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入門～上級
BEGINNER ADVANCED

B

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？

あおぞら
AOZORA

きんようび

金曜日

Fridays

ご ご じ ぷん ご ご じ

午後1時30分～午後3時

1:30PM – 3:00PM

みなとくしばうら しばうら かい みなとくりつだんじょびょうどうさんかく

港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦２階 港区立男女平等参画センター「リーブラ」

Gender Equality Center “Libra”, 2nd Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku

keiko.senoh@gmail.com
090-9244-9449

えいごか

英語可 Available in English

さい

18歳～
18 and older

そうだん

相談してください。
Please inquire. 

いつでも
Anytime

げつ えん だい

1か月 1,000円（＋テキスト代）

￥1,000/month  (textbook fee not included)

つか

・テキストを使います。

We use textbooks. 
つく にん

・レベルにあわせて グループを作ります。 １グループ ５～６人まで。

Participants are divided into small groups of up to 5-6 people according to their proficiency  

level.
ふんいき

・フレンドリーな 雰囲気です。

Friendly atmosphere.

しょきゅう じょうきゅう がくしゅうしゃ あ わ

・「あおぞら」では初級から上級まで学習者のレベルに合わせて5つのグループに分かれます。
ぶんぽう つか はな よ ちから たか べんきょう にほん せいかつ たの

きほんの文法を使って話したり読んだりする力を高めます。いっしょに勉強して日本の生活を楽しくしましょう。

Participants are divided into five groups from beginner to advanced according to their proficiency level.

You can improve your Japanese-speaking/reading skills using basic grammar. 

Would you like to study together and enjoy life in Japan?

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

1
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入門～上級
BEGINNER ADVANCED

B

た まち に ほん ご た まち に ほん ご

田町日本語クラブ／田町日本語サークル
TAMACHI NIHONGO CLUB / TAMACHI NIHONGO CIRCLE

かようび

クラブ：火曜日
Club : Tuesdays

もくようび

サークル：木曜日
Circle : Thursdays

みなとくしばうら しばうら かい みなとくりつだんじょびょうどうさんかく

港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦２階 港区立男女平等参画センター「リーブラ」

Gender Equality Center “Libra”, 2nd Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku

・gochosachie@minos.ocn.ne.jp

・03-3442-3080
えいごか

英語可 Available in English

・spring51701river@gmail.com 

・03-5443-0520
えいごか

英語可 Available in English

さい

16歳～
16 and older

そうだん

相談してください。
Please inquire. 

そうだん

相談してください。
Please inquire. 

げつ えん だい

1か月 3,000円（＋テキスト代）

￥3,000/month (textbook fee not included)

つか

・テキストを 使います。

We use textbooks.

すく にんずう つく

・レベルにあわせて 少ない人数の グループを 作ります。

Participants are divided into small groups according to their proficiency level.

たの なご がくしゅう

・楽しく 和やかに 学習しています。We study in a fun and friendly atmosphere. 

わら ごえ た きょうしつ

・いつも 笑い声の 絶えない 教室です。The classroom is always full of laughter.

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

2

ごぜん じ ごぜん じ

午前10時～午前12時

10:00AM – 12:00PM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？
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入門～上級
BEGINNER ADVANCED

B

にじ かい か よう

虹の会 火曜クラス
NIJI NO KAI – TUESDAY CLASS

かようび

火曜日
Tuesdays

みなとくしばうら しばうら かい みなとくりつだんじょびょうどうさんかく

港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦２階 港区立男女平等参画センター「リーブラ」

Gender Equality Center “Libra”, 2nd Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku

etsukosuzukilloyd@gmail.com
えいごか

英語可 Available in English

さい さい ちょうき そうだん

18歳～ （10～17歳は 長期のみ。 相談してください。）
18 and older (10 to 17-year-olds will only be accepted for a long-term commitment. Please inquire for 
details.)

できません
Not allowed

いつでも
Anytime 

しょうにんずう つく

・少人数の グループを 作ります。Participants are divided into small groups.
ちゅうじょうきゅう かいわ おお

・中上級は 会話が 多いです。Mainly conversation for intermediate to advanced groups.

にじ かいかよう もくよう しまい かようび べんきょう

・虹の会火曜クラスと木曜クラスは 姉妹クラスです。火曜日だけ勉強してもいいです。
たの べんきょう にほんご じょうず てつだ

楽しく勉強して日本語が上手になるようお手伝いします。
はなみ はくぶつかん ところ で

お花見や博物館など、いろいろな所へも出かけます。

Niji no Kai - Tuesday Class and Thursday Class are sister classes. 

