸ：052-723-2374　メール：uedamatuitakahashi@hotmail.co.jp

認定特定非営利活動法人　名古屋ろう国際センター

ＴＥＬ：052-982-7987　ＦＡＸ：052-523-1880　メール：info@deaf-ic.org

あいち日本語の会（稲垣）　ＴＥＬ：０５２-７７１-４２３５　ＦＡＸ：０５２-７７１-４２３５　メール：kazuoinagaki@gmail.com

（公財）名古屋国際センター　ＴＥＬ：052-581-5689　ＦＡＸ：052-581-5629　メール：vol@nic-nagoya.or.jp

（公財）愛知県国際交流協会　ＴＥＬ：052-961-8746　FAX：052-961-8045　メール：koryu@aia.pref.aichi.jp

メール：aloenagoyavol@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：０５６８-７８-１８０４　ＦＡＸ：０５６８-７８-１８０４　メール：irohanihongonokai@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：０５２-９６１-７７０７（代表）　ＦＡＸ：０５２-９５１-５６７２　メール：seminar@nagoya-ywca.or.jp

ＴＥＬ：090-5034-8332　メール：masayopuri@yahoo.co.jp

フィリピン人移住者センター(FMC)　ＴＥＬ：080-4212-6576　メール：tricyclechildren@gmail.com

水澤（月～金10:00～16:00）　090-3933-0053

TEL：080 3680 0341　メール：Tmakoteen@gmail.com

特定非営利活動法人ヘルピングハンズアンドハーツジャパン

ＴＥＬ：052-710-7479　メール：japanese@hhahj.jpn.org

英会話カフェ＆スクールMy English Room (火‐日）　ＴＥＬ：052-253-7863　ＦＡＸ：052-253-7863

メール：support@myenglishroom.jp　Akiko Arakawa　CEL:090-3956-1022

ＴＥＬ：052-301-1624

メール：kikuko1308@seagreen.ocn.ne.jp

NPO法人 東海外国人生活サポートセンター　事務局住所：中川区五月通1-22-2

ＴＥＬ：090-6364-1081　メール：rakuraku.st@gmail.com

篠田　TEL：０９０-９１９９-２７１３　メール：kyuban_nihongo@yahoo.co.jp

ＴＥＬ：０７０-５５８９-５６０８　メール：758vietnam.net@gmail.com

みなみ文化日本語の会　ＴＥＬ：090-8138-1987（浅田）　ＦＡＸ：052-811-7050　メール：asadafam@nifty.com

ＴＥＬ：050-5585-0621(ムトウ）　メール：ankumi27@hotmail.com

ＴＥＬ：090-1757-9200　ＦＡＸ：052-891-3573

ＴＥＬ：０５２-８９２-５９６３　ＦＡＸ：０５２-８９２-５９６３　メール：kazuko65kg@ezweb.ne.jp

火曜日10：00～11：40

問い合わせてください

木曜日18：30～20：15

問い合わせてください

月曜日１０：００～１１：３０

日曜日10：00～11：30、12：00～13：30、14：00～15：30

問い合わせてください

日曜日10：00～11：30　問い合わせてください

火曜日13：30～15：00、金曜日13：30～15：00と19：00～20：30

土曜日10：30～12：00と14：00～15：30

木曜日10：30～12：00（ティーサロン12：00～13：00）

木曜日１０：３０～１２：００

原則金曜日午前（年３期開催、問い合わせてください）

原則木曜日午後、複数のクラスがあるため問い合わせてください

水曜日・金曜日10：00～11：30

月曜日17：15～18：45

金曜日14：00～16：00

金曜日（祝日休み）19：00～20：30

月曜日～日曜日の9：00～21：00のどこか。希望をききます。

火曜日～日曜日11：00～19：00のどこか。希望をききます。

第２週目の土曜日、第４週目の土曜日

（第２週、第４週が祝日の場合は第１週目の土曜日）

木曜日16：30～18：30

土曜日１９：００～２１：００

土曜日18：３０～20：３０

