
にほん せいかつ がいこくじん

2022 日本で生活する外国人のための

に ほん ご に ほん ぶん か こう ざ

日本語・日本文化講座
Japanese language and Culture Course / 日本语·

日本文化讲座 / 일본어・일본문화강좌 / Curso de língua
e cultura Japonesa / Curso de lengua y cultura Japonesa

/ Khóa học tiếng Nhật, văn hóa Nhật

にちようび

日曜日 13：00～15：00

がつ

5月
ついたち ようか にち にち

1日、 8日、 22日、 29日
がつ

10月
ふつか ここのか にち にち

2日、 9日、 16日、 23日

がつ

6月
いつか にち にち にち

5日、 12日、 19日、 26日
がつ

11月
にち

13日

がつ

7月
みっか とおか にち

3日、 10日、 24日
がつ

12月
よっか にち

4日、 11日

がつ

9月
にち にち

18日、 25日

じゅぎょう かね

授業のお金 ￥0

きょうざいひ かね

教材費 （テキストのお金） ￥2,000

ば し ょ やまなしけんりつ だいがく いいだ きゃんぱす かん かい

場 所 ： 山梨県立大学 飯田キャンパス A館4階
こうふし いいだ

甲府市飯田5-11-1

と あ やまなしけんりつだいがく しゃかいれんけいか

お問い合わせ ： 山梨県立大学 社会連携課
TEL:055-225-5412 FAX:055-225-1150
E-MAIL:shakairenkei@yamanashi-ken.ac.jp

MAP

Facebook



The course schedule may be changed or cancelled to prevent 
the spread of COVID-19.

Classes Descriptions

Beginner

This class focuses on improving your daily conversations skill, such
as
・Self introduction
・Ordering food at a restaurant
・Explaining your medical symptoms in a hospital
・Talking about your daily routine

Intermediate This class helps you talk and write about yourself on various topics,
while aiming to improve your daily conversation skill.

Writing This class focus on improving your literacy skills (Hiragana, Kanji) and
preparation for JLPT (Japanese-Language Proficiency Test)

Booking required. 

Please apply  by the phone or with the form below.

055-225-5412
Social Cooperation Department,

Yamanashi Prefectural University

Class day ：Sundays 13：00～15：00 
Venue ：4 floor, Bldg. A, Iida campus, Yamanashi Prefectural University
Terms ：May 2022 – December 2022（20 classes）

Lesson Fees ：Free of charge（Text book fee：2,000 Yen）
Parking ：Free of charge

Inquiry ：055-225-5412（Social Cooperation Department, Yamanashi 
Prefectural University）

Information

2022(R4) Japanese language and culture class
(Yamanashi Prefectural University／Kofu-city ／ Yamanashi  human rights network for foreigners OASIS)

英語