Participation only on Tuesdays is also acceptable.  

We will help you study happily and improve your Japanese. 

We also go to various places such as cherry blossom viewings and museums.

げつ えん だいこ

1か月 1,000円（プリント代込み）

￥1,000/month (Handouts included)

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

3

ご ご じ ぷん ご ご じ

午後1時30分～午後3時

1:30PM – 3:00PM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？



入門～上級
BEGINNER ADVANCED

B

みなとくしばうら しばうら かい みなとくりつだんじょびょうどうさんかく

港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦２階 港区立男女平等参画センター「リーブラ」

Gender Equality Center “Libra”, 2nd Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku

etsukosuzukilloyd@gmail.com
えいごか

英語可 Available in English

できません
Not allowed

いつでも
Anytime 

げつ えん だいこ

1か月 1,000円（プリント代込み）

￥1,000/month (Handouts included)

もくようび

木曜日
Thursdays

にじ かい もくよう

虹の会 木曜クラス
NIJI NO KAI – THURSDAY CLASS

さい さい そうだん

18歳～ （10～17歳は 相談してください。）
18 and older (Please inquire about 10 to 17-year-old students.)

しょうにんずう つく

・少人数の グループを 作ります。Participants are divided into small groups.
ちゅうじょうきゅう かいわ おお

・中上級は 会話が 多いです。Mainly conversation for intermediate to advanced groups.

にじ かいかよう もくよう しまい もくようび べんきょう

・虹の会火曜クラスと木曜クラスは 姉妹クラスです。木曜日だけ勉強してもいいです。
たの べんきょう にほんご じょうず てつだ

楽しく勉強して日本語が上手になるようお手伝いします。
はなみ はくぶつかん ところ で

お花見や博物館など、いろいろな所へも出かけます。

Niji no Kai - Tuesday Class and Thursday Class are sister classes. 

Participation only on Thursdays is also acceptable.  

We will help you study happily and improve your Japanese. 

We also go to various places such as cherry blossom viewings and museums.

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

4

ご ご じ ぷん ご ご じ

午後1時30分～午後3時

1:30PM – 3:00PM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？



入門～中級
BEGINNER IMTERMIDIATE

B

nihongomita@yahoo.co.jp
090-7216-9368

えいごか

英語可 Available in English

み た

三田インターナショナルクラブ
MITA INTERNATIONAL CLUB

もくようび

木曜日
Thursdays

みなとくしばうら しばうら かい みなとくりつだんじょびょうどうさんかく

港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦２階 港区立男女平等参画センター「リーブラ」

Gender Equality Center “Libra”, 2nd Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku

つき かい げつ えん

月1,2回：1か月 1,000円
1-2 lessons/month: ￥1,000/month

さい そうだん

18歳～ 相談してください。

18 and older.   Please inquire for more details.

そうだん

相談してください。
かいめ ぷんむりょう たいけん きょうしつ く まえ れんらく

1回目は、30分無料で 体験できます。教室に 来る前に 連絡してください。

Please inquire. 30 minute free trial lesson available (for the first class). Please contact the class before coming.

そうだん

相談してください。
Please inquire. 

つき かい げつ えん

月3,4回：1か月 2,000円
3-4 lessons/month: ￥2,000/month

たい かいわ おお

・1対１の 会話が 多いです。

Mostly one-to-one conversation.

かんたん にほんご し

・簡単な 日本語を 知っていると いいです。

It is better if you already know basic Japanese.

にほんご はな にほん せいかつ たの

・日本語で 話しましょう。 日本での 生活を、 もっと 楽しみましょう。

Let’s talk in Japanese together and enjoy life in Japan more!

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

5

ごぜん じ ごぜん じ

午前10時～午前12時

10:00AM – 12:00PM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？
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初級～上級
BASIC ADVANCED

B

kyokoyo1203@gmail.com
えいごか

英語可 Available in English

090-7253-6822
えいごか

英語可 Available in English

に ほん ご きょうしつ

IAF 日本語教室
IAF JAPANESE CLASS

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

すいようび

水曜日
Wednesdays

みなとくしばうら しばうら かい しばうらくみんきょうどう

港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦1階 芝浦区民協働スペース
Shibaura Residents' Collaboration Space, 1st Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku

かい えん しょかい むりょう

1回 500円 初回は 無料です。
￥500 per lesson (First lesson is free)

さい

18歳～
18 and older

できません

Not allowed

いつでも

Anytime

しょうにんずう に ほん ご べんきょう

・小人数の グループで 日本語を 勉強します。

We learn Japanese language in small groups.