金曜日１８：３０～２０：３０（生涯学習センターがお休みのときは休み）

金曜日18：30～20：10

木曜日19：30～21：00

土曜日１９：３０～２１：００

地下鉄東山線「星ヶ丘」駅　４番出口から歩いて３分

市バス「南久留里」から歩いて２分、市バス「下坪」から歩いて５分

地下鉄名城線「黒川」駅から歩いて5分

市バス「北区役所」すぐ

地下鉄鶴舞線「浄心」駅から歩いて５分

「名古屋」駅から歩いて7分

地下鉄桜通線「国際センター」駅　2番出口（直通）

「名古屋」駅から歩いて7分、地下鉄桜通線「国際センター」駅　2番出口（直通）

地下鉄名城線「市役所」駅から歩いて５分

地下鉄名城線「市役所」駅　５番出口から歩いて５分

地下鉄名城線・東山線「栄」駅から歩いて7分　　　　　　　　

地下鉄名城線「矢場町」駅から歩いて5分

地下鉄名城線・東山線「栄」駅　５番出口から東へ歩いて２分

地下鉄名城線「東別院」駅　１番出口から東へ歩いて3分 

市バス 金山26系統 または 昭和巡回系統「大井町」バス停前 

地下鉄名城線「矢場町」駅から歩いて５分

地下鉄名城線「東別院」駅から歩いて５分

地下鉄名城線・東山線「栄」駅から歩いて7分（市民活動推進センター）、

その他は開催場所による

地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅から歩いて６分

近鉄「戸田」駅から歩いて8分

市バス「運河通3丁目」から歩いて3分

名鉄バス「豊成団地」から歩いて5分

地下鉄名港線「東海通」駅　４番出口から歩いて５分

JR「笠寺」駅から歩いて７分、名鉄「大江」駅から歩いて１５分

ＪＲ「笠寺」駅から歩いて７分、市バス「南区役所」から歩いて１０分

地下鉄桜通線「徳重」駅すぐ

名鉄本線「本星崎」駅から歩いて１０分

ＪＲ「大高」駅から歩いて１５分

星ヶ丘コミュニティセンター

エクセレント京命　８階

名古屋市総合社会福祉会館　６階

（北区役所と同じ建物です）

サンシャイン浄心南　６階

名古屋国際センター

名古屋国際センター

あいち国際プラザ　２階 研修室

あいち国際プラザ

ナディアパーク　６階

名古屋市市民活動推進センター

名古屋ＹＷＣＡ

イーブルなごや

（名古屋市　男女共同参画推進センター・女性会館）

老松学区北部集会所

2017年4月～6月　東別院本堂下 待合室他

2017年7月以降　東別院会館

ナディアパーク　６階 名古屋市市民活動推進センター

その他ご希望の場所（名古屋市内および近郊）

英会話カフェ＆スクール　My English Room内

富田地区会館

UR豊成団地　4棟1階集会室

九番団地　１号棟集会場

南生涯学習センター

南生涯学習センター 視聴覚室

徳重地区会館（ユメリア徳重）

市営浦里荘集会所

ふれあいステーションみどりのさと（森の里第２集会所）

区名 名　称 開催場所 最寄り駅 開催日時 連絡先
 く めい  めい  　しょう かいさい  ば しょ  も　よ　　えき かいさい にち じ れんらくさき

　な　　ご　　 や　　 し　  ない　　　　  に　  ほん　  ご　 きょう　しつ　  り　   す　  と ○申込みをしたい人は　各教室の　連絡先に　連絡してください。

○各教室の　内容は、　名古屋市の　HPに　詳しく　書いてあります。

URL： http://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/page/0000094743.html

ほしがおか日本語教室

ライトアンドライト日本語教室

黒川日本語教室

日本語教室（聴覚障害者向け）

あいち日本語の会

NIC日本語の会

子ども日本語教室

あいち国際プラザにほん語教室

ALOE 日本語教室あかさたな

いろは日本語の会

外国人子育て支援教室「バンビーナ」

外国人子ども日本語教室「ガリ勉クラブ」

ことばの会

トライシクル教室

東別院日本語教室

東別院日本語教室・夜の部

ヘルピングハンズ日本語教室

MER NIHONGO Club

日本伝統文化茶道華道ひまわりの会

らくらく日本語教室(こども教室）

九番団地日本語教室 アウラドキューバ

チュンタムみなみ日本語教室

みなみ文化日本語教室

ヒルズ日本語deウォーク

みどり日本語教室

森の里 にほんご教室

ちくさく たきとう　びる　　　 かい ちかてつひがしやませんさくらどおりせんいまいけえき　　  ばんでぐち　　　 ある　　　　  ふん げつようび　　にちようび　　　　　　　　　　　 きぼう