かいわちゅうしん たの きょうしつ

・会話中心の 楽しい教室です。

A fun class that focuses on conversation.

せんせい せいと しごとがえ かた

・先生も 生徒も 仕事帰りの方がほとんどです。

Most of the teachers and students join after work. 

6

ご ご じ ご ご じ ぷん

午後7時～午後8時30分

7:00PM – 8:30PM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？
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入門～上級
BEGINNER ADVANCED

B

egaostudy@gmail.com
えいごか

英語可 Available in English

こ に ほん ご きょうしつ

子ども日本語教室えがお
“EGAO" JAPANESE LANGUAGE CLASS FOR CHILDREN

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

かい えん きょうかしょ じぶん も

1回 100円 教科書は、自分で 持ってきてください。
￥100 per lesson. Bring your own textbooks.

がっこう じゅぎょう ほしゅう

・学校の 授業の 補習をします。
A supplementary class for school lessons.

たい しょうにんずう

・1対１ or 少人数グループです。

One-to-one or small groups.

こ がくしゅういよく あ わか せんせい

・子どもたちの学習意欲に合わせて、若い先生たちがサポートします。
くりつしょうちゅうがっこう かよ がいこく じどう せいと がくしゅうしえんきょうしつ

区立小中学校に通う 外国につながる児童・生徒のための学習支援教室です。
でんとうてき きせつ がいぶ こうし とくべつこうざ たの おこな

伝統的な季節のイベントや外部の講師による特別講座も楽しく行っています。
けんがく たいけん きがる き

見学、体験もできます。気軽に 聞いてください。

Young teachers will support children according to their willingness to learn. This is a study 

support class for children and students with foreign backgrounds who go to public elementary and 

junior high schools. We also hold traditional seasonal events and special lectures by guest 

speakers. You can also observe or try a lesson. Do not hesitate to contact us.  

だい だい にちようび

第1・第3 日曜日
First & Third  Sundays

くりつしょうちゅうがっこう こ みなとく がっこう

区立小中学校の 子ども（港区ではない学校もだいじょうぶです）
Public elementary and junior high school students (from both Minato city and other areas.)

いつでも

Anytime

みなとくしばうら しばうら かい しばうらくみんきょうどう

港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦1階 芝浦区民協働スペース
Shibaura Residents' Collaboration Space, 1st Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku

たいおう そうだん

オンライン対応もありますので、ご相談ください。
You can join lessons online as well. Please inquire.

https://www.facebook.com/egao
japaneselanguageclass/
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ごぜん じ ごぜん じ

午前10時～午前12時

10:00AM – 12:00PM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？

https://www.facebook.com/egaojapaneselanguageclass/


初級～初中級
BASIC    PRE-INTERMEDIATE

B

に ほん ご がくしゅうかい かい

日本語学習会 さくら会
JAPANESE LANGUAGE CLASS SAKURA-KAI

http://sakurakai.org/

しょきゅう たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

初級１：JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

Basic 1: JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line
しょきゅう たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

初級２：JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

Basic 2: JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line
しょちゅうきゅう とうきょう なんぼくせん とえいちかてつ み た せん しろかねたかなわ えき

初中級： 東京メトロ 南北線・都営地下鉄 三田線「白金高輪」駅 または
とうきょう なんぼくせん とえいちかてつ み た せん しろかねだい えき

東京メトロ 南北線・都営地下鉄 三田線「白金台」駅

Pre-intermediate: Shirokane-takanawa Station on the Tokyo Metro Namboku line & Toei Mita line  OR  

Shirokanedai Station on the Tokyo Metro Namboku line & Toei Mita line

かようび きんようび

火曜日 と 金曜日
Tuesdays & Fridays

しょきゅう みなとくしばうら しばうら かい みなとくりつだんじょびょうどうさんかく

初級１： 港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦2階 港区立男女平等参画センター 「リーブラ」

Basic 1:   Gender Equality Center “Libra”, 2nd Floor of Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku
しょきゅう みなとくしば み た みなとくしば みなときんろうふくしかいかん

初級２： 港区芝4-1-17 三田いきいきプラザ または 港区芝5-18-2 港勤労福祉会館

Basic 2:   Mita Iki-iki Plaza, 4-1-17 Shiba, Minato-ku OR Minato Workers' Welfare Hall, 5-18-2 Shiba, Minato-ku
しょちゅうきゅう みなとくたかなわ たかなわ ない たかなわくみん

初中級： 港区高輪1-16-25 高輪コミュニティーぷらざ内 高輪区民センター または
みなとくしろかねだい もり

港区白金台4-6-2 ゆかしの杜

Pre-intermediate: Takanawa Civic Center, Takanawa Community Plaza, 1-16-25 Takanawa, Minato-ku  OR  

Yukashi-no-Mori, 4-6-2 Shirokanedai, Minato-ku

toiawase@sakurakai.org
えいごか

英語可 Available in English

げつ えん きょうかしょ じぶん か

1か月 2,000円 教科書は、自分で 買います。
￥2,000/month （Please buy your own textbook.)

きょうかしょ つか きょうしつけいしき じゅぎょう

・教科書を 使います。 We use textbooks. ・教室形式の 授業です。Lecture-style lessons.

にほんごがくしゅうかい かい ねん みなとく かつどう だんたい

・日本語学習会さくら会は１９８３年から港区で活動しているボランティア団体です。

せかいじゅう らいにち みな たの に ほんご まな

世界中から来日した皆さんが、楽しく日本語を学んでいます。

Japanese Language Class Sakura-Kai is a volunteer group operating in Minato City since 1983. 

Visitors to Japan from all over the world enjoy learning Japanese language here.

さい

18歳～
18 and older

いつでも

Anytime

そうだん

相談してください。
Please inquire. 

C・D

G・I
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ごぜん じ ごぜん じ ふん

午前10時～午前11時45分

10:00AM – 11:45AM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？

http://sakurakai.org/


E

入門～上級
BEGINNER ADVANCED

https://www.shingeneki.com
/notices/details/197

すいようび どようび

水曜日 と 土曜日

Wednesdays & Saturdays

に ほん ご

しば日本語クラブ
SHIBA JAPANESE CHAT CLUB

いま すいようび ご ご じ ご ご じ ぷん どようび じかん と あ

今は、水曜日 午後7時～午後8時20分（土曜日の時間は、お問い合わせください。）

Currently Wednesdays 7:00PM – 8:20PM (Please inquire for the times of Saturday lessons.)

48nihongo@shingeneki.com
えいごか

英語可 Available in English

たまち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅

JR Tamachi Station / Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line

みなとくしば かい ほうじんしんげんえき たまちかいぎしつ

港区芝5-31-10 サンシャインビル9階 NPO法人新現役ネット 田町会議室
Tamachi Meeting Room, NPO Shin-geneki Net, 9th Floor of Sunshine Building, 5-31-10 Shiba, Minato-ku  

だいがくせい おとな

大学生～大人まで
University students to adults

できません

Not allowed

かい えん かいめ めんだん たいけんがくしゅう むりょう

1回 500円 （1回目は面談とリクエストヒアリング、体験学習のため、無料です。）

￥500 per lesson (First lesson is free because it is a trial lesson with an interview and request hearing.)

いつでも

Anytime

じぶん べんきょう べんきょう

・自分が勉強したいことを勉強します。（フリートークや テキストなど）

You can study what you want (free conversation or textbook study).

しょうにんずう せい

・少人数グループまたはマンツーマン制

Small group or one-to-one formats.

にほん ぶんか れきし けいざい さんぎょう ぎじゅつ せいかつ しゅうかん りかい ふか

・日本の文化や歴史、経済、産業・技術、生活・習慣、ビジネスなどの理解を深めながら、
にほんご べんきょう しゃかいけいけんほうふ にほん にほんご まな

日本語を勉強できます。社会経験豊富なシニアが日本と日本語を学ぶあなたをサポートします。
たの ふんいき きょうしつ

まじめで楽しい雰囲気の教室です。

You can study Japanese language while deepening your understanding of Japanese culture, history, 

economy, industry, technology, life styles and customs and business. Well-experienced seniors will 

support your study of Japan and Japanese language. We study with both a serious and fun atmosphere.