　かようび

 と　　  あ

 と　　  あ

もくようび

げつようび

にちようび

 と　　  あ

にちようび　　　　　　　　　　　　　　 と　　  あ

もくようび　　　　　　　　　　　　　　　てぃーさろん

もくようび

げつようび

きんようび

きんようび　しゅくじつやす

げつようび　　にちようび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きぼう

　かようび　　にちようび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きぼう

もくようび

　どようび

　どようび

きんようび　　　　　　　　　　　　　しょうがいがくしゅうせんたー　　　　やす　　　　　　　　 やす

きんようび

もくようび

　どようび

だい　しゅうめ　　どようび　　だい　しゅうめ　　どようび

だい　しゅう　だい　しゅう　しゅくじつ　ばあい　　だい　しゅうめ　　どようび

すいようび　きんようび

げんそくきんようび  ごぜん　ねん　き かいさい　と　　  あ

げんそくもくようび　ごご　　ふくすう　　　くらす　　　　　　　　　  と　　  あ

　かようび　　　　　　　　　　　　　 きんようび

　どようび

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　だいひょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　ふぃりぴんじん　いじゅうしゃ　せんたー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

みずさわげつ　　きん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

とくてい　ひえいりかつどうほうじん　　　へるぴんぐ　　はんず　　あんど　　はーつ　　じゃぱん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

えいかいわ　かふぇ　　　　すくーる　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　にち

　めーる

　めーる

　　　　ほうじんとうかいがいこくじんせいかつ　さぽーと　　せんたー　　　　じむきょくじゅうしょ　なかがわくさつきどおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

しの だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　ぶんか　にほんご　　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むとう　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めーる

にんていとくていひえいりかつどうほうじん　　　　なごや　　　　こくさい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　　　にほんご　　かい　いながき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　こうざい　　なごや　こくさい　せんたー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めーる

　こうざいあいちけんこくさいこうりゅうきょうかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めーる

　　　　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めーるちかてつ　ひがしやませんほしがおか  えき　　  ばんでぐち　　　 ある　　　　  ふん