かいさいじょうきょう き み

・開催状況はメールで聞いてください。または、ホームページを見てください。

Please email us or see our website for the current status.
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入門～上級
BEGINNER ADVANCED

Ａ

080-5432-4306

とうきょう ち よ だ せん あかさか えき

東京メトロ 千代田線「赤阪」駅

Akasaka Station on the Tokyo Metro Chiyoda line

みなとくあかさか あかさか

港区赤阪6-4-8 赤阪いきいきプラザ

Akasaka Iki-iki Plaza, 6-4-8 Akasaka, Minato-ku

ごぜん じ ぷん ごぜん じ とうぶん あいだ

午前10時30分～午前12時（当分の間）

10:30AM – 12:00PM (For the time being)

どようび

土曜日

Saturdays

ちゅうがくせい

中学生～
Junior high school students and older

あか さか に ほん ご

ANC (赤坂日本語クラブ)
ANC (AKASAKA NIHONGO CLUB)

げつ えん

1か月 1,500円

￥1,500/month

しょうにんずう しどう

・少人数、アットホームで、ていねいに指導します。

Small classes with a homey atmosphere and attentive teaching.

とく じょうきゅうしゃ きぼう そ おこな

・特に 上級者は 希望に添って 行います。

For more advanced learners, lessons are accommodated according to their needs.

にほん しゅうかん でんとうぶんか しょうかい ねん すうかい おこな

・日本の習慣・伝統文化の紹介イベントを 年に数回 行います。

We hold events where participants can learn Japanese customs and traditional culture
several times per year.

よる れんらく

いつでも（できるだけ、夜 連絡してください。）

Anytime (please contact in the evening when possible.)

そうだん

相談してください。
Please inquire. 
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入門～上級
BEGINNER ADVANCED

F
げつようび た まち えき とえいちかてつ み た せん あさくさせん み た えき

月曜日： JR「田町」駅 / 都営地下鉄 三田線・浅草線「三田」駅 /
とうきょう なんぼくせん とえいちかてつ み た せん しろかねたかなわ えき

東京メトロ 南北線・都営地下鉄 三田線「白金高輪」駅

Mondays:    JR Tamachi Station/ Mita Station on the Toei Mita line & Asakusa line /

Shirokane-takanawa Station on the Tokyo Metro Namboku line & Toei Mita line 

すいようび とうきょう なんぼくせん とえいちかてつ み た せん しろかねたかなわ えき

水曜日： 東京メトロ 南北線・都営地下鉄 三田線「白金高輪」駅
Wednesdays: Shirokane-takanawa Station on the Tokyo Metro Namboku line & Toei Mita line

もくようび とうきょう なんぼくせん とえいちかてつ み た せん しろかねたかなわ えき

木曜日： 東京メトロ 南北線・都営地下鉄 三田線「白金高輪」駅
Thursdays:  Shirokane-takanawa Station on the Tokyo Metro Nanboku line & Toei Mita line 

げつようび みなとく みた とよおか

月曜日： 港区三田5-7-7 豊岡いきいきプラザ
Mondays:    Toyooka Iki-iki Plaza, 5-7-7 Mita, Minato-ku

すいようび みなとくたかなわ たかなわ

水曜日： 港区高輪1-5-38 ＨＵＧ高輪
Wednesdays: HUG Takanawa, 1-5-38 Takanawa, Minato-ku

もくようび みなとくたかなわ たかなわ ない たかなわくみん

木曜日： 港区高輪1-16-25 高輪コミュニティーぷらざ内 高輪区民センター
Thursdays: Takanawa Civic Center, Takanawa Community Plaza, 1-16-25 Takanawa, Minato-ku

げつようび すいようび もくようび

月曜日、水曜日、木曜日

Mondays, Wednesdays & Thursdays

に ほん ご きょうしつ

プラチナ日本語教室
PLATINUM NIHONGO CLASS

https://nihongolesson.blog
.fc2.com

H

G

platinumNIHONGO@gmail.com
えいご

英語のみ English only

kimura.nobby@gmail.com
えいご

英語のみ English only

げつ えん

1か月 2,000円

￥2,000/month

しょうにんずう

・少人数 グループ
Small group lessons

にほん きょうみ にほんご べんきょう かた だれ かんげい

・日本に 興味があり、 日本語を 勉強したい方なら 誰でも 歓迎します。
う い

Skype, Zoomなどでも、 受け入れできます。

We welcome anybody who would like to learn Japanese language and has an interest in Japan. We can use Skype or Zoom 

at your request.

できません
Not allowed

いつでも

Anytime

さい

18歳～

18 and older
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ご ご じ ご ご じ ぷん

午後7時～午後8時30分

7:00PM – 8:30PM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？

https://nihongolesson.blog.fc2.com/


reiko-h@h03.itscom.net

入門～上級
BEGINNER ADVANCED

に ほん ご きょうしつ

ビバ日本語教室
VIVA NIHONGO KYOSHITSU SHIROKANEDAI

とうきょう なんぼくせん とえいちかてつ み た せん しろかねだい えき

東京メトロ 南北線・都営地下鉄 三田線「白金台」駅
Shirokanedai Station on the Tokyo Metro Namboku line & Toei Mita line 

げつ えん

1か月 500円

￥500/month

しょうにんずう

・少人数 グループ

Small groups

がくしゅうしゃ しえんしゃ にん まいにち せいかつ ひつよう にほんご れんしゅう

・学習者と支援者が3～5人のグループになって、毎日の生活に必要な日本語を練習したり、
たが くに しゅうかん はな あ たの

お互いの国や習慣について話し合ったり、いろいろ楽しくおしゃべりしています。

Learners and supporters are divided into groups of 3-5 people, practice Japanese

expressions necessary for daily life, discuss each other’s countries and customs, and

have a lot of fun chatting.

みなとくしろかねだい しろかねだい

港区白金台4-8-5 白金台いきいきプラザ
Shirokanedai Iki-iki Plaza, 4-8-5 Shirokanedai, Minato-ku

もくようび

木曜日

Thursday

J

さい

18歳～
18 and older

そうだん

相談してください。
Please inquire. 

いつでも

Anytime
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ごぜん じ ごぜん じ ぷん

午前10時～午前11時30分

10:00AM – 11:30AM

01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？



minato.nihongo.kurabu@gmail.com
えいご か

英語可 Available in English

入門
BEGINNER

とうきょう ひびやせん おおえどせん ろっぽんぎ えき

東京メトロ 日比谷線・大江戸線「六本木」駅

Roppongi Station on the Tokyo Metro Hibiya line & Oedo line

いそが ひと

・「みなとにほんごクラブ」は忙しい人のためのクラスです。
MINATO NIHONGO CLUB is a class for busy people.

はじ にほんご べんきょう ひと しゅう かいべんきょう

・初めて日本語を勉強する人のクラスです。週に1回勉強します。
This class is for people who learn Japanese for the first time. The class is held once a week.  

きょうかしょ つか せいかつ ひつよう にほんご べんきょう

・教科書を使います。生活に必要な日本語を勉強します。
We use textbooks. We learn Japanese which is necessary for daily life.

べんきょう ひと

・勉強する人は10人までです。
The maximum number of learners is 10. 

みなとくろっぽんぎ ろっぽんぎ こうきょうしせつとう ろっぽんぎくみんきょうどう

港区六本木6-5-19 シティハイツ六本木 公共施設棟1F 六本木区民協働スペース
Roppongi Residents' Collaboration Space, City heights Roppongi, Ridge of public facilities 1F,

6-5-19 Roppongi, Minato-ku

Ａ

どようび

土曜日

Saturday

ごぜん じ ごぜん じ

午前10時～午前12時
10:00AM – 12:00PM

さい

16歳～

16 and older

できません
Not allowed

ぜん かい えん だい しりょうだいふく

全10回コース 5,000円（テキスト代、資料代含む）
¥5,000/10 sessions (textbook and materials fee included)

そうだん

相談してください
Please inquire. 

https://www.instagram.com/

minatonihongokurabu/

みなとにほんごクラブ（2021年9月から始まります）
MINATO NIHONGO CLUB (This club will start in September 2021.)

ねん がつ はじ

ばしょ さいしん じょうほう うえ み

※スケジュールや場所など最新の情報は、上のURLを見てください
For up-to-date information on schedules and locations, 

please check the URL above.
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01 曜日／ようび／Days of the Week 02 時間／じかん／Time 03 場所／ばしょ／Location 04 近い駅／ちかいえき／Nearest Station 05 連絡先／れんらくさき／Contact

06 何歳以上／なんさいいじょう／From What Age 07 子どもといっしょに参加できますか？／こともといっしょにさんかできますか／Can I participate with children?

08 いつ申し込みできますか？／いつもうしこみできますか／When can I apply? 09 料金／りょうきん／Fee 10 どんな教室？／どんなきょうしつ？／What kind of class？

https://www.instagram.com/minatonihongokurabu/
https://www.instagram.com/minatonihongokurabu/


港区の 日本語教室 Japanese Language Classes in Minato City

令和3年（2021）年3月発行 ＜令和３年８月更新＞

発行：港区 （作成：一般財団法人港区国際交流協会）