　しばす　　　みなみくるり　　　　　ある　　　　ふん　　しばす　 しものつぼ　　　 ある　　　　 ふん

にほんごきょうしつ

ちくさく

ちくさく

きたく

にしく

なかむらく

なかむらく

なかむらく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかく

なかがわく

なかがわく

みなとく

みなみく

みなみく

みどりく

みどりく

みどりく

ほしがおか こ　みゅ　に　 てぃ　せ  ん  た  ー

 えくせれんと　　　きょうめい　　 かい

　な ご や し　そうごうしゃかい ふくし かいかん　　  かい

 　きたくやくしょ　　おな　たてもの

ちかてつ　めいじょうせんくろかわえき　　　　ある　　　　ふん

　しばす　　　きたくやくしょ

　　なごや　　えき　　　ある　　　　 ふん

ちかてつさくらどおりせん　こくさいせんたー　　えき　  　  ばんでぐち  ちょくつう

　　なごや　  えき　　　 ある　　　　 ふん　ちかてつさくらどおりせん　こくさいせんたー　　 えき　  　ばんでぐち  ちょくつう

 さ　ん　しゃ  い んじょうしんみなみ　  かい ちかてつつるまいせん　じょうしんえき　　　　ある　　　　ふん

　なごや　 こくさい　せんたー

　なごや　 こくさい　せんたー

　　　　　こくさい　ぷらざ　　　　かい けんしゅうしつ

　　　　　こくさい　ぷらざ

 な　でぃ　あ　ぱ  ー  く　　　かい

 　なごやし　　しみん かつどう すいしん せんたー

　なごや ちかてつめいじょうせんひがしやませんさかええき　  　ばんでぐち　　　ひがし　 ある　　　　  ふん

　  いーぶる

　　なごやし　　　  だんじょきょうどうさんかくすいしんせんたー　　じょせいかいかん

おいまつ がっく ほくぶ しゅうかいじょ

　　　　  ねん  がつ　　  がつ ひがしべついんほんどうしたまちあいしつほか

　　　　  ねん  がつ いこう　ひがしべついんかいかん

 な　でぃ　あ  ぱ  ー  く　　  かい　　なごやし　  しみんかつどうすいしん  せんたー

　　　 ほか　　きぼう　　　ばしょ　 　なごや　しない　　　　　　きんこう

えいかいわ　かふぇ　　　　すくーる　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ない

 とみた 　ちく  かいかん

　　 ほうせい だんち　　　とう　かいしゅうかいしつ

きゅうばんだんち　　ごうとうしゅうかいじょう

みなみしょうがいがくしゅうせんたー

みなみしょうがいがくしゅうせんたー　しちょうかくしつ

とくしげ　ちく　かいかん　ゆめりあ　　とくしげ

しえい　うらさとそうしゅうかいじょ

　　　　　　　　  すてーしょん　　　　　　　　　　　 もり　 さとだい　しゅうかいじょ

ちかてつ　めいじょうせん　しやくしょ　えき　　　ある　　　　 ふん

ちかてつ　めいじょうせん　しやくしょ　えき　  　ばんでぐち  　　　ある　　　　 ふん

ちかてつめいじょうせんひがしやませんさかええき　　　ある　　　　  ふん

ちかてつ　めいじょうせん やばちょう　えき　　　 ある　　　　 ふん

ちかてつ めいじょうせんひがしべついんえき　　　ばんでぐち　　　 ひがし　ある　　　　ふん

　しばす　　かなやま　　けいとう　　　　　　しょうわじゅんかいけいとうおおいちょう　ばすていまえ

ちかてつ　めいじょうせん やばちょう　えき　　　 ある　　　　 ふん

ちかてつ めいじょうせんひがしべついんえき　　　 ある　　　　 ふん

ちかてつめいじょうせんひがしやませんさかええき　　ある　　　　ふん　しみんかつどうすいしんせんたー

　　　 ほか　　かいさいばしょ

　しばす　　うんがどおり　ちょうめ　　　　ある　　　　 ふん

めいてつばす　　ほうせいだんち　　　　ある　　　　 ふん

ちかてつひがしやませんつるまいせん　ふしみ　 えき　　　ある　　　　  ふん

きんてつ　とだ　　えき　　　ある　　　　  ふん

 ちかてつ　めいこうせんとうかいどおりえき　  　ばんでぐち　　　　ある　　　　ふん

　　　かさでらえき　　　 ある　　　　ふん　めいてつ　おおえ  えき　　　ある　　　　　  ふん

　　　かさでらえき　　　 ある　　　　ふん　　しばす　　みなみくやくしょ　　　　ある　　　　　  ふん

ちかてつさくらどおりせんとくしげ　えき

めいてつほんせんもとほしざき えき　　　 ある　　　　　 ふん

　　　おおだかえき　　　ある　　　　　  ふん

　　　　　　　　　にほんごきょうしつ

 ら  い  と  あ  ん  ど  ら  い  と　にほんご きょうしつ

くろかわ  にほんご  きょうしつ

にほんごきょうしつ　ちょうかくしょうがいしゃむ

　　　　　　にほんご　　  かい

　　　　にほんご　　  かい

 こ　　　　  にほんごきょうしつ

　　　　　 こくさい　　ぷらざ　　　　　　ごきょうしつ

　　　　　　にほんごきょうしつ

　　　　　　にほんご　　  かい

がいこくじん　こそだ　　しえんきょうしつ　　ばんびーな

がいこくじんこ　　　にほんごきょうしつ　　がりべんくらぶ

　　　　　　  かい

 と  ら  い  し  く  る　きょうしつ

ひがしべついんにほんごきょうしつ

ひがしべついんにほんごきょうしつ よる　　ぶ

  へ  る  ぴ  ん  ぐ  は  ん  ず　  にほんご きょうしつ

にほん　でんとうぶんか　さどう　かどう　　　　　　　　  かい

　　　　　　　にほんごきょうしつ　　　　　 きょうしつ

きゅうばんだんちにほんごきょうしつ  あ  う  ら  ど  きゅ  ー  ば

  ちゅ　ん　た　む　　　　　　にほんご きょうしつ

　　　　　　ぶんかにほんごきょうしつ

ひ　る　ず　にほんご　　　　うぉーく

　　　　　 にほんごきょうしつ

もり　　さと　　　　　　　きょうしつ

　　 もうしこ　　　　　　　　　  ひと　　　　かくきょうしつ　　　　れんらくさき　　　　れん らく

　　かくきょうしつ　　　　ないよう　　　　　　　なごやし　　　　　　　　　　　　　くわ　　　　　　か


